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• Statutory function of the IPC is to determine certain State significant development applications 

and to provide advice on planning matters

• Determines the most contentious and complex State significant development applications, 

where:

• significant objection from the community (50 or more submissions)

• a reportable political donation in relation to the application

• an objection from the local council

• Provides independent expert advice on any planning and development matter, when requested 

by the Minister or Secretary of the Department of Planning, Industry and Environment.

• Not subject to the direction or control of the Minister or any government agency, except in 

relation to procedural matters as set out under the Environmental Planning and Assessment Act 

1979

The Role of the IPC
IPCの役割

IPCはNSW州政府の重要な開発プロジェクトの採否を決定し、その計画に助言を提供する機関である。

州内で最も議論を呼ぶ、複雑かつ中心的な開発プロジェクトの採否を判断する。IPCが評価を行う案件としては、以下の例が含まれる。

住民が強く反対する案件（反対意見の提出が50以上）

NSW州計画・公共分野大臣または次官の要請がある場合に、計画や開発事業に関する独立した専門的助言を提供する。

1979年環境計画および調査法（Environmental Planning and Assessment Act 1979、いわゆるEPA法）が認可手続きを定める場合を除き、
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プロジェクトがらみで政治献金の報告がある案件

市議会が異議を唱える案件

計画・公共分野大臣または州政府機関の指導や管理下に置かれることはない。



• Provide advice to the Minister on a range of planning matters

• Engage with key stakeholders on planning matters

• Oversee the making of environmental planning instruments

• Assess the merits of major development proposals

• Make determinations under delegation of the Minister

• Monitor and enforce compliance with conditions of approval

DPIE Responsibilities
DPIEの役割とは

計画・公共分野大臣に、計画策定の幅広い分野について助言を行う。
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環境指標の設定作業について統括する。

計画策定に関し、主要な利害関係者への関与を行う。

提案プロジェクトの利点について評価する。

同大臣の委託により判断を行う。

許可条件の遵守に向けた監視や施行に携わる。



• In 2019, the NSW Productivity Commission completed a review of the 
IPC following detailed consultation with key stakeholders

• The review concluded that the IPC plays an important role in maintaining the 
integrity of the planning system and should be retained as an independent 
decision-making body for the State’s most complex and contentious projects

• The review included 11 recommendations to strengthen the independence and 
governance of the IPC and to improve its performance

• The NSW Government has adopted all of these recommendations 

• These changes should result in significant improvements to the way in which the 
IPC conducts its business and increase public confidence and trust in the 
planning system

IPC Review
IPC再検討

この見直しでは、策定内容の信頼性を確保する上でIPCは重要な役割を果たしており、賛否両論を呼ぶ、
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NSW州生産性委員会は2019年、主要な利害関係者から具体的な意見を聴取し、IPCの機能について見直しを行った。

州政府は、これらすべての提案を採用している。

これらの改革は、IPCの運営を大幅に改善し、計画策定の作業に対する信頼性を高めると思われる。

この見直しでは、IPCの独立性やガバナンスの強化、業績の向上を図るための11の提案が行われた。

複雑な州政府の案件を扱う独立機関としての地位を保つべきであると結論付けた。



• IPC established as a separate and independent agency, with its chair being accountable 

to the Minister for Planning and Public Spaces and responsible for delivering on the 

Government’s agreed objectives and performance measures

• Role of the IPC clarified as a decision-maker on the State’s most controversial projects 

rather than to re-assess projects

• Only the most complex and contentious projects will be sent to the IPC for determination 

(i.e. only those which have received 50 or more unique submissions as opposed to the 

previous threshold of 25 submissions) 

• Benchmarks introduced for the IPC to ensure decisions are made in a timely way

• Moving to a single-stage public hearing process with these hearings to be held in 

conjunction with the determination of projects

Key Changes to the IPC
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IPCを改革した主な内容とは

IPCは個別の独立機関として設置された。

プロジェクトの決定に伴い、複数の公聴会を開催する意見募集のプロセスへと移行する。

IPCに決定が託されるのは、最も複雑で物議を醸すプロジェクトのみである。

決定が遅れないよう、判断までの期間について基準が設けられている。

従来の活動は案件の再評価に限られていたが、現在は州政府が関わる賛否両論プロジェクトの採否を判断する。

IPC委員長はNSW州計画・公共分野大臣に説明責任を有しており、

州政府が定めた目標と措置に基づき活動を展開する。

（以前は反対意見数25以上の案件を扱っていたが、現在は50以上の案件のみが対象である）



• The hearing process is being 
strengthened to ensure public 
engagement and robust assessment

• A quicker planning process, without any 
reduction in rigour, is in 
everybody’s interest

• Every project is still subject to 
comprehensive assessment by the 
department prior to being referred to the 
IPC

Single Hearings
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一つの公聴会で済ます

人々を関与させ、審査をしっかりと行うために、

審査の厳格性を保持したまま、計画策定プロセスを迅速化することは、

すべてのプロジェクトはIPCに委譲される前に、

公聴会のプロセスは強化されている。

すべての関係者にとっての利益となる。

NSW州計画・産業・環境省による包括的な審査を受けなければならない。



• The Minister has set a statement of expectations about the IPC’s benchmark 

timeframe to make a decision on a project including: 

a determination within 5 weeks for projects that do not require a public 

meeting or public hearing 

a determination within 8 weeks for projects subject to a public meeting

A determination within 12 weeks for projects subject to a public hearing 

Minister’s Statement of Expectations 
計画・公共分野大臣による判断時期の目安

一般説明会および公聴会を必要としないプロジェクトの決定については、5週間以内が目安。
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計画・公共分野大臣は、IPCがプロジェクト決定の判断に要する大まかな時間について、以下のように発表している。

公聴会の対象となるプロジェクトの決定については、12週間以内が目安。

一般説明会の対象となるプロジェクトの決定については、8週間以内が目安。



• Memorandum of Understanding clarifies how DPIE and IPC will work 

together to exercise their respective responsibilities under the EPA&A 

Act and eliminate duplication of roles in the assessment process, and 

align with the Minister’s Statement of Expectations  

• Both parties are committed to working together to achieve the objects of 

the EPA&A Act and to meet Government priorities for  timeliness and 

quality in the planning system

• Intention to strengthen public trust in the planning system

MOU – DPIE and IPC
DPIEとIPCの覚書

この覚書は、DPIEとIPCがEPA法で規定された責任を果たすために協力する点を明確に定めている。
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州民による、計画策定への信頼性を高めるのが目的である。

両機関はEPA法の意図を実現させ、判断の迅速化および計画策定の質向上を図るという州政府の優先事項に協力する点にコミットする。

また評価作業の重複を排除し、判断の時期が計画・公共分野大臣の目安に沿うようにするためのものである。
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