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第２６回鈴鹿市都市計画審議会議事録 

 

開催日時：平成２２年２月１７日（水）１４：３０～１６：００ 

開催場所：鈴鹿市役所 本館６階 庁議室 

出席者： 

（都市計画審議会委員）古市嘉郁（会長），伊藤睦，大泉源之，黒田耕一郎，福嶋礼子， 

村山顕人，吉島隆子，杉本信之，森しず子，小島巧也，森喜代造 

（鈴   鹿   市）副市長 角南勇二，都市整備部長 永納栄一， 

都市整備部次長 草川喜雄， 

都市整備部参事兼都市計画課長 内藤俊樹 

（説   明   者）都市整備部参事兼市街地整備課長 西田謙司 

           同課市街地整備グループ グループリーダー 河村寛， 

副主幹 庄司武 

           都市計画課景観グループ グループリーダー 三谷隆，瀧本泰裕 

（事   務   局）都市計画課計画グループ グループリーダー 谷口誠 

主幹 伊藤泰延，小河範靖 

同課総務グループ グループリーダー 井上勝則 

副主幹 髙﨑知奈美  

議 題：諮問第１号：「鈴鹿都市計画駐車場の変更」（鈴鹿市決定）について 

     諮問第２号：「鈴鹿都市計画道路の変更」（三重県決定）について 

    諮問第３号：鈴鹿市景観計画の策定について 

公開非公開の別：公開 

傍聴者：なし 

配付資料： 

（事前配付資料）事項書 

議案書「諮問第１号：鈴鹿都市計画駐車場の変更（鈴鹿市決定）， 

諮問第２号：鈴鹿都市計画道路の変更（三重県決定）， 

諮問第３号：鈴鹿市景観計画の策定について」 

（当日配布資料）その他事項配布資料 

○三重県都市マスタープラン（圏域，都市計画区域マスタープラン）経

緯及び策定スケジュール【北勢圏域】 

○第４回北勢圏域・都市計画区域マスタープラン策定検討委員会次第 

  資 料 １：「圏域マスタープラン（案）」に対する意見と対応方針 

資 料 ２：北勢圏域マスタープラン（案）第２次答申（案） 

資料３－２：鈴鹿都市計画区域の整備，開発及び保全の方針 

資 料 ４：三重県都市マスタープラン（圏域，都市計画区域マス

タープラン）策定スケジュール【北勢圏域】 
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審議会の内容（要約）： 

幹事（都市整備部長） 

 委員の皆様には，お忙しい中，ご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

定刻になりましたので，ただ今から第２６回鈴鹿市都市計画審議会を開催させていただ

きます｡ 

まず最初に，副市長からご挨拶を申し上げます｡ 

 

角南副市長 

 皆様，本日はお忙しい中，第２６回鈴鹿市都市計画審議会にご出席いただきまして，誠

にありがとうございます。 

 平素は，市政各般にわたりまして格別のご協力をいただいておりますことを，深く感謝

申し上げます。 

 当審議会は，鈴鹿市の都市計画の基本的な方針を定めていただきます，重要な審議会で

ございますので，委員の皆様方には，何かとお世話いただきますが，よろしくお願い申し

上げます。 

それでは，本日諮問させていただきます案件３件について少し触れさせていただきます。 

鈴鹿市が決定いたします「鈴鹿都市計画駐車場の変更」及び三重県が決定いたします「鈴

鹿都市計画道路の変更」，そして鈴鹿市が策定いたします「鈴鹿市景観計画の策定」につい

てご審議をいただきます。 

 先ず，「鈴鹿都市計画駐車場の変更」についてですが，現在，既存の白子駅西自転車駐車

場は極めて過密な状態で駐車されており，駐車時の混雑や自転車の損傷など利用者の皆様

からの苦情が多く寄せられ，また景観上も好ましくない状態となってございます。 

 このようなことから，駐車スペース確保のため，都市計画の変更をおこなうものでござ

います。 

 次に，「鈴鹿都市計画道路の変更」についてですが，これは何度か審議会で途中経過報告

をいたしましたが，長期未着手といいますか，ずっと前に計画決定したまま実際に着手し

ていない，整備していない都市計画道路について見直しの作業を行ってまいりましたとこ

ろ，都市計画道路の役割や必要性の検証を行ったところ，北長太寺家線当該変更区間に求

められる道路機能については，並行する県道四日市楠鈴鹿線にて満たされる状況であるこ

とから，線形変更をおこない，当該変更区間の有効な土地利用に資する為，都市計画の変

更をおこなうものでございます。 

最後に，「鈴鹿市景観計画の策定」についてでございますが，市民意見募集等を経まして，

まとまりました計画案に対しまして，都市計画審議会のご意見をいただくものでございま

す。 

 以上３件をお諮りいたしますので，皆様方におかれましては，当審議会の重要な役割を

ご認識していただき，建設的なご意見を賜りますよう，よろしくお願いいたします。 
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幹事（都市整備部参事兼都市計画課長） 

 申し訳ございませんが，副市長はこの後公務がございますので退席させていただきます。 

それでは，議事に入らせていただきます前に，何点かお断りをさせていただきます。 

本日の審議会につきましては，諮問第１号「鈴鹿都市計画駐車場の変更」のための説明

員といたしまして，当市の市街地整備課の職員が出席させていただいております。 

それと，議事録作成のため，録音させていただきます。議事録は，要約記録とし，会長

に確認いただいた後に公開とさせていただきます。 

それでは，今回も条例・規定に基づきまして，古市会長に議長をお願いいたします。 

古市会長，議事進行をよろしくお願いいたします。 

 

議長（古市会長） 

 それでは，規定によりまして，私が議長を努めさせていただきますので，よろしくお願

い申し上げます。 

本日は，審議会委員数１５名中１１名の委員の皆様にご出席をいただき，過半数に達し

ておりますので，鈴鹿市都市計画審議会条例第７条第２項の規定により，審議会は成立い

たしますことを宣言いたします。 

それでは，お手元に配布させていただいております事項書に基づきまして，進めさせて

いただきます。 

本日，ご審議いただく案件は，３件でございます。 

先ず，諮問第１号「鈴鹿都市計画駐車場の変更」について，事務局より提案説明をお願

いいたします。 

 

幹事（都市整備部参事兼都市計画課長） 

 それでは，諮問第１号「鈴鹿都市計画駐車場の変更」（鈴鹿市決定）について説明いたし

ます。 

近鉄白子駅周辺における放置自転車による交通障害や，駅前周辺の景観及び環境保全の

ため，昭和５９年に白子駅西自転車駐車場を都市計画決定し，整備いたしました。 

近年，社会情勢の変化と共に，鈴鹿医療科学大学の誘致や，環境への関心の高まりによ

り，白子駅への自転車によるアクセス人口の増加してきております。 

それらの事に起因し，当該自転車駐車場へ利用者が集中し，すし詰め状態となってきて

おります。スムーズな自転車の出し入れに支障をきたし，駐車自転車の破損につながると

いうような事態を招いております。 

本案件は，その解消の為，既存駐車場を拡張することによる，駐車スペースの確保を図

るものでございます。  

それでは，詳細につきましては，担当部署より説明させていただきます。 

 

都市整備部参事兼市街地整備課長 
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 白子駅西自転車駐車場事業を担当しております，市街地整備課でございます。 

事業の詳細につきまして，河村からご説明申し上げます。 

 

市街地整備課副参事兼市街地整備グループリーダー 

 それでは当事業のご説明を申し上げます。 

白子駅は，神戸地区・牧田地区とならぶ鈴鹿市の３核のひとつである白子地区に位置し，

市内唯一の特急停車駅であります。名古屋まで約４０分で連絡できることから，市内への

来訪者や市民の遠方への移動の際の交通拠点となっており，鈴鹿市の玄関口と位置付けら

れております。 

白子駅自転車駐車場整備計画は，昭和５９年に都市計画決定された白子駅西自転車駐車

場に始まり，平成７年度に整備しました白子駅東自転車駐車場等を追加して，現在の計画

となっております。 

現在本市では，地域関係者および関係地権者のご協力により，白子駅前広場整備事業を

進めております。鈴鹿市の玄関口としてふさわしい交通ターミナル機能の更新を行い，都

市防災対策の強化，道路環境の向上を図る目的で，平成１９年４月に都市計画事業認可を

受け，事業開始から３年目を迎えております。 

現在白子駅周辺の放置自転車は少なくなってきているものの，隣接の自転車駐車場は極

めて過密な状態で駐車されており，駐車場の混雑や自転車の損傷など，利用者からの苦情

が多く寄せられ，景観上も好ましくない状況となっております。 

そのような中，駅前広場整備に合わせた自転車駐車場整備要望の声もあり，現状調査及

び将来駐車台数等の検討を行い，白子駅西自転車駐車場を拡大し再整備を行うこととして

計画を策定し，去る平成２１年１０月３０日に鈴鹿市自転車等駐車対策協議会にて審議・

了承いただいた上，本日ご審議をお願いいたした次第であります。 

それでは，具体的な施設の基本構想案につきまして，ご説明をさせていただきます。 

まず，設置箇所でございます。鈴鹿市都市計画道路白子柳線の東側の水路上の既存駐車

場部分を駅前広場に接するように，現況ロータリーの北側部分に拡大することとしており

ます。この位置は駅舎にも近く，駅利用の動線上にあり，もっとも適したところと認識し

ております。ここに鉄骨造２階建，敷地面積３３９．７４平方メートル，延床面積３０５

平方メートル，収容台数２７９台の自転車駐車場を建設しようとするものであります。 

事業日程としましては，本年度都市計画決定を行い，２２年度に事業認可・設計，２３

年度に用地買収，そして２４年度に建設工事・供用開始と進めていきたいと考えておりま

す。 

計画の緒元（しょげん）としましては，目標年次を平成３１年度といたしまして，西口

駅勢圏人口２２，５２５人，西口計画駐車台数１，６７５台でございます。平成５年度の

整備計画に対しまして，人口で１，３２０人，駐車台数について２１台の増であります。

また，１，６７５台の内訳としまして，今回建設します白子駅西の東部分で２７９台，白

子駅西の西部分に９９６台，新生公園西に４００台でございます。 
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次に示しますのは，計画平面図でございます。新しく拡大する南側の用地に２階建ての

自転車駐車場を建設いたします。水路の上は現状のとおり平面駐車場としますが，屋根の

設置を計画しております。 

次に示しますのは，計画立面図でございます。駅前広場側に入口を設置し，駅前との景

観の整合を図ってまいります。 

説明は以上でございます。 

 

事務局（小河） 

 それでは，引き続き，諮問第１号『鈴鹿都市計画駐車場の変更』について，議案書の説

明をさせていただきます。 

 まず，後方のスクリーンとお手元の議案書１ページおよび２ページをご覧ください。 

画面の上段が議案書１ページ目の決定内容，下段が２ページ目の新旧対照表となります。 

先ほど市街地整備課より説明のありましたように，名称は既存のまま，『白子駅西自転車

駐車場』と変更ございません。 

位置といたしましては，従来通り，「白子駅前１７番」と近鉄白子駅の北西に位置し，既

存の区域のうち一部を変更する計画となります。 

 次に面積ですが，従来のものが約１，１００平方メートルであったのを２００平方メー

トルほど増床し，約１，３００平方メートルへと拡張いたします。 

 また，構造につきましては，従来は広場式のみでありましたが，地上２階建ての屋内駐

車施設を白子駅のロータリー北側へ追加いたします。 

これにより，駐車台数といたしましては，従来７３０台であったものに５４５台分拡張

し，施工後は１，２７５台となる計画でございます。 

 続きまして，議案書の３ページ目になります。総括図になりますが，近鉄白子駅西側の

こちらの位置で，既存の駐車場の変更と施設の追加となります。現在，上段黄色表記の 

１，１００平方メートルでございますが，変更後は，下段赤字表記の１，３００平方メー

トルとなる計画でございます。 

 次に，議案書４ページ目の計画図になります。既存の白子駅西自転車駐車場は，黄色の

枠線で表示された区域となります。本審議会へ諮問させていただきますのは，赤塗りつぶ

しの区域への変更となります。一部，区域の廃止と計画区域の拡張も含め，現在の 

１，１００平方メートルから２００平方メートルほど拡張し，約１，３００平方メートル

へと変更させていただきたいと思います。 

 続きまして，５ページ目，拡大計画図での新旧対照となります。現在，平面で駐車場と

して利用されているのが，黄色い枠で囲まれた区域となります。一番，大きな変更となり

ますのが，図面上向かって右手，白子駅西ロータリーの北側に隣接する区域となりますが，

こちらに２階建ての駐車場施設を追加し，赤く塗りつぶした区域へと都市計画の変更をす

ることとなります。 

 最後に，１月２２日から２月５日までの期間で行われました，法定縦覧の結果について
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報告させていただきます。 

 ご覧のとおり，縦覧者数０名，意見数０件でございました。 

 以上で，「鈴鹿都市計画駐車場の変更」について，説明を終わらせていただきます。 

 

議長（古市会長） 

 説明は終わりました。ご質問やご意見がございましたら，ご発言をお願いいたします｡ 

 

森 喜代造委員 

 新しく２階建ての駐車場ができるわけですが，有料とお聞きしておりますが，管理人の

方はどうされるのか，その辺を。 

 

都市整備部参事兼市街地整備課長 

 現段階で有料というような考え方をもっております。 

管理方法は，白子駅の東側に現在有料の駐車場があるのですが，それと同じような方法

で管理員を置いてやっていくとしております。また最終的に方針が決定しましたら，協議

会にも諮ってまいりたいと考えております。 

 

森 喜代造委員 

 値段はまだこれからの段階ですか？ 

 

都市整備部参事兼市街地整備課長 

 現段階でございますが，白子駅東側の値段がございますので，それを基本にと考えてお

ります。 

 

森 喜代造委員 

 図面で見ましたが，放置自転車ですね，通路とかそこらにもいろいろありますし，以前

から放置してある自転車，この辺はどういう考えておりますか？ 撤去するとか？ ある

程度所有者を見つけて，数カ月も置いてあるような自転車を。 

これはなぜかと言うと，景観の関係で言うだけでありまして，通路にも自転車が並べて

ある。その辺の整理整頓とかの考え方をお聞きします。 

 

都市整備部参事兼市街地整備課長 

 今回もちろん有料化になってまいりますし，管理人が入りますので，自転車の整理につ

いては，管理人を置いて整理していきます。 

現在の放置自転車に対しましては，今までどおり，エフをつけて一定期間周知をして，

それで引き取り手がない場合は今まで通りの処分の仕方をしてと考えております。 
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森 喜代造委員 

 ありがとうございます。 

 

福嶋委員 

 供用開始というか使われるのは２４年度だったでしょうか？ そうしますと，今進めて

みえる駅前整備計画とは，どういうふうなリンクの仕方となるのでしょうか？ その辺を

教えていただきたいと思います。 

 

都市整備部参事兼市街地整備課長 

 ご説明申し上げましたように，現在の計画といたしましては，２４年度に現場の建設を

し終わって，２４年度末に供用開始をしていきたいと考えております。 

現在別事業ですが駅前事業を進めておりますが，こちらのほうは，事業期間は平成２５

年を目途に現在用地買収の補償交渉を進めておりまして，１年のずれはございますが，ま

だ現場工事には入っておりませんが，随時ご協力いただいたところから，２２年度からは

一部工事のほうにも着手してまいりたいと考えております。 

 

福嶋委員 

 わかりました。 

 

杉本委員 

 自転車が過密状態にあるということですが，現在平日で何台くらい停まっているのでし

ょうか？ 

 

都市整備部参事兼市街地整備課長 

 現在ほぼ，この計画しております台数が停まっております。 

 

杉本委員 

 計画というと？ 

 

都市整備部参事兼市街地整備課長 

 先ほど申し上げました，１，２７５台がすでに現場にはあります。 

 

杉本委員 

 そうですか。今，自転車を停めているのは平面で停めていると思うのですけど，伊勢鉄

道の鈴鹿駅にもあると思いますが，自転車立てみたいなのを交互に置くような，下に置く

のと上に置くのという形でハンドルが少しずれるような形にすれば，結構スペースが少な

くて済むのですが，そういうのを考慮に入れたらよいのではないかと思うのですが，どう
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でしょう？ 

 

都市整備部参事兼市街地整備課長 

 今回ご提案をさせていただいておりますのが，あくまでも平面での設置を考えた台数で

ございます。委員さんおっしゃられたように，今後それ以上の台数が増えてまいりました

ら，将来的にはサイクルラックのようなものを考えてまいりたいとは考えております。 

現段階では平面でスペースを確保してということで，１，２７５台を整備していくとい

う考えです。 

 

杉本委員 

 それを置くというのは，スタンドをかけなくてもいいということもあるわけです。学生

等は適当に放っていくので，それがあるとそこへパッとおけるということで，景観上のこ

ともありますし，そういった方法できれいにやっているというところも見受けられたので，

是非検討していただきたいなと思います。 

 

村山委員 

 今回の変更で拡大するところに２階建ての駐輪場施設を設置するという案なのですけれ

ども，もともとのＬ字型のところも含めて，もう少し大きい駐輪場の施設にすることがで

きたら，商店街の裏にある，景観的にも治安的にもあまりよろしくない平面駐輪場をかな

り減らせるのではないかと思うのですが，拡大した部分のその範囲で駐輪場をつくる理由

というのはあるのでしょうか？ Ｌ字型も含めて大きいものをつくるという案がないもの

でしょうか？ 

 

都市整備部参事兼市街地整備課長 

 今回拡張いたしますのは，現在映っております図面の右側の部分でございます。 

その上の部分といいますか，現在既存でありますＬ字型の部分，それからずっと西に延

びておりますこの部分は下が水路でございまして，水路の上にＰＣ床板というのをかけて，

西側の部分は屋根的なものをつけてはあるのですが，そういう構造上の問題で，それ以上

そこへ荷重のかかるものが建てられるという部分ではございません。 

今回拡張いたします部分は水路敷ではなくて，現在建物が建っているところを買収をお

願いしまして，構造的に２階建てにして駐車を広げるという整備をさせていただき，水路

上につきましては現在の状況で，それ以上のものに拡張するということは物理的に不可能

ということでございます。 

 

村山委員 

 わかりました，構造上難しいということですね。 
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福嶋委員 

 今回は２階建てということですが，私自身も子どもの頃に急いで駐輪をするということ

が多かったもんですから，２階となると使いにくいというか，急いで駐輪しようと思うと

使いづらいのではないかなという疑念はするのですが，協議会ではそういう疑念はでなか

ったのでしょうか？ やっぱりスペースの問題で，せざるを得なかったということでしょ

うか？ 

 

都市整備部参事兼市街地整備課長 

 ２階建てにつきましては，限られたスペースで有効利用ということで，どうしても上に

積み上げなければならないと。当然どんどん積み上げていけば，スペース利用的にはでき

るのですが，委員おっしゃられるように非常に朝に急いでいるときに２階以上，３階とい

うのは不可能でございますので，限度的なものも含めて有効利用も含めて２階というのを。

協議会のほうもやむを得ないのかなということでした。 

あと，管理人さんを置いて管理していくので，投げていくということではありませんが，

急いで行く場合も，ある程度は管理人さんの方で手当をしていただけるということで，も

ちろん有料で考えておりますので，やむを得ないのかなとの，ご意見でございました。 

 

小島委員 

 駅前ということで，一番良いところに駐輪場ということで，他に使い道があるのではな

いかと。たとえば，駐輪場であれば今の公園の前，前の住宅の跡地などを駐輪場にされて

るのだけど，それだと簡単に駐輪場を増やせるのではないかなと。 

どうしてここに立体のお金をかけた駐車場ということで考えられたのか？ 鈴鹿市の玄

関として，他に使い道というのはいろいろあると思いますが。そこについてはどうですか？ 

 

都市整備部参事兼市街地整備課長 

 おっしゃるとおり，現在もそうですが，新しく整備される駅前広場に面した一番良い位

置に計画をいたしました。 

なぜかというと，まず現段階で，裏の水路部分が非常に自転車駐輪場としてひどい状況

になっているということ。それから利用者からすれば，たとえ一歩でも二歩でも駅に近い

ところへ自転車を置きたいという心理の中で，委員おっしゃられるように新生公園の西側

にも駐輪場は現在ございますが，非常に利用状況が悪い。やはり，少しの距離なんですが，

朝の忙しいときに，自転車を置いて駅に行くというのにそれだけの時間を割けないような

状態で自転車を置きたいという状況のようです。 

いろいろ考えた中で，重要な駅前の一等地という大事な部分ではございますが，スペー

ス的には非常に狭い中での民間利用も将来的にはあり得る話なんですけれども，裏の現在

の自転車駐輪場を活かしながら，何とか景観のことも考えた上で整備ができないかという

ことで，今回私どもの方はあそこの拡張という中で，土地を市のほうで有効利用といいま
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すか，市のほうでの利用に計画案を立てさせていただいたということでございます。 

 

小島委員 

 あと一点ですが，今非常に苦情が多くて，将来も見据えた形ということなんですが，例

えば薬学部にしても６年制ですから，これからどんどん人が増えていく。また宅地がどん

どん造成されていくということで，３００人に満たない台数を確保しても，すぐに満タン

になってしまう，それだけのスペースがなくなってしまうというのが，もう私なんか素人

目で見ても目に見えているような状態の中で，計画をされているのかどうか？ 

 

都市整備部参事兼市街地整備課長 

 先ほどご説明申し上げました計画緒元（しょげん）を，平成３１年の計画人口・計画利

用台数という設定をいたして，この台数を割り出しております。その中には，大学，それ

から現在２３号線の西で進めております白江土地区画整理事業での人口増等も踏まえて。 

ただ，１距離を２キロ圏が自転車というひとつの基準を設けておりますので，それに当

てはまる部分を拾い上げて計画をして，この台数を割り出しておりますので，基本的には

その台数は網羅できるというふうに考えております。ただ現在それに見合う台数がきてお

るのも現状です。 

ただ，もう一つ，先ほども申しました白子新生公園の西側の駐輪場も計画台数をもった

数字になっておりますので，変な話ですけれども，この近いところを整備をして有料にし

ていけば，有料じゃないほうがいいなということで，少し距離がありますがそちらの利用

の部分も図られるのではないかと，均等化が図られるのではないかと考えております。 

 

杉本委員 

 今まで広場式で１，１００平方メートルで７３０台という記述があるんですが，これと

自転車駐車場Ｂの９９６台の違いはどういうことなんでしょうか？ 

 

市街地整備課副参事兼市街地整備グループリーダー 

 ７３０台の説明をさせていただきますと，当時の自転車の駐車間隔の設定が，かなり余

裕をもった値でさせていただいておりました。今回はやはり実態と合わせようということ

で，実際にそこに適正に収まる台数ということで，再設定をさせていただきました。 

 

杉本委員 

 ということは，ナンバー１からナンバー８までのところに，９９６台入るということで

すか？ 

 

市街地整備課副参事兼市街地整備グループリーダー 

 はい。入ります。 
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杉本委員 

 今度新しくできる駐車場のＡの二階建てのところに何台と，外に何台か，もう一度台数

をお願いします。それと，外のところに屋根をつけるということでしたが。 

 

市街地整備課副参事兼市街地整備グループリーダー 

 １階の駐車台数，屋外１５２台，屋内が６３台，２階の屋内が６４台，計２７９台とい

う設定でございます。 

 

杉本委員 

 外側の１５２台のところに屋根をつけるという？ 

 

市街地整備課副参事兼市街地整備グループリーダー 

 そうです。 

 

杉本委員 

 それは１５２台分全部？ 

 

市街地整備課副参事兼市街地整備グループリーダー 

 はい。 

 

杉本委員 

 ということは，２階建てのところは１２７台分ということですね。 

 

市街地整備課副参事兼市街地整備グループリーダー 

 はい。 

 

都市整備部参事兼市街地整備課長 

 通路の部分とか，斜の部分がありますので。 

 

杉本委員 

 そういうことですね。 

 

議長（古市会長） 

 他にご意見はありませんか？ 

ご意見等出尽くしたように思いますので，ここで意見をまとめたいと思います。諮問案

に対しまして，適当ということで賛成の答申をいたしたいと存じますが，いかがでしょう
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か。 

 

（委員から「異議なし」の声） 

 

議長（古市会長） 

ご異議なしのご発言をいただきました。ありがとうございました。 

それでは，諮問第１号につきまして，適当という判断で答申をいたします。 

続きまして，諮問第２号「鈴鹿都市計画道路の変更」（三重県決定）について，事務局よ

り提案説明をお願いいたします。 

 

幹事（都市整備部参事兼都市計画課長） 

 それでは，諮問第２号「鈴鹿都市計画道路の変更」（三重県決定）について説明いたしま

す。 

鈴鹿都市計画道路北長太寺家線は，昭和１９年１月に海岸部の集落間の連携を目的とし

て都市計画決定され，鈴鹿市都市マスタープランにおいては，将来都市構造の骨格となる

地域幹線道路の位置付けをさせていただいております。 

近年の社会情勢の変化を踏まえ，都市計画道路の役割や必要性の検証を行ったところ，

当該変更区間における道路機能については，並行する県道四日市楠鈴鹿線にて十分満たさ

れている状況にあります。 

このことから，建築制限解除に伴う有効な土地利用や隣接する四日市都市計画道路との

整合を図り，広域的な都市計画道路網を形成することで，機能的な都市活動の実現，利便

増進に寄与する為，県道四日市楠鈴鹿線へ線形変更するものでございます。 

それでは，詳細につきましては，担当より説明させていただきます。 

 

事務局（伊藤） 

 都市計画道路北長太寺家線当該変更区間は，これまで都市計画審議会においてご説明さ

せていただきました都市計画道路の見直しにより抽出されました２路線３区間のひとつで

ございます。 

全国的な流れもあり，長期未整備の都市計画道路について，社会情勢の変化やまちの将

来像の変化による必要性の低下により，平成１９年３月に策定された三重県都市計画道路

の見直しガイドラインに基づきまして，まちづくりの考え方や土地利用方針の変化に伴う

必要性の低下や，機能代替できる道路の存在による必要性の低下等，従来の都市計画道路

の役割や必要性が変化している可能性について，交通機能・空間機能・市街地形成機能の

３つの観点から検証を行い，路線区間ごとに車道・停車帯・歩道等の道路構成的な必要性

の評価を行い，現道や並行道路といった代替道路の有無等を検証した結果によるものです。 

その選定経緯でございますが，平成１９年度より見直し方法やその過程，候補線等につ

いての市民意見募集や都市計画審議会への報告，意見徴収をさせていただき，様々なご意
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見をいただく中で，見直し路線については特段のご意見もございませんでしたので，平成

２１年４月より行政案として市ホームページにおいて公表しております。 

その後，１０月１４日に北長太寺家線のついて沿道関係者および関係自治会を対象に，

地元説明会を長太公民館で開催いたしましたところ，沿道関係者からの意見はありません

でしたが，一部近隣関係者の方から歩道設置の要望がありました。 

今後も都市計画道路の具体の整備計画はなく，建築制限がさらに続くことや，別途交通

安全対策事業において歩道設置の可能性等の説明を行い，線形変更を行うことで概ね了解

を得て，法手続きに入っております。 

それでは，変更区間について説明させていただきます。 

黄色表示がされました変更前区間につきましては，写真および横断面図にありますとお

り，現況幅員８メートルから９メートル程度で，２車線の車道機能は確保されております

が，歩道は未整備でございます。昭和１９年の当初都市計画決定幅員が，２車線両側歩道

の１１メートルであり，民地側に２メートルから３メートルの計画道路の用地として建築

制限がかかっております。 

都市計画道路の見直し作業により，海岸側に並行に走る赤色表示のされました県道四日

市楠鈴鹿線が，写真や横断面図のとおり２車線両側歩道幅員１２メートルとして整備済で

あり，十分機能を満足しており，代替性が認められます。 

このことから，県道四日市楠鈴鹿線上に線形変更を行うことで，変更前区間に対して，

従来よりかかっていた建築制限が解除されることにより，有効な土地利用を図れること，

また隣接する四日市都市計画道路石原南五味塚線との整合が図られ，広域的な都市計画道

路網を形成することで，機能的な都市活動の実現，利便増進に寄与するものでございます。 

 それではお手元の議案書ですが，６ページから計画書，新旧対象表，総括図，計画図を

添付しております。 

６ページの計画書ですが，表中に名称，位置，区域，構造を各欄に表記しております。

路線番号３・６・６３ 北長太寺家線，起点は長太新町２丁目，終点は寺家６丁目，主な

経過地は北若松町でございます。延長は１１，３８０メートル，構造形式は地表式，車線

の数は２車線，代表幅員は１１メートル，幹線道路と平面交差１１か所でございます。表

の下に変更理由を明記しております。 

次に，７ページの新旧対象表ですが，審が明朝体，旧がカッコつきのゴシック斜体で２

段書きしており，線形変更に伴い，延長が１０メートル伸びております。幅員については

代表幅員で表すため，変更後も１１メートルとなっております。 

議案書８ページは総括図ですが，変更前が黄色，変更後が赤色表示しております。今回，

線形変更に伴い，当該区間は延長１，４４０メートル・計画幅員１１メートルから，延長

１，４５０メートル・現道幅員１２メートルとなり，起点の位置は変更となりましたが，

長太新町２丁目地内のままでございます。 

議案書９ページは計画図ですが，総括図同様に変更前が黄色，変更後が赤色で表示して

おります。 
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今回，縦覧方法につきましては，市広報で行うだけでなく，説明会開催案内と同様に，

沿道関係者には縦覧案内を直接郵送で行うとともに，地元回覧でも周知を図りました。平

成２２年１月２２日から２月５日まで縦覧をいたしました結果，県都市政策室では２名，

意見書の提出はなく，市都市計画課では縦覧者１名，意見書の提出はありませんでしたこ

とを報告いたします。 

以上で，説明を終わらせていただきます。 

 

議長（古市会長） 

 説明は終わりました。ご質問やご意見がございましたら，ご発言をお願いいたします｡ 

 

杉本委員 

 ７ページの新旧対象表の幅員が１１メートルという表記になっているのですが，８ペー

ジでは１２メートルとなっていますが，この違いはどういうことなんでしょうか？ 

 

幹事（都市整備部参事兼都市計画課長） 

 １１メートルは変更前で今の幅員，変更後新しい県道部分に替えさせていただくときは

１２メートルという代表幅員ということです。 

 

杉本委員 

 変更後が１２メートルということでいいんですか？ 

 

事務局（谷口） 

 この総括図と計画図ですが，変更区間についての幅員の変更は１１メートルから１２メ

ートルになったのですが，北長太寺家線の全線を見ますと，一番多い幅員を代表幅員とし

て１１メートルと表記することになりますので，総括図では変更区間の対比で１１メート

ルから１２メートル，全体の計画書の表記はあくまでも１１メートル，代表幅員で１１メ

ートルが一番幅員として多いので１１メートルと表記させていただいております。 

 

杉本委員 

 若松を通っているところは・・・ 

 

事務局（谷口） 

 そこは，替わったところの１，４５０メートルが１２メートルに替わるだけで，それ以

外のところは全部１１メートルですので，多い幅員を表記するという決め事がありますの

で，１１メートルの表記をさせていただいております。 

 

杉本委員 
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 わかりました。 

 

福嶋委員 

 従来の規制がかかっていた道路沿線の住民の方は，建築制限がかかっていたんですけど，

それに対して意見はありませんでしたか？ 

 

幹事（都市整備部参事兼都市計画課長） 

 先ほどもご説明いたしましたように，こういう都市計画道路の変更で一番重要なのは，

今まで都市計画決定をさせていただいた以降，建築制限，財産権の制限がかかっていたと

いうことで，その方のご理解がいただけないことには，なかなかこういう変更は具体的に

はできないということです。 

今回についても地元の自治会組織を通じて調整もさせていただいておりますし，変更す

る前に地元説明会を開かせていただいております。沿線の広い意味でのエリアの方にも来

ていただいておりますし，財産権の制限，建築制限を受けていた方については直接ご連絡

をして説明会をさせていただきたいということで，お話をさせていただいております。 

そういう中で，今のところ，特に建築制限を受けてみえた方から異議が出てこなかった

というところです。 

 

福嶋委員 

 それが一番大事なところなので，これからこういうことが起こってくると思うので，そ

の点は丁寧にしていただればと思います。 

 

議長（古市会長） 

 ご意見等出尽くしたように思いますので，ここで意見をまとめたいと思います。 

諮問案に対しまして，適当と判断し，賛成の意味で答申をいたしたいと思いますが，い

かがでしょうか。 

 

（委員から「異議なし」の声） 

 

議長（古市会長） 

異議なしのご発言をいただきました。ありがとうございました。 

それでは，諮問第２号につきまして，適当と判断し，答申をさせていただきます。 

続きまして，諮問第３号「鈴鹿市景観計画の策定」について，事務局より提案説明をお

願いいたします。 

 

幹事（都市整備部参事兼都市計画課長） 

 それでは，諮問第３号「鈴鹿市景観計画の策定」について説明いたします。 
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一昨年１０月から鈴鹿市景観計画策定委員会を立ち上げまして，計画案の策定を進めて

まいりました。昨年１１月，前回の都市計画審議会におきまして，計画案に対しご意見を

お伺いしたところでございます。 

その後，私どもでは計画案に対します市民意見の募集を行いました。市民意見等により，

修正を行った部分がございますので，この部分を中心にご審議をお願いします。 

また，景観法第９条第２項の規定に従い，計画案全体に対しましてもご意見をいただく

ものでございます。 

それでは，詳細につきましては，担当より説明させていただきます。      

 

都市計画課副参事兼景観グループリーダー 

 今回は，景観法の第９条第２項の規定に定められました景観計画を策定するにあたって

の手続きのひとつとして，当審議会に素案の内容について諮問するものでございます。 

 昨年１１月１３日の審議会におきまして，素案の内容について説明いたしましたが，あ

らためまして，これまでの鈴鹿市景観計画策定の経緯について説明申し上げます。 

 景観法が平成１６年に施行されました。平成２０年４月１日からは三重県が景観計画の

運用を開始しております。 

鈴鹿市は，平成２１年１月１日に景観行政団体へと移行しました。この頃に第１回の景

観計画策定委員会を開催し，景観計画案の検討を本格的にスタートさせております。景観

計画策定委員会においては，全６回約１年間かけて素案をまとめ，昨年の１０月に当審議

会に中間報告をさせていただきました。 

 その後，景観計画の法定手続として，よりたくさんの市民の皆様のご意見をこの計画に

反映するために，１１月から１２月にかけて，ＨＰ，広報，ラジオ，ケーブルテレビなど

での素案の周知，また，パブリックコメントや市民説明会などを行いました。  

 そして，市民のみなさまや前回この場でいただいたご意見を踏まえ，１月２０日に開催

した第７回の策定委員会において修正し，最終素案として市長に提出していただきました。  

 そして，その素案をもとに「鈴鹿市景観計画（案）」として，景観審議会への諮問を経て，

本日，当審議会に諮問するものでございます。  

 今回諮問させていただく鈴鹿市景観計画（案）は，前回報告させていただいた内容とは，

市民意見などを受けて修正した部分があり，変更しております。本日はそれらをご確認い

ただいたうえで，鈴鹿市景観計画（案）についてご意見をいただければと思います。  

 案全体の説明は，前回の審議会での報告と重複するところがほとんどであるため，今回

は，前回からの変更点を説明させていただきます。 

お手元に資料として，鈴鹿市景観計画（素案）への意見募集の結果として，パブリック

コメントのご意見とそれに対する回答の一覧，修正箇所の一覧をホッチキス止めでお配り

させていただいております。基本的に修正はこれらパブリックコメント等でのご意見を受

けて行っています。一覧中の赤字で記載させていただいている箇所が，修正を行った箇所

でございます。 
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パブリックコメントの一覧を見ていただくとお分かりになると思いますが，いただいた

ご意見の多くは，基本的な考え方などについてのご質問であったため，修正を伴うことは

ありませんでしたが，修正のご提案については，できるだけ計画案に反映いたしておりま

す。 

それでは，修正の内容についてです。修正箇所一覧をご覧ください。 

まず，本冊１５ページの景観類型区分図でございます。 

ここにつきまして，「景観類型区分図のうち，海岸に関しては２か所しか図示されていな

い。他の箇所についても，海岸として図示することはできないか。」という７番目のご意見

をいただきました。素案での景観類型区分図では，市内の代表的な海岸を一例として図示

していましたが，ご指摘のように他の海岸においても海苔の養殖など，鈴鹿の特徴的な景

観が見られることから，市の海岸全体を海岸の景観類型として図示することといたしまし

た。 

また，幹線道路をはじめとして区分図が全体的に見にくいというご指摘もありましたの

で，鮮明な色使いとしたり，主な路線の名称を記載するなど改善いたしました。 

次に，本冊２３ページの景観特性の②海岸でございます。 

「若松の海岸の海苔そだの景観は非常に良い景観とされている。」というご意見がござい

ました。いただいたご意見のように若松の海岸などで見られる海苔そだの景観は，当市の

特徴ある景観のひとつと考えられるため，海岸の景観特性のひとつとして，写真などでご

紹介させていただきました。 

また，同じ２３ページでは「海岸景観の景観形成方針について，桟橋などの人工物の景

観保全について記載されていない。」というご意見をいただきました。 

景観という言葉の中には「自然物」だけでなく，当然ながらそこにある「人工物」も含

まれます。景観づくりは自然の保全だけでなく，人工物の整備・修景も含めて総合的に行

っていく必要があります。 

素案では，「豊かな自然的景観の保全…」と，保全対象を自然物だけに限定するような誤

解を与えるような記載をしていましたが，いただいたご意見をもとに，人工物も自然物も

含めた鈴鹿の海岸の「特徴」をもととして景観づくりを行う，という書き方に修正いたし

ました。 

最後に，眺望景観です。 

「３１ページの眺望景観に関しては，高所からの眺望を保全するという記載しかないが，

市内には見上げるような眺望景観もあるため，そういった箇所の保全にも言及すべきであ

る。」というご意見をいただきました。ご指摘のとおり眺望景観には高所から見下ろす俯瞰

（ふかん）景観とともに，高いところを見上げる仰観（ぎょうかん）景観もあります。素

案の文章では，「高所から市域を一望できる視点場」と俯瞰（ふかん）景観に限定するよう

な記載をしていたため，「良好な景観を眺望できる視点場」と直し，俯瞰（ふかん）だけに

限定することのないように文章を修正しました。 

簡単ではございますが，以上が修正部分の説明でございます。 
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議長（古市会長） 

説明は終わりました。ご質問やご意見がございましたら，ご発言をお願いいたします｡ 

 

（委員から意見出ず） 

 

議長（古市会長） 

よろしいですか？ 別段ご意見もないようでございますので，ここで都市計画審議会と

しての意見をまとめたいと思います。 

諮問案に対しまして，適当と判断し，答申をさせていただきたいと存じますが，いかが

でしょうか。 

 

（委員から「異議なし」の声） 

 

議長（古市会長） 

異議なしというご発言をいただきました。ありがとうございました。 

それでは，諮問第３号につきまして，適当という判断で答申をさせていただきます。答

申案を事務局に作成させますので，その他事項の後に，ご確認をお願いいたします。 

これで，本日ご審議いただく案件は終了いたしました。 

続きまして，その他事項でございますが，事務局よりお願いいたします。 

 

幹事（都市整備部参事兼都市計画課長） 

 それでは，その他事項に移りたいと思います。 

三重県が現在策定していただいております圏域マスタープランについて，その進捗状況

についてご報告を申しあげます。 

 

事務局（谷口） 

 お手元に配布させていただきました資料の説明からさせていただきます。 

 まず一番目にスケジュールが載っております。三重県が定めます圏域あるいは都市計画

区域マスタープランの策定にかかわるスケジュールが，一番上につけさせていただいてあ

るものです。それ以降，日付けを見ていただくとわかると思いますが，第４回の北勢圏域

都市計画区域マスタープラン策定検討委員会の事項書がつけさせていただいてありますが，

これ以降がこの検討委員会で配布されました資料を添付させていただいてあります。 

まず事項書がありまして，前回の都市計画審議会でもこういう圏域マスタープランの   

パブリックコメントをかけていただくという情報提供をさせていただいたのですが，予定

通り平成２１年１１月９日から１２月１１日まで，約３３日間のパブリックコメントを行

った結果が資料１として表記されております。 
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次の，カラーが一部入ったＡ４一枚裏表のものが，パブリックコメントで出された意見

とそれに対する回答でございます。 

 次に資料２，これは北勢圏域マスタープランの第２次答申案というもので，パブリック

コメントが出た上での案として出てきたものでございます。 

 資料３－２が裏表になりますが，圏域マスタープランを踏まえまして，来年になります

が，スケジュールは後で説明しますが，北勢圏域の中の鈴鹿都市計画区域のマスタープラ

ンについての資料の表紙の部分と目次がついたものが一枚つけさせていただいてあります。 

最後には資料４としてスケジュールがつけてありますが，このスケジュールに鈴鹿市の

審議会等の関わりを入れたのが，一番最初につけたスケジュールでございます。 

まず，三重県では平成１９年から都市計画にかかわる三重県のマスタープランについて，

三重県内を５圏域に分けて，それぞれの圏域について圏域マスタープランの策定を進めて

いただいております。それで一番表紙についているスケジュール，まず亀山よりも以北の

市町，北勢圏域についての都市マスタープランをまず三重県として策定の作業を本格的に

進めていただいたのが２０年の１０月から，各市町が入った作業部会で意見調整をしつつ，

学識経験者で構成されました検討委員会でお諮りしながら，素案のまとめをしていただき

ました。その都度，検討委員会等の資料につきましては，この都市計画審議会等で資料配

布をさせていただきつつ，皆様へ情報提供をさせていただいております。具体的にはまと

まりつつあった昨年の４月，８月にかけて，各委員に意見聴取等をさせていただきまして，

正式に１１月から１２月にかけたパブリックコメントにより案がまとまってまいりまして，

最終的には第４回の検討委員会でお諮りをしていただいたという流れになります。 

これによって，北勢圏域マスタープランがまとまります。このまとまった北勢圏域マス

タープランにつきましては，この３月に予定していただいております三重県の都市計画審

議会にて諮問して答申をいただく予定であるとお聞きしております。 

その後，北勢圏域の都市マスタープランがまとまりますと，こういった方向性を受けた

鈴鹿市の都市計画区域のマスタープランの策定が次年度以降続いていくと。このスケジュ

ールは表の下段に示されている内容です。都市計画法に定められて都市計画決定すべき内

容が，この鈴鹿都市計画区域マスタープランになります。これは，このスケジュールに沿

いまして，基本的な考え方は北勢地域の都市計画マスタープランに沿った形を踏襲しまし

て，個々の土地利用方針や都市施設の方針を，鈴鹿市の都市計画マスタープランに明記し

ていくというふうになります。これは６月から７月までに案をまとめ，それから公聴会を

開くというふうに聞いております。公聴会を経ますと，案を本格的に作成し，おそらく，

１０月あるいは１１月に法定縦覧，鈴鹿市にまず意見を聞くという流れがあり，そこで鈴

鹿市の都市計画審議会でのご審議が１０月から１１月にかけてあるであろうと聞いており

ます。これを受けまして，１２月の三重県都市計画審議会にかけるということで，最終的

には来年の３月に鈴鹿市都市計画区域マスタープランが告示されるというスケジュールに

なっておると聞いております。 

来年度には，この案に沿った形でつくられた鈴鹿市都市計画マスタープランにつきまし
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ては，できるだけ三重県が取りまとめました情報をいただきながら，各委員のご意見をで

きるだけ早い段階でお聞きして，意見をできるだけ反映できる形で事務局としても進めて

いきたいと考えております。 

資料３－２「鈴鹿市都市計画区域の整備開発および保全の方針」が，先ほどから言いま

した鈴鹿市都市計画区域マスタープランです。法的な正式名称はこういう名称になってお

ります。この裏を見ていただきますと，目次がついております。北勢圏域マスタープラン

の内容がそのまま鈴鹿市の一番根本となる方向性を示す１章の内容となっております。そ

れを受けまして，第２章，土地利用規制の基本方針，それから主要な都市計画の決定方針

がここで出ております。これが都市計画の決定の案件となって，鈴鹿市都市計画審議会，

三重県都市計画審議会にお諮りして決定されるという流れです。 

以上です。 

 

幹事（都市整備部参事兼都市計画課長） 

 何かご質問があればお聞きしますが，よろしいですか？ 

 

 （特段，意見なし） 

 

幹事（都市整備部参事兼都市計画課長） 

 それではもう１点，お願いがございます。当審議会の委員についてでございますが，学

識経験者の皆様にお願いしております１号委員の任期が，本年３月末をもって満了となり

ます。それにともない，事務局からお願いがございます。 

 

幹事（都市整備部長） 

本日は３件の諮問案件につきまして，建設的なご審議を賜り誠にありがとうございまし

た｡ 私からは１号委員の皆様にお願いがございます｡課長からもご説明させていただきま

したが， 

古市会長を始め１号委員におかれましては，本年３月３１日をもちまして任期満了とな

ります。つきましては，私どもといたしましては，次の任期でございます平成２２年度，

２３年度につきましても，現在の１号委員の皆様方に引き続きお願いしたいと事務局一同

考えておりますので，よろしくお願いいたします｡ 

 

幹事（都市整備部参事兼都市計画課長） 

 その他事項は以上でございます。 

 

議長（古市会長） 

 その他の事項は終わりました。それでは，答申案を配布させていただきます。 
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 （事務局答申案 配布） 

 

議長（古市会長） 

 お手元に答申案を配布しましたので，ご確認をお願いいたします。 

当審議会は，市長からの諮問のありました３件について，答申書のとおり市長に答申い

たします。よろしくお願いいたします。 

 

幹事（都市整備部次長） 

長いご審議をありがとうございました。 

これをもちまして，本日の審議会を終わらせていただきます｡ 

本日はどうも有難うございました。 


