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成長する都市マス物語１ 
 

都市マスタープランの 
「策定プロセスの全体像」を描こう 

 
ーワークショップを始める前にー 

 

最初に苦労したこと　
=　伊勢市都市マスタープランの計画策定プロセスの全体像を描くこと

留意点　= 『アンケート・ワークショップ・住民説明会・公聴会・縦覧公告・意見書提出・ 
　　　　　　都市計画審議会・公開シンポジウム等』の組み合わせを図に明確に描く　　　　　　　　　　　 

..

 

成長する都市マス物語２ 
 

「市民ワークショップ」の 
進め方をデザインしよう 

 
ーワークショップを始める前にー 

 



ワークショップの進め方をデザインする（１） 
　
　市民ワークショップの 基本的枠組み
をしっかりとつくろう

　　　　重要ないくつかのポイント
　　　（１）組織・構成　
　　　（２）目的　
　　　（３）期間（スケジュール）　
　　　（４）成果の反映　
　　　（５）事務局（連絡先） 

ワークショップの進め方をデザインする（２） 

市民参加型まちづくりを進めていく
スタッフ を育てよう

　　　　協働型まちづくりの現場を支える配役（スタッフ）　

　　（１）委員長　（プロデューサー：総合司会）　
　　（２）委員　　（ファシリテーター：グループ司会）
　　（３）委員アシスタント（アシスタント：司会補佐）　
　　（４）専門家　（プログラム設計・結果分析）
　　（５）事務局　（行政計画の際は自治体）
 

ワークショップの進め方をデザインする（３）  
ワークショップ・プログラムをつくろう 

成長する都市マス物語３ 

 
「市民ワークショップ」の実践 

 
やってみよう 



都市マス地域別構想 
市民ワークショップ　 
 
明倫・有緝・厚生地域 
（中心市街地）　　 
 
1996 年 

第１回　市民ワークショップ

第２回　市民ワークショップ 

 

第３回　市民ワークショップ 



第４回　  
市民ワークショップ 

都市マス地域別構想　明倫・有緝・厚生地域　　1996 年

都市マス地域別構想　明倫・有緝・厚生地域　　1996 年 都市マス地域別構想　明倫・有緝・厚生地域　　1996 年 



全体構想　　　　　　　1997 年 
明倫・有緝・厚生地域　1997 年 

　　　　　　本編は成長させるために 
　　　「加除式　=　ファイル形式」へ 
 
　　　（伊勢市担当者は 建設省に呼ばれて研修会の場で発表） 

都市マス地域別構想　早修・中島地域　　1998 年 

山田上口駅前コミュニティ消防センター 

都市マス地域別構想　早修・中島地域　　1998 年 



早修・中島地域　　 
 
1999 年 

都市マス地域別構想 
市民ワークショップ　 
 
修道・四郷地域 
修道地区　　 
 
1999 年 

都市マス地域別構想　修道地区　　1999 年 修道・四郷地域　　 
修道地区 
 
2001 年 



都市マス地域別構想 
市民ワークショップ　 
 
修道・四郷地域　　 
四郷地区 
 
2000 年

都市マス地域別構想　四郷地区　　2000 年 

都市マス地域別構想　四郷地区　　2000 年 
修道・四郷地域 
四郷地区　　 
 
2001 年 



成長する都市マス物語４ 

 
「まちづくりツール」をつくろう 

 
『まちづくりブック』の編集へ 

 

 
まちづくりブック伊勢制作委員会 
　　 
　　学芸出版社（2000 年） 
（制作：1997 年～1999 年） 
 
　　　　　[目次] 
1. 　まちのみかた 
2. 　まちのしくみ 
3. 　まちのなりたち 
4. 　まちづくり物語 
5. 　これからのまちを描く 

まちづくりブック伊勢 

まちづくりブック伊勢　1998 年
成長する都市マス物語５ 

 
都市計画審議会を 
成長させよう  

 
地方分権推進一括法にもとづき 

『新・伊勢市都市計画審議会』へ 



　　地方分権一括法への対応（2000 年4月） 
 
　・市町村都市計画審議会が法定化 
　・都市計画が国の機関委任事務から自治事務へ 
 

「新・伊勢市都市計画審議会」の設置 
　 
・市民委員の公募制度 
・都市計画技術研究会の設置 
・所掌事務 = 市長の諮問に応じ調査審議 
　　　　　　 関係行政機関への建議（新設） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など 

成長する都市マス物語６ 

 
『分野別マスタープラン』 
づくりに展開しよう 

 

 
住宅マスタープラン 
1999 年

 
景観マスタープラン 
2000 年

 
緑の基本計画 
2004 年

成長する都市マス物語７ 

 
「土地利用」と「軸・拠点」の 
マスタープランづくりに 

展開しよう 
 



河崎歴史文化交流拠点整備構想（案） 
1999 年（NPO 法人伊勢河崎まちづくり衆） 

 
宇治山田港 
交流拠点整備構想（案） 
（宇治山田港湾整備促進協議会） 
2001 年

 
伊勢市駅 
周辺整備構想（案） 
2002 年

成長する都市マス物語８ 

 
マスタープランを実現しよう 

 
「計画」から「事業」へ 

国有形登録文化財 
伊勢河崎商人館 
 
2002 年 

新・蔵くら談義  
 
毎年８月に開催する定例の 
まちづくりシンポジウム 

『話し合う』

新くらくら談義（2002 年） 



河崎まちづくり舞台  
（三重大学浅野研究室：河崎まちなみ館展示） 

『展示する』
（河崎まちづくり展示：2002 年） 

（伊勢河崎商人館模型：2005 年） 

　　　　　『拡がる』
水辺空間との関わりの再現と
流域でのネットワーク化

河崎『川の駅』 

伊勢船形復元木造船　みずき　2005年 

成長する都市マス物語９ 

 
風景まちづくり条例を 

検討しよう 
 

伊勢の都市づくりの基本姿勢 
「協働型まちづくり」と「風景まちづくり」のルール化 

風景まちづくりフォーラム（2002 年） 



成長する都市マス物語１０ 

 
都市マスタープランを 

成長させよう 
 

新「全体構想」としてバージョンアップ 

 
伊勢市 
都市マスタープラン 
全体構想 Version2.0 
 
2003 年 
 
全体構想をバージョンアップして 
 
「成長」へ 
 
複数の地域別構想の策定、 
分野別マスタープランの策定、 
社会制度の変化等に対応 

成長する 
都市マスタープラン 
 
1. 計画から事業への展開 
 
2. 市民参加プロセスの成長 
 
3. 計画のバージョンアップ 
 
4. 加除式の計画書 
 
5. インターネットによる 
　情報交流 

成長する都市マス物語1１ 

 
市民ワークショップのプロセスを 

成長させよう 
 

「地縁コミュニティ」とのより積極的な協働に 
挑戦する地域別構想づくりへ 



都市マス地域別構想 
市民ワークショップ　 
 
神社・大湊・浜郷地域　　 
 
2003 年

都市マス地域別構想　神社・大湊・浜郷地域　　2003 年 

都市マス地域別構想　神社・大湊・浜郷地域　　2003 年 

神社・大湊・浜郷地域　　 
 
2005 年 



まちづくりの集い（2005 年5月29 日） 
都市マスタープラン地域別構想と市民ワークショップの報告 成長する都市マス物語の（一時的）ストップ 

 
市町村合併へ 

 
伊勢市も二見町・御薗村・小俣町と 

合併して、新・伊勢市へ（2005 年11 月） 
旧・伊勢市の取り組みはストップ 

（地域別構想の未策定地域あり） 

成長する都市マス物語１２ 

 
新・伊勢市においても 

「成長する都市マスタープラン」でいこう 

 
新・伊勢市の都市マス（全体構想）の策定 

 
伊勢市 
都市マスタープラン 
全体構想  
 
2009 年 
 
 
合併後の初の 
「新・伊勢市都市マスタープラン」 
 
「成長する都市マスタープラン」の
理念を継承 
 



 
伊勢市景観計画 
 
2009 年 
 
 
景観法制定（2004 年） 
 

 
 

2011 11 18  
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