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第２７回鈴鹿市都市計画審議会議事録 

 

開催日時：平成２２年１１月１６日（火）１０：００～１２：００ 

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），黒田耕一郎，長谷康郎，福嶋礼子，三谷德尚，

村山顕人，吉島隆子，板倉操，藪田啓介，市川義髙，原田勝二，

大谷徹 

（鈴   鹿   市）副市長 角南勇二，都市整備部長 草川喜雄， 

都市整備部次長 西山哲也，都市計画課長 谷口誠 

（説   明   者）都市整備部参事兼市街地整備課長 西田謙司 

同課副参事兼公園緑地グループ グループリーダー 蓑田徹信 

同課主幹兼管理グループ グループリーダー 山田一郎 

都市整備部建築指導課長 小河謙一 

           同課建築指導グループ グループリーダー 今村隆之， 

主幹 林則幸            

（事   務   局）都市計画課計画グループ グループリーダー 伊藤泰延 

副主幹 山路真次，福島奈津紀 

同課総務グループ グループリーダー 杉山保夫 

副主幹 髙﨑知奈美  

議 題：諮問第１号：「鈴鹿都市計画公園の変更」（鈴鹿市決定）について 

     諮問第２号：一般廃棄物処理施設の敷地の位置について 

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：鈴鹿都市計画公園の変更（鈴鹿市決定）について， 

諮問第２号：一般廃棄物処理施設の敷地の位置について」 

（当日配布資料）その他事項配布資料 

○三重県マスタープラン（圏域，都市計画区域マスタープラン）に 

ついて 

○都市計画道路の見直しの進め方（フロー図） 

   

 

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。 
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ただ今から第２７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，市長からご挨拶を申し上げます｡ 

 

市長 

 皆様，本日はお忙しい中，平成２２年度の初めての開催となります第２７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とご理解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く案件は２件でございます。 

鈴鹿市が決定いたします『鈴鹿都市計画公園の変更』と，建築基準法第５１条ただし書

きの規定に基づき，特定行政庁が鈴鹿市都市計画審議会の議を経て許可をする『一般廃棄

物処理施設の敷地の位置』についてご審議をいただきます。 

 まず，鈴鹿都市計画公園の変更についてですが，東南海・南海地震等大規模地震の発生

が危惧される中，新たな防災拠点機能の確保が求められており，ＮＴＴ研修センタ跡地に

鈴鹿市防災公園として防災対応機能を併せ持った地区公園として整備することで，都市の

健全な発展と円滑な都市活動を確保するため都市計画の変更を行い，併せて御座池公園の

種別・名称の変更を行うものでございます。 

 次に，民間の一般廃棄物処理施設の敷地の位置についてでございます。本施設につきま

しては，伊船町地内において，現在古紙リサイクル施設として操業しておりますが，廃棄

物を取り巻く状況変化から，一般廃棄物処理施設の設置許可が必要となり，その敷地の位

置について，建築基準法第５１条ただし書きの規定により，都市計画上支障がないかご審

議いただくものです。 

 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いただき，建設的なご意見を

いただきますよう，よろしくお願い申し上げまして，冒頭のあいさつとさせていただきま

す。 

 

幹事（都市計画課長） 

 本日の都市計画審議会は，本年度初めての審議会でございまして，１号委員の皆様には，

引き続き本年４月１日より２年間の任期をお願いいたします。 

また，当審議会の会長についても審議会条例第５条にもとづき，１号委員の方から互選に

よって選ぶことから，あらかじめ皆様の意見を伺い，選出されました古市委員にお願いし

ております。 

一言ご挨拶を，よろしくお願いいたします。 
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議長（古市会長）  

 おはようございます。今，ご紹介いただきました古市嘉郁と申します。微力な身でござ

いますが，ささやかな過去の経験を活かしながら，鈴鹿市の都市計画の１０年後を見通し

ながら，鈴鹿市の発展を第一といたしまして，皆様方のお知恵をお借りしながら，実りの

多い答申をさせていただく委員会にいたしたいと思っております。 

どうぞ皆様方の優秀なお知恵を結集し，拝借しながら運営をしたいと思いますので，何

卒ご協力賜わりますようお願い申し上げて，一言ご挨拶に替えさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

幹事（都市計画課長） 

 続きまして，審議会条例第５条３項にもとづき，会長から職務代理者の指名をお願いい

たします。 

 

議長（古市会長） 

 それでは，職務代理者でございますが，会長権限で指名させていただきます。 

皆様それぞれ見識ある方でございますが，引き続き三谷委員さんにお願いしたいと思い

ますので，よろしくお願いします。 

 

幹事（都市計画課長） 

 それでは，三谷委員様，職務代理者をよろしくお願いいたします。 

 席の方へおつきください。一言ご挨拶をお願いいたします。 

 

三谷委員  

 古市会長に，職務代理者に指名いただきました，三谷でございます。 

 都市計画という分野は，鈴鹿市の発展の為には 非常に重要であり，それに関わります

当審議会の役割の大きなものと認識しております。 

 微力ながら，古市会長の補佐役として，精一杯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。 

 

幹事（都市計画課長） 

 今年度，市議会の役員改選等がございましたことから，新たにご参加いただく委員の方

もお見えですので，改めまして委員の皆様方を審議会委員名簿により，ご紹介をさせてい

ただきます。 

お名前を読み上げましたら，一言，ご挨拶いただければと思いますので，よろしくお願

い致します。 

まず，学識経験者としまして，１号委員の皆様からお願いします。 

１号委員では，本日ご欠席でございますが，鈴鹿商工会議所役員改選に伴いまして，大
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泉様から山本様への委員交代がございました。あらかじめご報告いたします。 

また，その他には三重大学の伊藤委員，鈴鹿農業協同組合の渡邉様はご欠席でございま

す。 

それでは，鈴鹿市漁業協同組合の黒田様からお願いいたします。 

 

黒田委員 

 鈴鹿市漁業協同組合の黒田でございます。よろしくお願いいたします。 

 

長谷委員 

 鈴鹿市農業委員会の長谷でございます。よろしくお願いいたします。 

 

福嶋委員 

 福嶋礼子です。よろしくお願いいたします。 

 

村山委員 

 名古屋大学環境学研究科で都市計画を担当しております村山です。 

よろしくお願いいたします。 

 

吉島委員 

 吉島隆子です。よろしくお願いいたします。 

 

幹事（都市計画課長） 

 続きまして，鈴鹿市議会より選出していただきました５名の委員の方々でございます。

議席番号順にお願いいたします。 

 

板倉委員 

 板倉操です。よろしくお願いいたします。 

 

藪田委員 

 藪田啓介でございます。よろしくお願いいたします。 

 

市川委員 

 市川義髙でございます。久々の都市計画審議会に参加させていただきました。 

よろしくお願いいたします。 

 

原田委員 

 原田勝二でございます。よろしくお願いいたします。 
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大谷委員 

 大谷徹でございます。よろしくお願いいたします。 

 

幹事（都市計画課長） 

 以上の方々でございます。改めまして，委員の皆様，よろしくお願い申し上げます。 

申し訳ございませんが，市長は公務がございますので，ここで退席をさせていただきた

いと存じます。ご理解を賜りますよう，よろしくお願いいたします。 

 

  （市長，退席） 

 

 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。 

 まず，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

ご確認いただいた後に公開とさせていただきます。 

また，市長のあいさつにありましたとおり，本日は諮問案件の関係部局であります都市

整備部より市街地整備課の職員，また特定行政庁より付議されました案件につきましては，

当該事務を掌る建築指導課からの説明となりますことから，それぞれ同席させていただき

ますので，よろしくお願いいたします。 

また，本日の傍聴人につきましては，０名ということで報告いたします。 

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１２名の委員の皆さん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，都市計画法に関する諮問案件が１件と建築基準法に関す

る諮問案件が１件でございます。 

先ず，諮問第１号『鈴鹿都市計画公園の変更』について，事務局より提案説明をお願い

します。 

 

幹事（都市計画課長） 

 それでは，諮問第１号『鈴鹿都市計画公園の変更』（鈴鹿市決定）について説明いたしま
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す。 

鈴鹿市は東南海・南海地震防災対策地域内にあり，大規模地震の発生に対し，防災機能

の向上，新たな防災拠点の確保が求められております。 

鈴鹿市防災公園は，人口集中地区に位置し，他の地区公園との誘致距離が重ならず，市

街地における緑のネットワークを補完し，市民の憩いの場，スポーツを中心としたレクリ

エーション施設，防災機能を併せ持った地区公園として整備することで，都市における防

災機能を強化します。 

都市の健全な発展と円滑な都市活動を確保するため，当該公園の追加による都市計画の

変更をおこなうものでございます。 

また，併せて施行規則改正に伴い，御座池公園の種別・名称・番号の変更を行うもので

ございます。区域，施設内容を変更するものではございません。 

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。 

 

都市整備部参事兼市街地整備課長 

 市街地整備課でございます。 

 それでは，１号案件の『鈴鹿都市計画公園の変更』に関しまして，鈴鹿市防災公園整備

事業を担当しております市街地整備課からご説明申し上げます。本日は，課長の西田，公

園緑地グループリーダーの蓑田，管理グループリーダーの山田の３名が出席しております。 

 それでは当事業の詳細についてご説明いたします。 

鈴鹿市は，平成１８年３月に市政運営の指針といたしまして，第５次鈴鹿市総合計画を

策定いたしました。市の目指します将来都市像を「市民一人ひとりが夢や生きがいを持っ

て安心して暮らせるまち すずか」とし，政策の柱の中に「環境と共生するまちづくり」「安

全で安心できるまちづくり」に取り組むとしております。 

鈴鹿市都市マスタープランでは，この将来都市像を実現するために，自然環境と調和を

した災害に強い市街地形成と，地域バランスに配慮した発展を目指し，安全でコンパクト

な市街地の形成を図るよう，計画的に土地利用を推進していくこととしております。 

この土地利用の計画を受け，公園緑地の基本方針では，公園緑地のもつ大気の浄化や地

球温暖化の防止，自然の多様な生態系の維持，災害の防止等重要な役割と機能をふまえな

がら，市民に憩いと安らぎを与え，コミュニケーションの場となるような都市公園の整備

を推進するとともに，自然公園の指定継続等によります緑の保全，まちの緑化推進を図る

ことが掲げられております。 

都市公園の整備方針につきましては，鈴鹿市緑の基本計画に基づき，街区公園，近隣公

園，地区公園といった市民が日常的に利用する身近な都市公園の整備につきましては，市

街化区域内の人口密集地で充足度の低い地区を優先しながら，適切に配慮することとして

おります。まちの緑の拠点，スポーツ・レクリエーション施設，また延焼防止，避難地，

防災拠点など，地域の防災機能も配慮し，都市公園の整備を行うこととしております。 

ご覧いただいております鈴鹿市防災公園整備事業は，東南海・南海地震防災対策推進地
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域に鈴鹿市が指定され，新たな防災拠点機能の確保が求められていることを受け，平成１

６年３月に策定のＮＴＴ西日本鈴鹿研修センタ跡地土地利用転換計画により，敷地の北側

を防災型広場ゾーンと位置付けいたしております。 

この地域は，人口密集地区でありますことから，市街地における緑のネットワークを補

完し，市民の憩いの場，スポーツ・レクリエーションの場，さらに広域避難地としての防

災機能を併せ持った地区公園として整備することを決定し，地権者でありますＮＴＴ西日

本と協議をおこなってまいりました。 

市といたしましては，なるべく早い時期に市民の皆様に利用していただけますことを念

頭において調整してまいりました。本年６月議会におきまして，防災公園街区整備事業に

より，鈴鹿市防災公園を整備することに対しまして，市議会の議決承認をいただきました。

公園面積は約７．３ヘクタールで，常時は市民の憩いの場として，既存の桜並木等を利用

した緑豊かな公園とし，また，既存施設の野球場や多目的広場でのスポーツ・レクリエー

ションの場としての整備と，非常時は，防災拠点としての整備といたしまして，備蓄倉庫，

非常用マンホールトイレなど，今後防災安全課と協議の上，整備内容を決定し，防災公園

の直接施行を行います独立行政法人都市再生機構の設計に反映してまいりたいと考えてお

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，その後，独立行政法人都市再生機

構が都市計画事業承認を受け，用地買収を行い，平成２３年度より公園整備に着手し，平

成２６年度末に完成を目指し，事業を行う予定でございます。 

説明は以上でございます。 

 

事務局（福島） 

 議案書の説明をさせていただきます。都市計画課計画グループの福島と申します。 

 まず，事前にお配りいたしました議案書の説明をさせていただきます。 

 お手元の議案書をご覧ください。２部ございます。１部が諮問第１号『鈴鹿都市計画公

園の変更』について，もう１部が諮問第２号『一般廃棄物処理施設の敷地の位置』につい

てでございます。 

 私からは諮問第１号『鈴鹿都市計画公園の変更』を，前のスクリーンも使いながら説明

させていただきます。 

 まず，１ページ目は，計画書になります。鈴鹿都市計画公園の変更（鈴鹿市決定），御座

池公園の変更，鈴鹿市防災公園の追加による変更の計画書の内容が表示されております。

左から種別，名称・番号，公園名，位置，面積，備考の順に表示されております。その下

段には，変更理由が書かれております。 

２ページ目は，御座池公園の計画書の新旧対照表になります。上段の括弧書きゴシック

斜体が旧の表示になっております。旧が一般公園，番号５・４・２，新が地区公園，番号

４・４・２というように，新旧対照で表しております。 

前のスクリーンをご覧ください。簡単に公園種別の経緯をご説明いたします。 
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昭和４３年，現在の都市計画法において，公園の種別が都市計画に定められました。 

昭和５４年３月，都市計画法施行規則の改正に伴い，公園の機能の多様化に対応するた

め，種別が３種類から７種類に整備され，名称・番号の付し方についても改められました。 

平成５年，都市公園法施行令改正によって，都市計画法施行規則も同様に改正され，現

在の種別となっております。 

スクリーンの現在の種別名の下には，それぞれの公園の機能に応じた標準的な規模を示

しました。御座池公園は，昭和５４年２月に一般公園として都市計画決定され，平成４年

に供用を開始いたしました。公園の面積規模，施設内容および利用実績から，地区公園の

都市計画法施行規則の改正にともなう現行の種別および名称への切り替えを行うものでご

ざいます。 

議案書にもどりまして，３ページ目は，鈴鹿市防災公園，御座池公園の総括図になって

おります。場所については，赤色で示しております。赤字が現在，黄字が旧の都市計画の

数字になっております。 

鈴鹿市防災公園は追加による変更であり，御座池公園は都市計画法施行規則の改正によ

る種別・名称・番号の変更のみでございますので，他に変更はございません。 

次に，４ページ目は，鈴鹿市防災公園の計画図になっております。区域の外枠を赤色で，

区域内を緑色で標記しております。丸印で囲んだ数字は区域の境界名を表しております。 

次に，５ページ目は，先ほど市街地整備課から説明がありましたが，鈴鹿市防災公園の

平面計画図になっております。１ページの備考欄に載せました施設を標記しております。 

議案書の説明は以上でございます。 

最後になりますが，鈴鹿都市計画公園の変更の縦覧結果の報告をいたします。平成２２

年１０月１２日（火）から２６日（火）まで，法令で定められました縦覧期間をもって実

施いたしました。ごらんのとおり，縦覧者数は０名，意見数は０件でございました。 

以上で，『鈴鹿都市計画公園の変更』について説明を終わります。 

 

議長（古市会長） 

 事務局の説明は終わりました。 

改めて，ご質問ご意見がございましたら，ご発言をお願いいたします。 

 

福嶋委員 

 ＮＴＴ跡地のとても環境豊かなところをうまく使われて，とてもいいことだと考えてお

ります。 

参考というか勉強のために教えていただきたいのですが，現在の新しく防災公園という

のは，鈴鹿市の公園の中で，どのような位置を占めてくる公園内容なのでしょうか？ 

また，防災機能というのは，現在いろいろ防災について関心が高まっているのですが，

鈴鹿市としての充実度はどのような感じになっているのでしょうか？  
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都市整備部参事兼市街地整備課長 

 今回，鈴鹿市防災公園として整備をさせていただきますこの公園ですが，避難地の考え

方から防災公園の位置づけがあります。 

ひとつは一次避難地の考え方，ひとつは広域避難地の考え方がございます。 

一次避難地の考え方は，徒歩圏５００メートル範囲で避難をするという位置づけの公園

です。広域避難地というのは，徒歩圏２キロメートル範囲で避難地の指定を防災公園とし

てしていくというのが一つの位置づけで，今回の鈴鹿市防災公園につきましては，一次避

難地は周辺にその機能がある公園がたくさんありますことから，満足しておりますので，

広域避難地として２キロメートル圏の避難を見越した公園という考え方で整備をしてまい

ります。鈴鹿市全体を網羅するというものではございません。こういう市街地の住宅密集

地の中におきまして，広域避難地として２キロメートル以内の指定をしていくということ

でございます。 

この防災公園につきましては，周辺環境としても国道２３号線に面しております。また，

警察署，消防署等の公共施設も近接しておりますので，防災拠点としての活動も可能だと

いうことで，ＮＴＴ跡地に防災公園の設置を決めてきたようなことでございます。 

今回，防災公園として鈴鹿市初めての整備でございます。では今までの公園は避難地で

はないのかというと，先ほど申しました一次避難地の指定はすべてしておりますので，地

域の近くの方の避難に使っていただくものですが，こういう防災公園という位置づけをし

まして国からの補助金を得て整備をするのは初めてでございますので，これが出来上がっ

た段階で，どのような拠点の機能を果たしていくのかということは，今後の検証も必要と

なってこようかと思いますが，これだけの広い公園でございますし，備蓄倉庫的なものも

鈴鹿市内には点々とあるのですが，ここにも備蓄倉庫を設けて防災活動の拠点にしていこ

うという考え方で，今回の防災公園の整備に当たらせていただくことに決めております。 

 

福嶋委員 

 じゃあ，広域避難地のとしての公園は今回が初めてということなのですね。鈴鹿市の中

ではこの公園が最初のものであるということなのでしょうか？  

 

都市整備部参事兼市街地整備課長 

 広域避難地として整備するのは初めてでございますが，先ほども申しました徒歩圏２キ

ロメートルで網羅します公園で１０ヘクタールのものは広域避難地の指定ができますので，

それから考えますと，この近くには石垣池公園がございます。あの公園も広い公園でござ

いますので，広域避難地的な機能は持っておると。ですから，現在鈴鹿市内にある１０ヘ

クタールを超えるような公園は，災害時には広域避難地的は機能は果たしていくと考えて

おります。 

 

福嶋委員 
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 その広域避難地として考えられる公園は，鈴鹿市内ではいくつくらいあるのでしょう

か？ ざっと，こういうところにこういう公園があるというふうに教えてもらえたらと思

うのですが。 

 

都市整備部参事兼市街地整備課長 

 １０ヘクタールを超えている公園になりますと，この近辺では石垣池公園，深谷公園，

フラワーパークくらいですね。 

 

福嶋委員 

 そうすると，鈴鹿市の中でうまく点在しつつある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 

 計画的に整備していければよいのですが，１０ヘクタールという大きな面積が必要にな

ってまいりますので，必ずしもうまく配置はされていないのですが，結果的にフラワーパ

ーク，深谷公園，今回整備します玉垣の鈴鹿市防災公園ということでいきますと，一応点

在しますが，偏りもあります。 

 

福嶋委員 

 それでは，ぜひいろいろ勉強していただいて，私たちも勉強しますけれども，機能がう

まく円滑にできますような公園にしていただきたいと思います。 

 

議長（古市会長） 

 よろしいですか？ 

 

福嶋委員 

 はい。 

 

板倉委員 

 ５ページの，今，画面に映っているところに，管理事務所として災害対策本部というふ

うに赤く印がありますね。そこの対策本部というのは，ここが防災公園に指定されて，ど

のような役割をもつとイメージしたらよいのかわからないのですが。 

 

都市整備部参事兼市街地整備課長 

 今回，資料につけておりますこの計画の平面図ですが，これは平成２０年に私どもが作

成した図面でございまして，まだ構想図的な図面でございます。今これの基本設計を進め

ておりますので，そういう段階で作った図面ということでご了承いただきたいと思います。 

 基本的な考え方は，この中に元々あります野球場をリニューアルして利用していただく
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ことなどを考えて絵を描いております。 

先ほど申しました防災拠点にするということもありましたので，赤く印をしてあります

のが管理事務所（災害対策本部）という形で表示をしましたが，ここに災害対策本部の設

置は，議論をしてない段階で絵を描いておりましたので，基本的には災害対策本部はこの

庁舎にございますので，本部というのは誤記でございます。 

ここでは，現在，災害の段階で備蓄倉庫的なものを兼ねた管理事務所を設計段階で考え

ておりまして，そこで会議などもできないことはないのですが，基本的には災害時の資材

や救援物資等を仕分けしたり備蓄したりすることのできる備蓄倉庫的なものを考えており

ます。 

新たに建てるかどうかというのも議論の中でありまして，ちょうど赤いマークの真下に，

ＮＴＴの学園当時から校舎として使われていたコンクリート平屋建８００平方メートルの

建物がございますので，それの耐震診断をしながらリニューアルをしていこうかなという

ことで，現在設計しております。 

 

板倉委員 

 そうすると，私たちも少し前に見せていただいたときに，汚れているけれどもまだ使え

そうな建物があったと思いますが，この対策本部というのは少し前のイメージ図だという

ことなので，あそこを基本的にはリニューアルして備蓄をし，災害の場合にそこに人が常

駐できるようなこともするというイメージで理解していいのですか？ 

 

都市整備部参事兼市街地整備課長 

 基本的に，防災安全課のほうと協議しておりまして，災害時にここへ職員が常駐するか

どうかまではまだ詰めていないのですが，既設の建物をうまくリニューアルしながら，８

００平方メートルというかなり大きな建物ですので，備蓄倉庫，資材や救援物資等が入っ

てきた場合の仕分けのできる場所として，うまく利用できたらということで今検討してお

る状況です。 

 

板倉委員 

 ありがとうございました。 

 

吉島委員 

 私は防災ボランティアもしておりまして，少しご説明の中でマンホール型トイレという

ことの発言がありましたが，これだけの広さで広域避難地として冒頭で言われました東海

東南海という大きな災害が起きたときには，かなりの方が集まられる可能性があると，今

ここにあるトイレの規模だけではおそらく対応しきれないのではないかなと考えます。 

マンホール型のトイレを考えておられるとお聞きしましたが，それは従来あるマンホー

ルを利用してトイレにするという直接型の利用のものだというふうに認識しておりますが，
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そのあたりのことをもう少し教えていただけないでしょうか？ 

 

都市整備部参事兼市街地整備課長 

 ご指摘のとおり，この公園整備で設置をいたしますトイレ，これだけ広い公園ですので

何か所か設置をしますが，それは常時の利用でございます。非常時はそれでは当然足りま

せん。ここへ広域避難地としての考え方で整備しますので，マンホールトイレの設置を考

えております。 

何か所というのは，今，防災安全課と詰めておりまして，ここへ広域避難地の指定をし

た場合に，どのくらいの避難をしていただく方の想定ができるかというのを考えながら，

マンホールトイレの設置をしていきたいと考えております。ただ，この図にあります野球

場も多目的広場，それから左側の位置にあります場所も多目的広場として１ヘクタールく

らいの面積になろうかと思いますので，設置できるスペースはかなり確保できますので，

防災安全課と詰めて，今後，災害時の対応ができるトイレの設置を考えていきたいと思っ

ております。 

 

議長（古市会長） 

 吉島委員，よろしいですか？ 

 

吉島委員 

 はい。わかりました。 

 

藪田委員 

 ２点確認させていただきたいのですが，まず防災公園ですが，こちらのほうが２キロメ

ートル圏内ということでございましたので，その２キロメートル範囲の円の中に世帯数は

今どれくらいあると把握してみえるかということ。 

それから御座池公園ですが，平成５年より一般公園から名称変更，法の変更という説明

があったと思いますが，なぜ平成５年のものが今あがってくるのかということについてご

説明をお願いしたいと思います。 

 

都市整備部参事兼市街地整備課長 

 防災公園の，今回の広域避難地としての指定をさせていただく２キロメートル圏内でご

ざいますが，先ほども申し上げましたが，石垣池公園，あれも大きな公園ですので，広域

避難地の要件を達しております。今回の鈴鹿市防災公園も同じような考え方でいきますと，

２キロメートル圏内がちょうど両方がかぶるようになっております。そこの世帯数的な数

字は手元にございませんが，人口的なもので把握をしておりますので，そのかぶるところ

が２分の１という考え方をしまして想定しましたのが，３０，１０４人。この数字を，２

キロメートル圏内の，鈴鹿市防災公園として整備する対象の方ということで計算をしてお
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ります。 

 

幹事（都市計画課長） 

 番号の整理について，平成５年に改められたものが，なぜ今の時期にというご指摘です

が，本来なら単体で整理をしていこうという方法論もあったのですが，今回同じ地区公園

という種別の都市計画決定をさせていただく機会をとらえまして，その番号の整理をさせ

ていただきました。 

もう少し早く単体でもやったらどうかというご指摘は，私どもの事務的な遅れというご

指摘はごもっとものことと思いますが，今回同じ種別の地区公園の決定と併せて整理をさ

せていただいたということで，御理解いただきたいと思います。 

 

村山委員 

 防災公園のところですが，敷地の北西の角のところに，この図でいうと，ちょっと方角

が９０度回転していますから，平面計画図の「画」の字の下くらいのところに調整池があ

りますね。これは調整池ですか？ もし調整池なのでしたら，公園デザインの考え方とし

ては，一体的に公園として整備して調整池と中継などをすると，魅力が高まるような気が

するのですが。土地の所有の関係で，そういうことが無理なのかもしれませんが・・・。 

 

都市整備部次長 

 全体の図面がないので，わかりにくいと思いますが，あの図の上側については鈴鹿医療

科学大学の薬学部の敷地になっておりまして，その敷地の汚水の浄化槽がそこに設置され

ておりますので・・・。 

 

村山委員 

 そうすると広域一体的に整備することはできないという・・・？ 

 

都市整備部次長 

 できないです。 

 

村山委員 

 わかりました。 

 

福嶋委員 

 もうひとついいですか？ そんなに重要なことではないのですが，この平面計画図を拝

見していますと，書き方のことで緑色の丸とピンク色の丸とあるのですが，これはどのよ

うな区別があって，こうなっているのですか？ このピンク色しかないところは，なぜピ

ンク色ばかりになっているのか教えてください。 
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都市整備部参事兼市街地整備課長 

 ピンク色の丸は桜を表しております。そして緑はその他の樹木を表しております。 

ここは御存じのとおり旧海軍の航空隊の基地があって，その後電電公社の学園があった

ところで，その海軍航空隊の時代から桜が植えられております。非常に市民にも親しまれ

ておりまして，桜の花見の季節にはたくさんの市民の方がいらっしゃいます。学園当時か

ら一般開放されて親しまれていたということもありますので，桜をこのとおり残せるかは

わかりませんが，なるべく桜を残したいということもありまして，そのような表示をして

おります。 

 

福嶋委員 

 そうすると，今現在残っている樹木をここに書いているということなのですね？ 

 

都市整備部参事兼市街地整備課長 

全てがそうではありません。これだけ生えておるかというと，そうではありません。桜

を生かしてということでピンク色は桜，あと樹木等も植えてということで緑色ということ

です。 

 

福嶋委員 

 できれば，この図の角にでも，「ピンク色は桜」というふうに書いておいていただきたい

と思います。わかりにくかったかなと思いますので。 

 

都市整備部参事兼市街地整備課長 

今後，気をつけます。 

 

板倉委員 

 今日は都市公園の決定なので，詳しくはお話しになれないとは思いますが，これをパッ

と見たときに，すごくお金がかかるのかなと。旧ＮＴＴ跡地の建物が残っているので，今，

福嶋委員がおっしゃったように，物を残して整備するのか，それとも，この図を見ると，

すごくきれいだなという印象があるので，樹木の植栽などももっと充実していくものとし

て考えておられるのか，どちらでしょうね？ 

 

都市整備部参事兼市街地整備課長 

 基本的な考え方は，既設のものを極力利用していくとしております。更地といいますか

まったく何もないところへ公園をつくるという考え方ではなくて，そのまま使えるような

ものではありませんが，今すでに野球場などもあります。桜もたくさん植わっております。

そういう既存のものは極力残し，なおかつリニューアルしながら公園整備にあたっていき
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たいと考えております。 

 

板倉委員 

 そうしますと，議員ですのですぐ費用対効果という頭になってしまうので申し訳ないの

ですが，既設のものをできるだけ活かすというのが基本であるということですよね？ そ

ういうものを残しながら，あまりお金をかけずにできるという考え方でいいんでしょう

か？ 

 

都市整備部参事兼市街地整備課長 

 お金の話になりますけれども，まったくないところからつくるのではありませんので，

その部分では経費の節減が図れるのではないかと。ただ，このままで利用できるものでは

ありません。この図にあります駐車場は現在まったくありませんし，サブ入口から入って

くる通りは，現地を見ていただいていると思いますが，こんな整備は何もありませんので，

これはまったくないところからつくりあげていかないといけない部分もありますので。ゼ

ロからつくる公園に比べれば経費の節減を図っていきたいと考えております。 

 

板倉委員 

 ありがとうございました。 

 

議長（古市会長） 

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

諮問案に対しまして，当審議会といたしましては，了解ということで答申をいたしたい

と存じますが，いかがでしょうか。 

 

  （「異議なし」の声） 

 

ありがとうございました。 

 それでは，諮問第１号に対しまして，答申をいたします。答申案を事務局に作成させま

すので，別途配布しましたら，ご確認をお願いいたします。 

 

幹事（都市計画課長） 

 それでは，答申案を作成させていただきます。少しお時間をいただきますので，先に次

の事項に移っていただければと思います。中間でご報告をさせていただきたいと思います。 

 

議長（古市会長） 

 それでは，続きまして諮問第２号『一般廃棄物処理施設の敷地の位置』について事務局

の提案説明をお願いします。 
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幹事（都市計画課長）  

 それでは，市長の説明にもありましたように特定行政庁から付議された諮問案件第２号

については，建築基準法第５１条ただし書きの規定により，その位置について都市計画上

支障が無いかご審議いただく必要がございますので，建築指導課より提案説明させていた

だきます。 

 

建築指導課長  

それでは私のほうからは，諮問第２号『一般廃棄物処理施設の敷地の位置』について，

ご説明させていただきます。 

申し遅れましたが，私は建築指導課長の小河でございます。本日は私と，建築指導グル

ープリーダーの今村と林の３名で出席させていただいております。よろしくお願いいたし

ます。 

今回の事業者である株式会社エコスポットは，主に製紙原料の仕入れ及び販売，紙並び

に紙製品の仕入れ及び販売，一般廃棄物の収集運搬を主たる業務として，平成１３年に鈴

鹿市伊船町２３６７番地の２において設立されました。現在は，古紙リサイクル業としま

して，古紙収集，圧縮，梱包を行い，製紙会社に有価販売を行っております。 

しかしながら，昨今の経済情勢などから紙の価値が下がり，古紙の提供者から処理費を

徴収する逆有償物となる可能性が出てきました。そうしますと，古紙は廃棄物となります。 

今回，追加処理を計画している施設は，一般廃棄物の１日あたりの処理能力が５トン以

上あり，廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一般廃棄物処理施設に該当するため，建築

基準法第５１条第１項ただし書きの規定に基づく許可対象となることから，鈴鹿市都市計

画審議会へ付議するものでございます。 

改めて，簡単に建築基準法第５１条と都市計画審議会の位置付けを説明させていただき

ます。 

建築基準法第５１条では，都市計画区域内においては，汚物処理場やごみ焼却場を新築・

増築する場合は，原則として都市計画においては，その敷地の位置が決定していなければ

ならないことになっています。 

しかしながら，民間施行の施設については一般的に建築基準法第５１条ただし書きの規

定により，特定行政庁が市都市計画審議会の議を経て，その敷地の位置が都市計画法上，

支障がないと認めて許可した場合におきましては，その施設を建築する事ができることと

なっております。 

今回の申請につきましては，事業内容の精査も行い，周辺環境と都市計画上支障がない

と判断し，その位置について都市計画審議会にお諮りさせていただくものです。 

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。 

 

建築指導課主幹兼建築指導グループリーダー 
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 建築指導課の今村です。私からはスクリーンに従いまして説明させていただきます。 

その前に，机上の諮問第２号の議案書でございますが，事前にお配りさせていただきま

した分に１か所訂正がございましたので，差し替えをお願いいたします。申し訳ございま

せん。それと，今回は５１条ただし書きに伴います関係法令の抜粋を置かせていただきま

したので，参考までによろしくお願いいたしたいと思います。 

 まず，スクリーンですが，今回申請に至りました根拠法令でございます建築基準法第５

１条でございます。先ほど課長からご説明させていただきました法文でございます。 

続きまして，建築基準法第５１条ただし書き許可の流れでございます。民間施行の一般

廃棄物処理施設につきましては，都市計画審議会の議を経まして特定行政庁が許可をいた

します。これが一連の流れでございます。 

今回の申請施設の概要でございます。施設名称は一般廃棄物処理施設でございます。紙

くずの選別・圧縮・梱包を業としてございまして，申請者は株式会社エコスポット 代表

取締役 近藤政利，位置につきましては鈴鹿市伊船町字南沢２３６７番１ 他２筆でござ

います。敷地面積は２，０１９．５８平方メートル，処理能力は，圧縮梱包の機械が一日

８時間稼働といたしまして１７６トンの能力をもった機械を設置されております。 

続きまして，位置図でございます。右真ん中中段に着色してございますのが申請施設の

位置でございまして，そのすぐ北側に富士ゼロックスマニュファクチャリング，東側に民

間工業団地になっております。申請地東側の道路は，都市計画道路鈴鹿中央線でございま

して，申請地北側には市道伊船１０３号線が走っております。近隣には集落等はございま

せん。 

次に平成２１年撮影の航空写真がございまして，空から見ると周辺がこのような状況に

なっております。申請地東側に鈴鹿インターさんなどの工業団地，北側には富士ゼロック

スさん，南側には畑が広がっております。 

続きまして，現況写真でございます。今映っておりますのが，市道から見た建物の全景

でございます。 

これは，都市計画道路鈴鹿中央線と市道との交差点部分から撮影したものでございます。 

これは，東側から乗り入れ部分を取った写真でございます。 

これが，鈴鹿中央線南側から撮影したものです。これにつきましては，都市施設の合併

浄化槽で処理をした排水を鈴鹿中央線沿いの既設の道路側溝へ放流しております。 

これは南側から撮影した先ほどの写真の全景でございます。 

これは隣地との境界です。 

これは雨水を放流しておる水路で，敷地西側になります。 

これも同じく敷地西側の雨水の水路で放流させていただいております。 

これは北側市道１０３号線でございます。 

これは雨水を放流しております。 

これが鈴鹿市都市マスタープラン上の位置でございます。左下赤く円で着色してござい

ますのが，申請敷地の位置でございます。当該地は鈴鹿インターチェンジを中心といたし
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ました鈴鹿インターチェンジ周辺ゾーンの区域でございまして，都市計画道路鈴鹿中央線

沿いに設定されております新土地需要ゾーンの中にも入っております。このゾーンは，既

存産業の補完であるとか，新産業の創造拠点，物流業務系の土地需要の高まりに合わせた

計画的な市街化を検討するそういった区域に入っておりまして，土地利用計画上も問題が

ないと思われます。 

施設配置図でございます。今の既設作業所の規模でございますが，建築面積は８６７．

０２平方メートルでございまして，大きく古紙の集荷場８２３．８２平方メートル，休憩

室を兼ねた事務所４３．２平方メートルに分かれております。 

集荷場の建物内には選別機と梱包機が設置されております。詳細につきましては，施設

の状況写真が次にございますので，ごらんください。 

これは施設の選別機等が入っておるところ。 

これはトラックスケールといいまして，運んできたトラックの重さを測るところです。 

これは中の状況でございまして，右側に回収してきたゴミあるいは雑誌，青い部分が雑

誌を圧縮梱包する機械でございます。真ん中左の青いものは段ボールを圧縮梱包する機械

となっております。 

これが雑誌を圧縮かける機械の横から撮影させていただいたもの，右のほうに圧縮梱包

される前の状況でございます。 

これが持ってきた状態の段ボールでございます。２枚の写真のように圧縮梱包をかけた

製品については整然と廃棄されています。 

これもそうですね，段ボールと雑誌の圧縮されたもの。右下の機械から圧縮されたもの

が出てくるというシステムになっております。 

これは乗り入れ部分を撮影したものです。パッカー車で来て，右下コンテナに入れて，

左側フォークリフトで運んでいくという写真です。 

処理フロー図でございます。段ボールの場合ですと，トラックで搬入されてきました段

ボールをフォークリフトで荷降ろしをいたします。それで建物の中の圧縮機の手前で選別

させていただいて荷降ろしをします。次に，この機械によって圧縮梱包をかけます。これ

は圧縮した段ボールを番線で縛った状態で排出されて，これを搬出するということになり

ます。 

続きまして，事業計画の妥当性でございますが，操業時につきましては月曜日から土曜

日の週６日でございます。操業時間は午前８時から午後５時までの８時間，操業体制は作

業員７名が常駐しております。施設の管理につきましては定期点検，周辺清掃等を実施さ

れております。 

周辺環境に関する影響の妥当性でございますが，騒音に関しましては，施設は建物内に

ございまして，作業も建物内部で行うことから騒音軽減を図っています。 

振動につきましても圧縮梱包機を堅固なコンクリート基礎上に設置して振動の軽減を図

っています。 

粉じん対策については，破砕処理等をすることがなく，もっぱら段ボール新聞紙雑誌と
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いった古紙を圧縮梱包処理するだけでございますので，粉じんは特に発生してございませ

ん。 

飛散に関しましては，機械付近の清掃や整理，施設周辺の清掃も含めまして実施をされ

ております。 

搬出搬入経路でございますが，使用する道路につきましては都市計画道路鈴鹿中央線（幅

員約１１メートル２車線）を経由いたしまして，市道伊船１０３号線（幅員６．８メート

ル）を経まして当該施設に搬入され，搬出につきましては，主に都市計画道路鈴鹿中央線

より東名阪自動車道鈴鹿インターチェンジを経由いたしまして県外へ搬出されるため，特

に問題はないと思われます。 

地元との協議における妥当性につきましては，申請地を中心に２０メートル以内の地権

者さん，１００メートル以内の居住者ならびに事業者さん，および自治会長さん，地区の

農業委員さんに事業説明を行っております。 

環境問題に関しましては，ＩＳＯというのがありますが，この会社については従業員の

規模が２０名以下ということでございまして，県がやっている環境マネジメントシステム

Ｍ－ＥＭＳというのがあります。これを２００７年に取得して，環境負荷軽減にも努めて

おるということでございます。 

他法令に関しましても，特定行政庁による位置指定後，県の開発審査会に上程され，都

市計画法に基づく許可を受ける予定でございます。 

また廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づきます施設の許可も受ける予定でござい

まして，環境保全であるなど地元と合意形成を図られておりますので，都市計画上につい

ても特に問題はないと思われますので，ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長（古市会長） 

 説明は終わりました。質疑に入ります前に，先ほどの諮問第１号の答申案ができました

ので配布いたしますので，ご確認をお願いいたします。 

 ここで，５分の休憩をとります。 

 

 【休憩（５分）】 

 

議長（古市会長） 

諮問第１号の答申案がお手元に配布されましたので，ご一読いただいて，ご確認をお願

いしたいと思います。 

このように答申させていただきますので，ご了承をお願いします。 

それでは，諮問第２号について，事務局の説明は終わりましたので，それに関しまして

ご質問・ご意見がございましたら，ご発言をお願いいたします。 

 

長谷委員 
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 ちょっと初歩的な質問で，私も勉強不足でありますので聞きたいのですが，この建物は

市街化調整区域において，どうして建ったのか，経過を教えてほしい。何か理由があった

と思います。 

それと，もう１点，今まで当市において，これはもちろん県から諮問が下りてきておる

ものと思いますが，今までにこの一般廃棄物処理施設ということで許可を出しておるのは

市の処理場，焼却場，火葬場についてはこういう形でやったのが，今回こういうのは初め

てでありますので，ちょっときちんとしておかないと，どうしてこういう形を許可してい

くような方向に変わってきたのか。以前は，一般廃棄物の処理施設は本来これは許可はし

ておりません。産業廃棄物についてはそういう風な形をとってきて，各所に産業廃棄物の

申請はありますが，今後同じような案件が挙がった場合，地元の同意あるいはそういう風

な大きい難問題があってくぐれないという問題がありますので。 

今回は古紙という感じですので，今までの古紙という形は，新聞を行政が集めておるよ

うな形で資源として扱っている。それから，最近出てくる紙類については，ホッパーで集

めてきて，現実的にはきちっと一般市民がしてないような排出の方法なく排出しておると

いうので，ホッパーで来て，一般ゴミの廃棄物と変わらないようなもので運搬していると

いう形なんですね。そういう形になってくると，当然分別がされにくい。そういう風な処

理施設になるので，現在はこれは一般廃棄物処理施設と違いますね？ 

 

建築指導課長 

 違います。 

 

長谷委員 

 そうですね。それなのに，一般廃棄物として現在，誤解をしておるみたいな感じもある

のですが，現在は普通の倉庫です。作業場です。工場です。それなのに，どういうい経過

でそういうことになったのか，鈴鹿市がどういう変化があったのか，県が変化があったの

か，どこにあったのか？ということです。 

 何点か言いましたが，回答をお願いしたい。 

 

建築指導課長 

 現在，今しておる業態で工場として開発許可を取って建築確認が下りて現在の営業をさ

れております。それで，説明させていただいたように，古紙の価格により，今は有償物と

してお金を払って市から紙を回収しておるわけですが，今後処理するためにお金をもらわ

ないとできないようなことになる恐れがあるので，県からの指導で一般廃棄物の処理施設

として位置付けをしてくださいということがありましたので，今回第５１条のただし書き

許可をして認めていきたいと考えております。そういう価格変動に寄りまして・・・。 

 

長谷委員 



21 
 

 そこらは，物の取り方だから，考え方はそれでよろしいです。 

どうしてここで出来ているのかというのを聞きたい。この調整区域の中で，どうしてで

きたのか？ 

 

幹事（都市計画課長） 

 開発の中で，建築指導課長も申し上げましたとおり，平成１３年ですか，調整区域の中

でも，集落の中での工場の立地が可能な提案基準というのが開発基準の中にございます。

調整区域の中でも，たとえば農家の分家であったり，いろんなパターンで可能なものがあ

りますので，それを適用して，古紙のリサイクルの工場として開発の許可がなされて，今

現在に至っておるという状況です。 

 

長谷委員 

 我々は今仕事している中では，そういうものがあるから困っている部分があるので，ち

ょっともう一度くどく考えるのですが，その法律的なものは，あの地域だから適用したの

か，他の地域でも適用するのですか？ 

 

幹事（都市計画課長） 

 先ほどの既存の集落というのが市街化調整区域の中にあります。それからの一定距離の

範囲の中という形で工場等の立地が可能という提案基準があります。鈴鹿市の中も市街化

区域あるいは調整区域と分かれております。この調整区域の中の集落等の位置もございま

す。そこの一定の距離の中の工場として許可ができる。それはある程度どこでもというこ

とではなく，そういう条件が満たせば可能な箇所だということになります。 

 

長谷委員 

 その他，まだ２，３件たずねたい。その鈴鹿市がそういうことを，一般廃棄物の処理施

設をこのようにするということになったのは，今までは公共が多かったです。それをこの

ような民間がね，一般廃棄物として都市計画決定までして許可してくる案件は，法律的に

今までできたのですが，どうして今回なんだと・・・。 

 

建築指導課長 

 廃棄物対策課に聞きますと，家庭から出る新聞・段ボールは再利用するということで回

収しているのですが，２工場でやっているようですが，その中で，古紙が暴落しても家庭

から古紙は出てきますので，そういったものを処理していかなくてはならないということ

がありますので，その中で，暴落したときには一般廃棄物処理施設になるので，今回こう

いうことで挙げさせていただいて許可していくと考えております。もちろん場所などは都

市計画法上位置づけなどがありますが，ここは先ほど説明させていただいたように周辺地

域や工場，物流倉庫などが建っており，都市計画法上の位置づけとしても支障がないとい
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うことで挙げさせていただいております。 

 

長谷委員 

 あまり，させているということを意味して話さなくてもいい。理由をどんどんつけなく

ても，他にもまたこういう業種がでてくるので，同じようなことが発生したときにできる

のかということを聞きたいだけ。同じことが発生しますよ。過去にこういうことができて

いないので。そういうことのときに，条件をきれいにしておかないといけない。条件がち

ょっとフワフワしている。将来，有償になってくる紙だからとか，そんなものは過去から

タダの時もあればお金を出さないといけないときもある。一番高いとき，中国が北京オリ

ンピック前で欲しがっていたときはキロあたり１０円くらいになっていた。そういう風に

社会情勢で大きく動くというのは事実なんです。 

もうひとつは，出す側の問題もあって，出す側の問題はホッパーで出してくること。グ

チャグチャにしても紙だと言って出してくるのと，鈴鹿市の資源ごみのように束ねて出し

てくるのとは違う。そこのところは余分なことなので，説明は聞く必要はありません。 

今後そういうふうな施設を認めていくのかということを聞きたい。他の業種もある。今

までの一般廃棄物の施設は鈴鹿市が全部やってますから，公共がやってますから，一般が

やっているもので，こういうことで審議を受けているのが他にあったら教えてほしい。廃

棄物の関係で都計審をかけたという例を。 

 

建築指導課長 

 一般廃棄物について民間のはありません。 

 

長谷委員 

 そうでしょう。だから，これから出てきますから，その点しっかりわかっているのかと

いうこと。これからいろいろな形がありますよ。今回は段ボール。けど次にいろいろある。

まだ一般から出てくる一般廃棄物は，食物残さなども出てくる。鉄でもアルミでも一般残

さとして集めたら。それはどういう風に取り合っていくのかということについて。 

これはこういう形ですると業としては成り立つんです。確かに今，段ボール屋さんたち

は企業から出てくるのをホッパーで集めるので，グチャグチャです。段ボールから何から

グチャグチャで出てくる。それはお金を払ってまで買うものではないですね。だからお金

をくれという形を取りたいのは事実だし，今まではとれなかった。廃棄物屋さんたちはみ

んなそういうことです。混ざって持ってくるものを金を払ってまで買うというのではなく，

きちんとした新聞や段ボールが得られるものでね。お金をもらうものと買うものを分けて

やっていくというのが，今はどの業種もそうです。食物残さでもお金になるものはタダと

いう形でやっています。 

他にこういうものは，今度から受けられるのかということを聞きたい。 
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都市整備部長 

 まず，建築基準法第５１条を適用した施設が過去にあるかというご質問ですが，民間企

業というのは私の記憶の中にはないのですが，集落排水の処理場は５１条で許可をさせて

いただいております。そして，市のリサイクルセンターも５１条の許可で運営しておりま

す。 

ただ，他市の都市計画審議会の諮問案件集等を見ておりますと，民間企業のこういった

形の５１条の許可，あるいは都市計画審議会の議を経て許可をされているものはかなりの

数が出てきておるのが現状でございます。 

 

村山委員 

 意見なのですが，今回はこれを一般廃棄物処理施設として都市計画法上支障がないかを

確認するということですね。都市マスタープランにおいて工業系の土地利用を想定してい

るので，その点においては，あまり問題がなさそうな気がします。 

ただ，これが，もし農地を保全するというゾーンであれば，これはたぶん都市計画上支

障があるというふうに判断すると思います。 

たぶん重要なのは，これから一般廃棄物処理施設について，民間のはどんどん増えてい

く可能性があるので，鈴鹿市の中でこういった施設をどこに誘導していくのか，あるいは

１か所に誘導するというのではなくて，少なくともこういうところはダメですと言う形で

マスタープランにきちんと示していくということで，今ご心配なさっていらっしゃること

が解決できるかなと思います。 

 

議長（古市会長） 

 ご意見として頂戴しました。 

 その他に，ご意見・ご質問はございますか？ 

 

福嶋委員 

 今回の周辺環境への配慮ということで，特に騒音振動がこの種の業種では大きいかなと

思っているのですが，だいたいどのくらいの規模の騒音が出て，室内であることによって

どのくらいに収められているのかというのを教えてほしいと思うのですが。 

今の報告では数値としては上がっていないので，こうですよと言われても，ああそうで

すかという風にしか受け取れないので・・・。 

 

建築指導課長 

 数値としては取っていないのですが，周辺は民家から離れておりますし，工場とか物流

倉庫とかがありますが，そういったことで苦情等は出ておりませんし，計測するのに道路

の通行が多いので，そっちの音を拾ってしまうので，拾いにくいということが原因として

あります。 
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福嶋委員 

 そうですか・・。わかりました。 

 

議長（古市会長） 

 ご意見も出尽くしたようでございますので，ここで意見をまとめたいと思います。諮問

第２号に対しまして，当審議会といたしましては，承認ということで進めさせていただき

たいと存じますが，いかがでしょうか？ 

 

 （異議なしの声） 

 

 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，承認という形で答申を

いたします。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（都市計画課長） 

 それでは，先ほどの諮問第２号の答申案を事務局で作成させていただきますので，よろ

しくお願いいたします。 

それでは，その他事項に移らせていただきます。 

 その他事項は３点ほどございます。 

まず１点目は，２，３年前から三重県都市マスタープランが策定に向けて作業が進めら

れております。 

２点目は，２年前くらいから都市計画道路の未着手路線についての見直しについて。 

それから３点目は景観計画につきましては，昨年度２月の都市計画審議会におきまして，

鈴鹿市の景観計画をご審議いただいたところですが，その後の経緯，それから今回の９月

議会での関係条例の改定に伴いまして，本格的に来年１月１日から鈴鹿市独自の景観計画

に基づいて本格施行をしていきたいという案件。 

 この３点につきまして，それぞれの担当から説明させていただきたいと思います。 

 

事務局（伊藤） 

 都市計画課計画グループの伊藤です。 

三重県マスタープランについてご説明させていただきます。 

お手元に配布させていただいております「三重県マスタープラン（圏域・都市計画区域

マスタープラン）について」という資料につきまして，上段では，三重県マスタープラン

の圏域マスタープランや都市計画区域マスタープランにつきまして，簡単に触れさせてい
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ただいております。そこで鈴鹿市は北勢圏域，鈴鹿都市計画区域マスタープランで進めさ

せていただくこととなっております。 

中段にこれまでの経緯をまとめさせていただいております。北勢圏域マスタープラン策

定について，平成２１年２月から平成２２年２月にかけましていろいろ策定について報告

させていただいて，平成２２年の３月に三重県都市計画審議会において圏域マスタープラ

ンの答申をいただいております。この圏域マスタープランの答申を受けまして，鈴鹿都市

計画区域マスタープランの案を委員の皆様に意見紹介等情報提供させていただいたのが４

月でございました。意見紹介等をかけて，その結果を６月に報告させていただき，県に送

付しまして，若干修正等もしていただきました。それをもって９月から１０月に北勢圏域，

三重県都市マスタープランの素案（北勢圏域）の縦覧を行っております。鈴鹿の都市計画

区域ではないのですが，他の区域で意見書提出が若干ございまして，９月１７日に四日市

市にて公聴会を開催されております。 

今後なのですが，三重県は公聴会の提出に対する見解を示したうえで，三重県マスター

プランの都市計画案を作成します。そして平成２３年１月に案の法定縦覧を行う予定でご

ざいます。三重県マスタープランについても，鈴鹿の都市計画区域マスタープランにつき

ましても，この縦覧期間に提出された意見結果を踏まえた形で平成２３年２月に鈴鹿市都

市計画審議会にて諮問答申いただけましたら，３月の三重県都市計画審議会の諮問答申を

受けまして，最終的には平成２３年５月ごろには都市計画決定の予定となっております。 

以上でございます。 

 

幹事（都市計画課長） 

 続きまして，２番目の都市計画道路の見直しにつきまして報告させていただきます。 

 

事務局（山路） 

 都市計画課計画グループの山路と申します。 

 まず，お手元の資料の１枚目に都市計画道路の見直しの進め方（フロー図），２枚目に位

置図をつけさせていただいております。 

 １枚目のフロー図に基づきまして進めてまいりまして，２枚目の位置図を見ていただき

たいのですが，１番の北長太寺家線，北長太地区におきましては，赤色点線で示しており

ますバイパスとして整備された県道へ，必要とされる都市計画道路の機能が代替されます

ことから，平成２２年４月６日に線形変更を行っております。これにより都市計画決定さ

れておりました沿道地権者にかけられていた建築制限等を解除することができ，さらに四

日市市都市計画道路と整合が図られました。 

今年度ですが，庄野橋林崎線という２３番と２４番の区間についてです。前の検証とい

うところで本年度に当該道路関係地権者に直接案内文を送付しまして，今年１０月２２日

に神戸コミュニティセンターにて説明会を開催いたしました。当該道路の北側市道におい

て，道路機能の代替性がありますため，当該区間の都市計画道路の廃止で一定の合意形成
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が得られましたことから，廃止に向けて都市計画の変更手続きに入らさせていただきます。 

これが，説明会の様子です。 

順調にいきますと１月に縦覧を行い，意見聴取の場を設けさせていただきながら，次回

の都市計画審議会で諮問させていただくことになりますので，よろしくお願いいたします。 

以上です。 

 

幹事（都市計画課長） 

 その他の案件２件目の都市計画道路の見直しについての現状と今後の予定につきまして

報告させていただきました。 

３件目の案件，鈴鹿市景観計画につきまして，ご報告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 

 都市計画課景観グループの三谷でございます。 

 鈴鹿市景観計画の完成のご報告と，次回の鈴鹿市景観審議会のご予定をお知らせいたし

ます。 

まず，お手元にお配りいたしましたのが鈴鹿市景観計画でございます。昨年度になりま

すが，２月の都市計画審議会でご承認をいただき確定したものでございます。委員の皆様

には多大なご協力をいただきましてありがとうございました。この場をお借りいたしまし

て，お礼を申し上げます。 

ご承認をいただいたい後，私どもでは内部手続きを進めてまいりました。 

９月議会に改正条例案を上程いたしまして，議決をいただき，鈴鹿市景観づくり条例を

９月２９日に交付運びとなりました。 

１０月１日には鈴鹿市景観計画の告示を行っております。 

現在，広報等で周知をしておりまして，都市計画課窓口及び各地区市民センターにおい

て本冊子を閲覧していただくことができます。 

また建築士会など等関係団体への説明を行っております。 

今後は各地で活動されている各種のまちづくり団体の方々に，地区別景観づくり計画を

推進していただけるよう，案内や説明をしていく予定です。また平成２３年１月１日から

鈴鹿市景観計画の運用を開始することといたしております。 

なお，都市計画審議会の１号委員に兼務していただいております景観審議会でございま

すが，次回の開催を平成２３年１月１１日火曜日の午後１時３０分から開催予定としてお

ります。内容は鈴鹿市景観計画が完成したことのご報告と，景観重要建造物の指定案件が

ございますので，このことについてご意見をいただくこととなります。年末から年始にか

けてお忙しい時期となりますが，事前説明にあがりますので，よろしくお願いいたします。 

以上です。 

 

幹事（都市計画課長） 
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 ご報告は以上です。ただ今，諮問第２号についての答申案を配布しておりますので，ご

確認をお願いいたします。 

 

議長（古市会長）  

 報告事項は終わりました。それでは先ほどの諮問第２号の答申案を配布いたしましたの

で，ご一読いただきますようお願いいたします。 

 ご確認いただいて，これでよろしいですか？ 

 

 （異議なしの声） 

 

 ありがとうございました。このようにさせていただきます。 

 

幹事（都市計画課長） 

 前段で大変失礼をいたしましたが，諮問第１号の『鈴鹿都市計画公園の変更』について，

名称が一部，鈴鹿市都市公園となっておりますが，正しくは鈴鹿都市計画公園の変更でご

ざいます。不手際で大変失礼いたしました。 

 

議長（古市会長）  

 差し替えていただけますか？ 

 

幹事（都市計画課長） 

 はい。それで答申をいただきたいと思います。 

 次回の審議会の日程についてでございます。 

先ほどの三重県の都市マスタープランや都市計画道路の見直しも含めまして，現在，法

手続きの準備をしております。案件がその熟度に達しましたら，審議会を開催しお諮りし

たいと考えておりますが，本年度であれば来年２月１６日を予定しております。大変お忙

しい時期ではございますが，後日正式な通知をさせていただきますので，よろしくお願い

します。 

その他事項，ご報告も含めて，以上でございます。 

 

議長（古市会長） 

 これで全て終了ですか？ 

 

幹事（都市計画課長） 

 以上でございます。 

 

三谷委員 



28 
 

 ちょっと確認ですけれども，都市計画道路の見直しということで神戸コミュニティセン

ターで説明会をしたということですが，これはどの範囲の方に説明されたのか，その直近

の自治会長は誰が出席したのか，教えていただければ。 

 

幹事（都市計画課長） 

 この起点は交差点のところから，それから２３号線のまでの区間でございます。 

それぞれの自治会につきましては，前段の平成２０年度から自治会の会長さん役員さん

に説明をさせていただきながら，候補路線の検証をさせていただいておりました。今回の

１０月の説明会では，前段に自治会長さんと説明させていただいた中で，この起点からこ

こまでの都市計画道路の線上の地権者の方々，これが，特にこれまで制限が加わった方に

十分にご理解をしてもらえるよう説明をしてほしいという自治会長さんからのご意向もあ

りました。それで今回の説明会については自治会長さんにお断りをした上で，関係地権者

の方に寄っていただいて，説明会をさせていただきました。前段での説明は，都市計画課

のほうから自治会長さんにお伺いさせていただいて，こういう風な形で進めさせていただ

きたいとのご了解を得た上で，関係地権者の方への説明をさせていただいたという経緯が

ございます。 

 

三谷委員 

 それについて，直接の関係者ということですが，まだ神戸地区としては全体の自治会長

への説明は何も聞いてないのですが。 

 

幹事（都市計画課長） 

 関係の自治会長さんへは私どもから，候補路線の時から文書なり直接お伺いしてご説明

なりして伺っております。 

 

三谷委員 

 私ども自治会長会の中で，そのような話は一度も聞いていませんけれども。 

 

都市整備部長 

 今後，次回の都市計画審議会へ向けて，意見を聞かせていただく機会も多くありますの

で，その中で，自治会のご意見も，もう少し広く伺っていくようにさせていただきます。 

 

三谷委員 

 わかりました。 

 

議長（古市会長） 

 それでよろしいですか？ 
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三谷委員 

 はい。 

 

角南副市長 

 最後に一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日は２件の審議案件をお願いいたしましたところ，熱心に且つ慎重にご審議いただき，

ありがとうございました。加えて，貴重なご意見も頂戴しましたので，それについてしっ

かり受け止めて，やっていきたいと思っております。 

 今回の案件の中では，防災公園についていろいろご意見をいただきましたが，市長のあ

いさつにもありましたように，大規模地震がいつ起こってもおかしくない状況にございま

す。 

私ども，一日も早く公園整備をしていきたいと思っておりますし，加えて，この地域，

今日の説明にもありましたように，桜の名所ということで市民に親しまれております。そ

ういう形で整備もいたしたいと思っております。 

それから，一般廃棄物処理施設の関係でいろいろご意見も頂戴しました。私どもも今後

対応を進めるなかで，本日いただいたご意見含めて真摯に受け止め，対応していきたいと

思います。 

つきましては，各委員におかれましては，今後とも都市計画全般に対しまして引き続き

ご支援ご協力賜りますよう，お願いいたします。 

本日はありがとうございました。 

 


