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第２８回鈴鹿市都市計画審議会議事録 

 

開催日時：平成２３年２月１６日（水）１０：００～１１：００ 

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，黒田耕一郎，長谷康郎，福嶋礼子， 

三谷德尚，村山顕人，山本忠之，吉島隆子，渡邉博和， 

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 

（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：「鈴鹿都市計画道路の変更」（三重県決定）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：鈴鹿都市計画道路の変更（三重県決定）」 

 

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。 

ただ今から第２８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｡ 

 

副市長 

 皆様，本日はお忙しい中，第２８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く案件は１件でございます。 

三重県が決定いたします，『鈴鹿都市計画道路の変更』についてご審議をいただきます。 
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 鈴鹿都市計画道路の変更について，かねてから途中経過をご報告申し上げてきたわけで

すが，長期にわたって整備等がなされていない都市計画道路の役割や必要性の検証を行っ

たところ，庄野橋林崎線当該廃止区間に求められる道路機能については，並行する市道須

賀一丁目２８６号線及び県道南堀江須賀線にて満たされている状況でありますことから，

当該区間については廃止を行い，有効な土地利用に資するため，都市計画の変更をおこな

うものでございます。 

 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。 

 

幹事（都市計画課長） 

 昨年の商工会議所会頭様の役員改選により，山本様が都市計画審議会に初めてのご出席

となりますので，一言ご挨拶をいただきたいと思います。 

 

山本委員 

１１月１日より第１１代会頭に就任いたしました。よろしくお願いいたします。 

 

幹事（都市計画課長） 

申し訳ございませんが，副市長は公務のため退席させていただきます。ご理解賜ります

ようお願いいたします。 

 

（副市長退席） 

 

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

確認いただいた後に公開とさせていただきます。 

また，本日の傍聴人はございません。 

それでは，今回も条例・規定に基づき，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

申しあげます。 

本日は，審議会委員数１５名中１５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。 
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本日，ご審議いただく案件は，１件でございます。 

諮問第１号『鈴鹿都市計画道路の変更』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『鈴鹿都市計画道路の変更』（三重県決定）について，ご説明いた

します。 

都市計画道路は，都市の将来像を示し，健全な土地利用を図ることを目的として都市計

画決定されてきました。しかし，計画決定後から長期間にわたり整備が行われていない路

線も多く存在し，計画決定時と比べ人口や交通量などの見通しやまちづくりの方針が変わ

り，現時点では必要性が低下している路線もございます。 

本案件は，このような社会経済情勢の変化等に対応するため，都市計画道路に求められ

る機能や役割を整理し，必要性を検証し，適切に見直しを行うものでございます。よって，

庄野橋林崎線当該区間にもとめられる機能は，並行道路により満たされている状況にある

ことから，廃止を行い，健全な土地利用に寄与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（山路） 

 それでは，詳細についてご説明いたします。 

都市計画道路「庄野橋林崎線」当該変更区間は，これまでの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た２路線３区間のひと

つでございます。北長太寺家線については，平成２２年４月に路線変更ですでに緑色着色

部分の見直しが完了し，今回の庄野橋林崎線の２区間が最後の見直し箇所となります。 

この都市計画道路の見直しですが，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り必要性を検証し適宜見直すことが望

ましいとされ，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，機能を

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，路線区間毎に車道，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。 

ここで，三重県内の見直し状況ですが，当市を含め伊勢市，尾鷲市，その他３町の合わ

せて２５区間が廃止や変更といった見直しがされております。 

つづいて，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

補路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，意見聴取をさせていただき，

様々な参考意見をいただく中で，見直し候補路線を選定し，平成２１年４月より行政案と

して市のホームページにおいて公表しております。 



4 
 

その後，平成２２年１０月２２日に庄野橋林崎線当該変更区間について，沿道関係地権

者を対象に地元説明会を神戸コミュニュテイーセンターで開催いたしました。説明会では，

危険な交差点の対策，土地有効利用のお話もございましたが，今後も都市計画道路の具体

的な整備計画がなく建築制限が更に続くことや，交通安全対策事業において交差点改良の

地元要望書の流れ等の説明を行い，当該区間の廃止で概ね了解を得られ，法手続きに入り

ました。 

それでは，変更区間となる詳細について説明させていただきます。 

変更区間は，神戸九丁目交差点から肥田町の国道２３号線までの赤色実線で表示しまし

た約１，２２０メートルです。赤色表示されました廃止区間は，右上横断図にありますよ

うに現況幅員１５．３メートルから１６メートルで，写真①の市街化区域の区間について

は，車線なしの片側交互通行の道路が川を挟み並行に２路線あります。写真②の市街化調

整区域の区間については，２車線の車道機能が確保されておりますが，歩道は未整備でご

ざいます。昭和４８年の当初都市計画決定幅員が２車線両側歩道の１６メートルであり，

民地側に０メートルから２．０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，当該道路北側に並行に走る，赤色表示されました市

道須賀一丁目２８６号線及び県道南堀江須賀線が２車線の車道機能が概ね整備されており，

国道２３号線へのアクセスができるため，当該道路の道路機能を補完できると評価され，

代替性が認められます。 

このことから，当該区間の廃止を行うことにより，従来よりかかっていた建築制限が解

除され，より有効な土地利用を図ることができるようになります。 

また，当該区間の廃止を行うことに伴い，道路終点の位置が変更されるため，終点の所

在地に併せ，道路名を庄野橋神戸線と名称変更をするものです。  

以上の変更を行い，都市の健全な土地利用に寄与するものであります。 

それでは，お手元の議案書ですが，１ページから計画書，新旧対照表，総括図，計画図

を添付しております。 

先ずは，議案書の３ページの総括図をご覧ください。変更前が黄色，変更後が赤色表示

しております。 

当初決定は昭和４８年１２月に国道１号線から国道２３号線を結び，都市の骨格及び近

隣住区を形成し，住区間の連絡を図る役割を担う路線として，庄野町を起点とし，終点の

肥田町の区間計画延長約７，０４０メートル，２車線，両側歩道，計画道路幅員１６メー

トルで都市計画決定されており，平成２０年２月に車線数の決定をおこない，現在に至っ

ております。 

議案書４ページですが，総括図同様に変更前が黄色，変更後を赤色で表示しております。

今回，終点付近約１，２２０メートルの区間の廃止に伴い，延長７，０４０メートルから

５，８２０メートルとなります。位置につきましては，起点の位置は変わらず，終点の位
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置が肥田町字宮田から神戸九丁目となり，それに伴い路線名も庄野橋神戸線に変更となり

ます。 

次に２ページの新旧対照表ですが，新が明朝体，旧がカッコ付きのゴシック斜体にて二

段書き表示をしており，計画図での変更内容を表したものでございます。 

次に議案書１ページの計画書ですが，表中に名称，位置，区域，構造を各欄に標記して

おります。順番に路線番号３・４・９号庄野橋神戸線，起点は庄野町字川久保，終点は神

戸九丁目，主な経過地は神戸八丁目でございます。延長は約５，８２０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１６メートル，近鉄鈴鹿線及び幹線街路北勢

バイパスで立体交差がそれぞれ１箇所，幹線街路と平面交差５箇所でございます。表の下

に変更理由を明記しております。 

最後になりますが，平成２３年１月２５日から２月８日まで縦覧いたしました結果，縦

覧者３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。ご審議の程，よろしくお願いいたします。 

 

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 

 今回変更になって庄野橋神戸線となるということですが，庄野橋神戸線は将来このまま

残っていくわけですが，都市計画の中ではこれからどのように位置づけされていくのか，

補足説明をお願いします。 

 

幹事（都市計画課長） 

 庄野橋林崎線は，国道１号線，国道２３号線を結ぶ都市計画道路として位置づけされて

おりました。それが，こちらについて代替性機能があるということで変更させていただい

ております。 

この道路につきましては，市街地の密集したところを縦断的に横断する都市の中心とな

る道路の機能であったり，空間機能など，都市計画道路が本来持っている都市の骨格とな

る道路としての位置づけは変わるものではありません。また，北勢バイパスが都市計画道

路として計画されており，近鉄線北側で都市計画道路としてタッチするのが庄野橋林崎線

です。 

そういった広域的な観点からも，市街地の骨格となる道路の機能は今までどおり持って

いるものと認識しておりまして，その位置づけで今後とも都市計画決定を維持させていた

だきたいと考えております。 

 将来的には，北勢バイパスに伴う鈴鹿亀山道路などの高規格道路が入ってきたり，道路
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の状況が変化するなかでは，再度全体として見直しも必要と思います。 

 

福嶋委員 

 昭和４８年に決定された道路だと思いますが，最近中央道路が非常に混雑していること

もあり，そういう面で今回の庄野橋神戸線も，位置づけの意味合いが当初のときよりも多

少変わってきているなと感じているのですが，その辺についてはどのようにお考えでしょ

うか？ 

 

幹事（都市計画課長） 

 まず，都市計画道路については，当然，道路網としての交通量の配分の検証も行うこと

になります。その時に，この道路が担っていた交通量の配分がどのようになっていたかと

いうもの検証の中に入ってくるわけです。 

この道路の流れについて，２３号線によって南北に流れていた交通量は，都市計画道路

としての位置付けがなくなったことによって，多少，南北の都市計画道路で交通量配分を

受けるということは発生いたします。しかし，車線の見直しが必要になるというようなも

のではございません， 

従いまして，中央道路についての直接の影響というよりも，ここで南北に処理していた

交通量が，配分でいきますと，南へ流れて行く量が多少多いと思いますが，そちらへの負

担がかかるというのは事実でございます。 

 

福嶋委員 

 すみません。質問が少しずれていたかもしれませんが，私の質問はそのことについてで

はなくて，当初この路線が決定されたときに比べると，社会はずいぶん変わってきて，以

前は中央道路はこんなに混雑しておらず，ショッピングセンターもありませんでした。 

その意味合いでは，当初決定されていました庄野橋神戸線の位置づけがずいぶんと変わ

ってきているのではないかと思いまして，それについてお聞きしたかったのですが。 

 

幹事（都市計画課長） 

 まず，交通量について，基本的に平成１８年の都市圏のパーソントリップのデータで，

その時点での検証をおこなっております。その中での位置づけは現在も変わるものではあ

りません。例えば，一昨年に都市計画決定させていただいた汲川原橋徳田線などの将来交

通量のベースと同じものであるとお考えいただければ結構です。 

 

福嶋委員 

 私が心配しているのは，例えば，今は汲川原橋徳田線が一番交通量が多くて混雑してい

るのですが，鈴鹿川を渡る路線などの橋が非常に少なくて，この路線は将来どのような役

割を果たすと考えていらっしゃるのかなということです。 
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幹事（都市計画課長） 

 おっしゃる通り，鈴鹿の道路事情としまして，南北は比較的道路網が充実しているので

すが，東西の道路は弱いということもございます。 

そういった点からいきますと，ここで渡る庄野橋の鈴鹿高校前の道路などが担っていく

道路の役割は，非常に高いと思われます。それと，並行するように県道神戸長沢線が通っ

ております。将来像としては，そういった交通の流れに関する問題点については，鈴鹿市

は弱いと考えておるところです。 

その観点からいきますと，先ほど少し触れました鈴鹿亀山道路の役割は非常に大きいも

のだと考えております。 

 

福嶋委員 

 ありがとうございます。 

 

三谷委員 

 この路線について，この部分だけの見直しではなくて，中央道路のバイパス的な要素を

考えると，将来北勢バイパスが開通したときのことを見据えて，集落の間を縫って行くよ

りも，もっと外回りをして庄野橋へ行ったほうが，経済的な路線になるのではないかと。

集落の中は，生活道路としての整備をしていったらよいのではと思います。 

この際，路線も全体的に見直す必要あるのではないかと思います。先ほどの課長の説明

の中で東西の線を強調するのであれば，そのほうが路線網としては適当ではないかと思い

ますが。 

 

幹事（都市計画課長） 

 まずは，従来，都市計画決定された道路の見直しをしないという時代から，やっと必要

性の検証に立ち帰って，検証をくわえて都市計画道路の見直し第一弾という形でさせてい

ただいたのが，今回の見直しです。 

ご指摘のように，こういう人口密集地を通る道路について，事業の実現性などについて

はどうなのかというご意見は，パブリックコメント等にも出ているのが現状です。 

先ほども申し上げましたが，ここの道路についての見直しの可能性等につきましては，

北勢バイパスや鈴鹿亀山道路についての動きが発生してきた段階では，例えばその市街地

から少し外れた環状的な道路の位置づけの方向に変える検討をすることの可能性は出てく

るかもしれません。 

しかし現状は，北勢バイパスは計画決定されておりますが，鈴鹿亀山道路の位置づけは

もう少し将来の話になっていきますので，現段階ではこの道路は維持させていただきたい

と考えております。 
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大谷委員 

 神戸長沢線については，神戸中学校の移転に伴って道路改良して，須賀へ向いて道路が

できると思うが？ 

 

幹事（都市計画課長） 

 新しい神戸中学校がこのあたりになって，ちょうど渡っているところについては，ご要

望もあって，県のほうで歩道の整備などを考えていただいているところですが。 

 

大谷委員 

 子どもたちのためにも，そのほうを先に取り組まないといけないと思うが。 

 

幹事（都市計画課長） 

 以前からの懸案事項でありますし，三重県には安全対策を重視した道路の要望を，市か

ら積極的にさせていただいているところです。 

鈴鹿建設事務所が地元への説明に入られたり，事業に積極的な姿勢を示していただいて

いるとのことですので，鈴鹿市としてもそれをサポートしていきたいと考えております。 

 

大谷委員 

 わかりました。 

 

村山委員 

 変更の理由の書き方について少しコメントがあります。 

資料の１ページの表の下に理由が書かれております。一番最後の文章が「以上の変更を

行い，都市の健全な土地利用に寄与するものである」とありますが，私自身，これがどの

ように都市の健全な土地利用に寄与するのかよくわからないので，補足説明していただき

たいと思います。 

 それと，この変更によって，「健全な財政および見直し区間の静穏な住環境の維持」と書

いたほうがより適切ではないかと思いますが，そのあたりの理由の考え方についてお聞か

せいただきたいと思います。 

 

幹事（都市計画課長） 

 ある意味で，「都市の健全な土地利用への寄与」というのは典型的なニュアンスで捉えら

れるかもしれません。 

理由の中で，都市計画の見直しの原点になります，事業のメドが経っていない区間に対

し都市計画の決定によって市民の方々の土地利用に一部の拘束を加えてしまうという問題

は，背中合わせであると思います。 

そういったところが解除されることによって，逆に公でなくて市民の方々の土地利用の
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バランスが図られるという観点で考えますと，こういう表現にさせていただくことになり

ます。 

 

村山委員 

 わかりました。「健全な土地利用に寄与するものである」ということの理由はよくわかり，

今の説明で納得しました。 

ここに，「財政の健全化」とか，「見直す区間の住環境の静穏な住環境の維持」などを含

めてもよいのではないかと思います。今後いろんなところで見直すことがあると思います

が，特に財政のことが問題にありますので，ここで前例を作っておいたほうがよいのでは

と思いますが，もし可能であればというところでご回答いただければと思います。 

 

幹事（都市計画課長） 

 道路の見直しのガイドラインを作成していく段階で，理由についての肉付けの議論の中

で，財政的な配慮などの要素もあったかと思います。 

しかし，財政的な理由がメインではないというガイドラインの経緯もありまして，直接

的な書き方ができなかったのではと思います。 

しかし，そういう要素も今後は明記するということで参考にさせていただきたいと思い

ますし，ご意見として三重県にはお伝えさせていただくということでご理解いただけない

でしょうか？ 

 

村山委員 

 承知しました。よろしくお願いします。 

 

福嶋委員 

 資料のことなのですが，資料の中に，この道路について昭和４８年に決定された理由や

経緯を，どこかに書いていただいたほうがわかりやすいですし，他の方がご覧になるとき

も，より良いと思います。今回はこれでよいですが，次回はお願いしたいと思います。 

 

幹事（都市計画課長） 

 これは紙面上の都合もありまして，理由については省略させていただき，概要という形

でまとめさせていただいておりますが，縦覧をいただいた都市計画図書には当初の決定の

経緯についても説明させていただいております。そのエキスだけをこの資料に載せさせて

いただいておりますので，ご理解いただければと思います。 

 

福嶋委員 

 主の議案書はエキスだけで良いと思いますが，資料としては別個の資料を，簡単に，予

備の知識としてもわかりますので，付けていただきたいと思います。 
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幹事（都市計画課長） 

 今後，そうさせていただきます。 

 

藪田委員 

 総括図の黄色と赤のところですが，赤の部分をもうすこし拡大してほしい。非常に見に

くいので。別途資料で後日配布してもらえないでしょうか。代替の道路に関係してくると

ころなので，お願いします。 

 

幹事（都市計画課長） 

 総括図の赤の部分を拡大させていただいて配布させていただきます。 

 

議長（古市会長） 

 ご意見は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が，よろ

しいでしょうか？ 

 それでは，諮問案に対しまして，適当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） 

 

 それでは，諮問第１号につきましては，原案を適当として答申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，その他の事項の後にご確認をお願いいたします。 

 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，その他の事項について，事務局よりお願いします。 

 

幹事（都市計画課長） 

 三重県都市マスタープランについて，１件ご報告させていただきます。 

担当から説明させていただきます。 

 

事務局（都市計画課計画グループリーダー） 

 三重県都市マスタープランについて現状のご報告をいたします。 

 現在，三重県が定めます都市計画区域の整備・開発及び保全の方針となります三重県都

市マスタープラン，いわゆる鈴鹿都市計画区域マスタープランの改定作業ということで，

三重県にて改定作業中でございます。 

前回の都市計画審議会にて，１０月に公聴会も終わり，縦覧を経て，今回の都市計画審

議会に諮らせていただく予定とご報告いたしましたが，三重県にて国の協議に時間を要し

まして，今回の審議会にて諮ることができませんでした。 
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今後のスケジュールですが，三重県より連絡が入りまして，国の協議がようやく整いま

したので，案の縦覧を５月１７日から５月３１日までおこない，何もなければ７月下旬の

三重県都市計画審議会に諮りたいとの連絡がありました。 

よって，市の審議会に諮るため，７月１日から１５日くらいの間で，平成２３年度の審

議会の開催を予定したいと考えておりますので，よろしくお願いいたします。 

 

議長（古市会長） 

 お手元に答申案を配布いたしましたので，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１件につきまして，ただ今配布させていただき

ました別紙のとおり，市長に答申をいたしますので，ご確認をお願いいたします。 

 

幹事（都市整備部次長） 

 これをもちまして，本日の審議会を終了させていただきます。 

 ありがとうございました。 


