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第２９回鈴鹿市都市計画審議会議事録（要約） 

 

開催日時：平成２４年２月１７日（金）１０：００～１１：２５ 

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，北川正敏，黒田耕一郎，谷口俊二， 

長谷康郎，福嶋礼子，山本忠之，吉島隆子，森雅之，泊り育美，

宮本正一，大窪博，原田勝二 

（鈴   鹿   市）市長 末松則子 

都市整備部次長 松井一人，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 

主幹 奥西真哉，副主幹 山路真次 

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：「鈴鹿都市計画用途地域の変更」（鈴鹿市決定）について 

公開非公開の別：公開 

傍聴者：１名 

配付資料： 

（事前配付資料）事項書 

議案書「諮問第１号：鈴鹿都市計画用途地域の変更（鈴鹿市決定）」 

 

審議会の内容（要約）： 

幹事（都市整備部次長） 

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２９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，市長よりご挨拶を申し上げます｡  

 

市長 

本日はお忙しい中，平成２３年度初めての開催となります，第２９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。 

私も市長として鈴鹿市政の運営を掌り，１０カ月を迎えましたが，今後も魅力あふれる

元気なまちづくりを進めていきたいと考えております。 

特にこれからの都市計画は，人口減少・超高齢社会の到来，モータリゼーションの進展

に伴う産業構造の転換，地球環境問題や厳しい財政的制約など，都市をめぐる社会経済状
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況の大きな変化に対応していくことが望まれております。 

 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く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。 

鈴鹿市が決定いたします，『鈴鹿都市計画用途地域の変更』についてご審議をいただきま

す。 

 社会情勢の変化に伴い，土地利用の動向が変わりつつある地区について，上位計画であ

る「三重県都市マスタープラン」や「鈴鹿市都市マスタープラン」での位置付けを基に用

途地域の設定を見直すものであります。 

 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

見をいただきますよう，よろしくお願いいたします。 

 

幹事（都市計画課長） 

本日の都市計画審議会は，本年度はじめての審議会ですので，昨年５月に市議会の役員

改選等があり，新たにご参加いただく委員もお見えですので，改めまして審議会委員名簿

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。 

 

        【別紙名簿により紹介，各委員あいさつ】 

       

幹事（都市計画課長） 

 以上の方々でございます。村山委員はご欠席でございます。 

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，ここで退席させていただきます。 

 

      【市長退席】 

 

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。 

本日の傍聴人は，１名でございます。 

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。 

 

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
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します。 

本日は，審議会委員数１５名中１４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。 

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『鈴鹿都市計画用途地域の変更』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『鈴鹿都市計画用途地域の変更』（鈴鹿市決定）について，説明い

たします。 

今回ご審議いただく案件は，社会情勢の変化に伴い土地利用の動向が変わり，現況の用

途地域と乖離している東旭が丘地区と，幹線道路沿道にふさわしい土地利用を目的とする

道伯地区・稲生地区の３地区について，上位計画である「三重県都市マスタープラン」及

び「鈴鹿市都市マスタープラン」に基づき，用途地域の設定を見直すものです。 

まず，東旭が丘地区ですが，旧紡績工場跡地とその周辺の区域につきまして，工業系土

地利用である工業地域として用途地域を設定しておりましたが，紡績工場が撤退の後，大

規模な住宅地開発がなされ，加えて大規模商業施設も進出しております。これにより，現

在の良好な住環境の保全と商業地の維持を目的に工業系の用途地域から商業系及び住居系

の用途地域に変更するものです。 

次に，道伯地区ですが，区画整理事業等の面整備事業を前提に昭和６１年に市街化区域

に編入されました。面整備事業が具体化するまで無秩序な乱開発を抑制する事を目的に，

用途地域の「第二種低層住居専用地域」を設定しておりました。その後，面整備事業は成

立しませんでしたが，都市計画道路「石薬師道伯線」の開通及び都市計画道路「野町国府

線」の一部開通により，これら都市計画道路の沿道の土地利用が進み，又，沿道以外につ

いても住宅系の土地利用が充足されてきております。これにより，乱開発の可能性もなく

なりつつあること，加えて，都市計画道路沿道について，幹線道路沿いにふさわしい土地

利用の促進を目的として「第二種低層住居専用地域」から「準住居地域」に変更するもの

です。 

最後に，稲生地区ですが，道伯地区と同様に無秩序な乱開発抑制を目的に当初「第二種

低層住居専用地域」を設定しておりましたが，都市計画道路「西玉垣秋永線」沿道以外に

ついて住宅系の土地利用が進み，西玉垣秋永線も全線開通しましたことから，幹線道路沿

道にふさわしい土地利用の促進を目的に「第二種低層住居専用地域」から「第一種住居地

域」に変更するものです。 

それでは，詳細につきまして，担当より説明させていただきます。 

 

事務局（山路） 
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 私から，諮問第１号「鈴鹿都市計画用途地域の変更」（鈴鹿市決定）について，説明させ

ていただきます。 

まず始めに，用途地域の見直しの対象区域の選定や，本日に至るまでの過程について，

説明させていただきます。 

本市では，スプロール現象の防止と，都市の健全で計画的な市街化を図るために，昭和

４６年１２月２８日に，道路や下水道など市街地整備の基盤となる都市施設の集中的な整

備を図り，生活環境を整える「市街化区域」と，市街化を促進するような都市施設の整備

は原則として行わず市街化を抑制する目的をもつ「市街化調整区域」とに分ける「区域区

分」が決定されました。 

その後，昭和４８年１２月２８日に，効率的な都市活動の推進や良好な都市環境の形成

等を図るため，都市を「住宅地」「商業地」「工業地」等いくつかの種類に区分する「用途

地域」が決定されました。 

以後，５回の用途地域の変更を重ねたのち，平成８年３月２９日に，当初８種類であっ

た用途地域を，平成４年の都市計画法及び建築基準法の改正を受け，住環境の保護，市街

化形態の多様化への対応などを目的とし，現行の形である１２種類に細分化いたしました。

それから，４回の用途地域の変更を経て，今日の用途地域となっております。 

その後，平成１８年度に都市計画法の改正があり，大規模集客施設の建築を許容するの

が，「商業地域」「近隣商業地域」「準工業地域」の３地域のみとなり，工業地域における大

規模集客施設の立地が規制されることとなりました。 

このことを受け，本市では，平成１８年度に用途地域の見直し検討業務を行い，用途地

域見直しを検討する箇所として市内１２箇所を抽出いたしました。この箇所の詳細と，選

定理由などについては，平成１９年８月に開催いたしました「第１９回都市計画審議会」

にてお諮りさせていただき，地権者・周辺地域住民の合意形成が，用途地域の見直しを行

える熟度まで達したと判断できたら，その都度「都市計画審議会」に諮るという方向づけ

をさせていただきました。 

そういった流れを受け，平成２０年２月に開催いたしました「第２１回都市計画審議会」

を経て，平成２０年３月２４日に庄野羽山地区（１箇所）の用途地域の変更が決定されま

した。 

また，用途地域見直し検討箇所については，都市マスタープランに従い，現況用途地域

と土地利用の間に著しい乖離や，都市施設の整備状況に伴って，検討箇所を追加しており

ます。 

今回お諮りする地区は，地元合意形成が見直しを行える熟度まで達したと判断できた，

３箇所の「東旭が丘地区」「道伯地区」「稲生地区」であります。 

都市計画図にてお示しする庄野羽山地区が，前段でお話しした平成２０年３月２４日に

用途地域の変更が見直された箇所となります。  

今回お諮りするのは，１箇所目が建築状況と指定用途との間に著しい乖離が見受けられ

る「東旭が丘地区」，２箇所目が都市計画道路の開通により幹線道路沿道にふさわしい用途
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地域に見直す「道伯地区」，３箇所目が「道伯地区」同様，都市計画道路の開通により幹線

道路沿道にふさわしい用途地域に見直す「稲生地区」となります。 

ここで，地元合意形成までの過程を説明させていただきます。  

まず，用途地域変更の案を作成します。 

次に，対象自治会長さんへ用途地域見直し案の説明や現状の土地利用状況の意見聴取等

をさせていただきます。この時点で，対象自治会の土地利用の問題点や現況土地利用の状

況と見直し案がかけ離れている場合は，再度用途地域見直し案の再検討となります。また，

概ね見直し案について意見等なければ，関係地権者の方に見直し案の配布と意見をお伺さ

せていただくという流れになります。そして，見直し案について意見聴取をし，賛同意見

や不明な点の質問に対応し意見者の方にご理解いただけたと判断できる地区について今回

の用途地域見直し箇所とさせていただきました。 また，見直し案の意見として，住環境の

問題や，その意見を反映できる余地があると判断できる場合は，再度見直し案の検討をし

ます。以上の過程を経て，今回の３地区を対象地区といたしました。  

それでは，各地区の用途地域の変更について具体的に説明させていただきます。 

まず，「東旭が丘地区」であります。 

用途地域の変化につきまして，赤く点線ラインで囲まれた区域が，変更を計画する区域

となります。今現在の用途地域は，左下の凡例の色で示すとおり，水色の工業地域 

１９．０３ヘクタールと黄緑色の第一種中高層住居専用地域０．２２ヘクタールとして指

定されており，全体で１９．２５ヘクタールの区域となります。変更後には，第一種中高

層住居専用地域１３．５３ヘクタールと黄色の第一種住居地域１．９５ヘクタール，そし

てピンク色の近隣商業地域３．７７ヘクタールとなる予定でございます。 

概略の変更理由は，旧紡績工場跡地に既に大規模集客施設や住宅地が立地しており，土

地利用の転換に伴い，都市マスタープランに整合するよう，良好な居住環境の保全及び近

隣商業地の維持を目的として，適正な用途地域に見直すためとなります。 

次に，用途地域が変更されることによって変化する建築の制限について説明させていた

だきます。 

まず，大規模開発により住宅地として立地している区域ですが，工業地域から第一種中

高層住居専用地域に変更することにより，３，０００平方メートル以上の店舗や事務所，

遊戯施設や工場全般が規制され，学校や病院といった施設が建築可能となり，現在の環境

を守るような，良好な住環境を形成することに繋がるものと思われます。 

また，大規模開発により新設された道路沿道区域ですが，第一種住居地域に変更するこ

とにより，住環境を守りつつ，道路沿道の周辺住民のための沿道サービス業等の施設を誘

導し，大規模工場の立地を規制するものです。 

また，バロー等の商業施設の立地する区域ですが，工業地域から近隣商業地域に変わる

ことによって，将来未利用地なった場合でも，危険性のある工場の建築が規制されること

により，宿泊施設・学校・病院の建築が可能になります。また，平成１８年度の都市計画

法の改正により，不適格建築物として取り扱われることとなっている，バロー等の大規模
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集客施設が，用途地域が変更されることによって適法建築物となり，今後の店舗の維持を

していくための改修等の制約がなくなります。 

次に建築形態制限ですが，用途地域により，建ぺい率・容積率が決まっております。「建

ぺい率」とは建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいい，「容積率」とは，建築物の

延べ面積の敷地面積に対する割合をいうもので，凡例より各用途地域の横マルの上記部分

が容積率，下記部分が建ぺい率を表示しております。「東旭が丘地区」については，現在の

工業地域から第一種中高層住居専用地域や第一種住居地域へと変更する地域は建ぺい率・

容積率の変更はございませんが，近隣商業地域に変更となる地域については，建ぺい率が

６０パーセントから８０パーセントへと変更になります。 

次に，変更後の計画図にお示しする区域界表示ですが，変更区域の外周については， 

①－⑦が「道路中心線」，⑦－⑧が「筆界」，⑧－⑨が「道路中心線」，⑨－⑩が「筆界」， 

⑩－⑫が「道路中心線」，⑫－①が「筆界」です。また，区域の中については，②－⑥， 

④－⑬が「道路中心線」，⑤－⑬，⑩－⑭が「筆界」となります。 

次に「道伯地区」について説明いたします。 

用途地域の変化につきまして，赤くラインで囲まれた区域が，変更を計画する区域とな

ります。南北に位置する幹線道路が都市計画道路「石薬師道伯線」，東西に位置する幹線道

路が「野町国府線」であります。現在の用途地域は，第二種低層住居専用地域４．５５ヘ

クタールと第一種住居地域０．３２ヘクタールとして指定されており，全体で４．８７ヘ

クタールの区域となります。変更後には，南北の用途地域と同じ用途を設定し，準住居地

域４．８７ヘクタールとなる予定でございます。 

概略の変更理由としては，都市計画道路「石薬師道伯線」の開通，「野町国府線」の部分

開通に伴い，沿道以外における住宅系土地利用も充足されてきたことなどから，将来整備

予定である「野町国府線」沿道も含めて，都市マスタープランとの整合を図り，幹線道路

沿道に相応しい土地利用を目的とした用途地域に見直すためとなります。 

次に，用途地域が変更されることによって変化する建築の制限について説明させていた

だきます。幹線道路沿道の用途地域の変更であり，南北に走る都市計画道路「石薬師道伯

線」の用途地域である「準住居地域」に変更するものであります。第二種低層住居専用地

域から準住居地域に変更することにより，店舗や事務所，自動車関連といった施設が建築

可能となり，当該地区南北の用途地域と一体の土地利用が図られ，都市計画道路「石薬師

道伯線」沿道にふさわしい沿道土地利用の誘導・地域商業の活性化が行われるものと思わ

れます。 

次に建築形態制限ですが，第二種低層住居専用地域から準住居地域へと変更する地域は，

容積率が１００パーセントから２００パーセントへと変更になります。 

次に変更後の計画図にお示しする区域界表示ですが，①－②が「水路中心線」となり，

②－③が「筆界」，③－④が「水路中心線」，④－⑥が「筆界及びその延長」，⑥－⑨が「道

路及び水路中心線」，⑨－⑩が「字界」，⑩－⑪が「道路中心線」，⑪－⑫が「筆界」， 

⑫－⑬が「道路中心線」です。 



 

7 
 

最後に，「稲生地区」について説明いたします。 

用途地域の変化につきまして，赤くラインで囲まれた区域が，変更を計画する区域とな

ります。また，変更区域中央に位置する幹線道路が，都市計画道路「西玉垣秋永線」です。

現在の用途地域は，第二種低層住居専用地域３．１０ヘクタールとして指定された区域と

なります。変更後には，南北の用途地域と同じ用途を設定し，第一種住居地域 

３．１０ヘクタールとなる予定でございます。 

概略の変更理由としては，都市計画道路「西玉垣秋永線」の開通に伴い，沿道以外にお

ける住宅系土地利用も充足されてきたことなどから，都市マスタープランとの整合を図り，

幹線道路沿道に相応しい土地利用を目的として，用途地域を見直すためとなります。 

次に，用途地域が変更されることによって変化する建築の制限について，説明させてい

ただきます。幹線道路沿道の用途地域の変更であり，南北に走る都市計画道「西玉垣秋永

線」と同用途地域である「第一種住居地域」に変更するものであります。第二種低層住居

専用地域から第一種住居地域に変更することにより，店舗や事務所といった施設が建築可

能となり，当該地区南北の用途地域と一体の土地利用が図られ都市計画道路「西玉垣秋永

線」沿道にふさわしい沿道未利用地の誘導・有効活用が行われるものと思われます。 

次に建築形態制限ですが，第二種低層住居専用地域から第一種住居地域へと変更すると，

容積率が１００パーセントから２００パーセントへと変更になります。 

次に，変更後の計画図にお示しする区域界表示ですが，①－③が「都市計画道路境界西

側から３０メートル」となり，③－④が「筆界及びその延長及び道路中心線」，④－⑥が「都

市計画道路境界東側から３０メートル」，⑥－①が「道路中心線」です。 

次に，３地区を合わせた計画図の新旧対照表につきまして，黒字は見直し後の面積にな

り，赤字が変更前の面積となります。実際の面積の算出は小数第二位まで行っております

が，計画書への記載に際しては小数第一位までとなりますので，四捨五入での表記となっ

ております。 

まず，第二種低層住居専用地域が，２０．２ヘクタールから１２．５ヘクタールとなり，

７．７ヘクタールの減となります。 

第一種中高層住居専用地域が４８０．４ヘクタールから４９３．７ヘクタールとなり，

１３．３ヘクタールの増となります。 

第一種住居地域が，１，２１８．４ヘクタールから１，２２３．１ヘクタールとなり，

４．７ヘクタールの増となります。 

準住居地域が，６４．７ヘクタールから６９．６ヘクタールとなり，４．９ヘクタール

の増となります。  

近隣商業地域が，１３７．４ヘクタールから１４１．２ヘクタールとなり，３．８ヘク

タールの増となります。 

最後に，工業地域が，４７４ヘクタールから４５５ヘクタールとなり，１９ヘクタール

の減となります。 

その結果，全体として，２６．７ヘクタールの推移がございます。用途地域の変更のみ
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で，区域区分の変更は伴わないため，市街化区域の全体面積は，変わらず３，７１３．４

ヘクタールでございます。 

鈴鹿都市計画用途地域の変更についての説明は以上でございます。 

次に，「鈴鹿都市計画用途地域の変更」の縦覧の結果を報告させていただきます。 

１月２０日号「広報すずか」へ縦覧日時を掲載し，都市計画法第１７条第１項の規定に

基づき，平成２４年１月２３日月曜日から平成２４年２月６日月曜日まで１５日間縦覧い

たしました。その結果，縦覧者数は１７名，意見書の提出はありませんでした。 

最後に，今後のスケジュールにつきましては，本日の都市計画審議会においてご承認を

いただければ，三重県への協議を行い，今年度中を目途に「用途地域の変更」について決

定告示を行いたいと思います。  

以上で，諮問第１号「鈴鹿都市計画用途地域の変更」の説明を終わらせていただきます。 

ご審議をよろしくお願いいたします。 

 

議長（古市会長） 

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。 

 

吉島委員 

 地元でのご意見には，どのようなことがありましたか？ 

 

事務局（伊藤） 

 東旭が丘地区につきまして回覧したところ，「変更時期がいつになるのか」「用途地域を

変更したことによって税金等が上がるのか」「工業系から住居系にすることで住環境が良く

なるのかどうか」「近隣商業地域において，住居系の制限は受けるのか」という質問等があ

りました。 

変更時期については，現段階では未定であり，意見聴取をしながらこれから進めていく

とし，税金等が上がるのかということについては，都市計画の用途と資産税の用途は基本

的には連動していないので，現状の土地周辺の状況で判断しており，用途地域の変更によ

ってのみで税金が上がることはないと説明しました。 

住環境が良くなるのかということについては，変更後は建築形態制限が厳しくなり，騒

音規制強化や屋外広告物禁止区域となるので，住環境は向上すると考えられると答えてお

ります。近隣商業地域においては，住居系は建築可能であるが工業系は制限がされると，

説明しております。 

 道伯地区から出されたご意見は，「変更時期について」「税金のことについて」「変更の主

旨は？」という質問をいだだき，都市計画道路石薬師道伯線の開通にともない，野町国府

線が一部延伸され，土地利用が充足されたこと，また中勢バイパスとの接続の関係で野町

国府線の事業化が具体化しつつあることによると説明いたしました。 

 稲生地区から出されたご意見は，「変更時期について」「税金のことについて」は他地区
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と同様でございます。「用途変更したらどうなるのか」というご質問については，現在より

建築制限が緩和されるので建築できる用途が増えると説明しました。その他「コンビニ等

は来てほしくない」というご意見をいただきましたが，基本的にコンビニ等は，第２種低

層住居専用地域においては１５０平方メートル以内の店舗の建築は可能であることにより，

用途を変えても変えなくても建築可能であると説明いたしました。 

  

福嶋委員 

 鈴鹿市の都市計画全体で，おおむねどういう変化を示してきているのか，傾向を教えて

ください。これを見る限りでは，工業系が少し減って住居系が増えてきていると思います

が，そのあたりはどのようにお考えなのか教えてほしい。 

 

幹事（都市計画課長） 

 鈴鹿市は，まず旧の市街地がベースになり，そこへ昭和３０年代から工場が分散しなが

ら配置されてきた経緯があります。その周辺に住宅地が張り付いてきました。都市計画上

で言いますと，昭和４６年に都市計画の区域区分（市街化区域と市街化調整区域の区分）

を定めた時点，また４８年に用途地域を定めた時点では，それぞれの用途に近い用途がそ

の方向性という形で示させていただいた経緯があります。特に紡績関係の工場については，

時代の流れから，平成初めより撤退等による本格的に土地利用の転換傾向が出てきました。

これは，鈴鹿市だけでなく全国的に，工業地域における工場跡地に大規模商業施設が張り

付いてきたという現状もあります。 

これは時代の流れの中で，結果として土地利用が用途地域と乖離をしたという現状が出

てきました。そういった現状を踏まえ，その用途の方向性をどう判断していくのかという

ことになります。 

用途地域の方向性としては，例えば旭が丘地区については，住居系あるいは商業系のも

のが張り付く，また駅に非常に近いという環境があることを考えると，この地区について

は住居系の方向性を示していくべきであろうと考えます。 

また，神戸地区については，旧の市街地が形成されていますことから，それを守りつつ，

現状維持を，平田地区については，大規模な集客施設や工業地域などが混在する中で，う

まく住み分けた用途にしながら方向付けをしていきたいと考えます。 

大まかな方向性ですが，そのように考えて都市マスタープランの中にも位置づけさせて

いただいています。 

先ほどの道伯・稲生地区については，ピンポイント的に幹線道路沿いで用途が住居専用

地域となっているところで，今の利用形態や住民の方々のご意思を考えていくと，もう少

し利用しやすく用途の幅をもたせてはどうかということになると思います。 

 

福嶋委員 

 近々に見直しをしていきたいと考えている箇所はどのようなところになりますか？ 
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幹事（都市計画課長） 

 ひとつの例ですが，稲生地区については，サーキット道路が将来的に４車線になるもの

の，道路沿いには住居系の用途が張り付いているところがあります。Ｆ１マートも工業地

域で用途の乖離が見られるので，もう少し利用形態の幅が広い用途地域に変更してはどう

かと考えています。 

白子地域周辺についても，今のままで交通関連機能を活かしたまちづくりができる用途

なのかどうかということを考えているところです。 

しかし，サーキット道路沿いも白子駅周辺も，地域の方々に説明させていただくと，熟

度には達していないというのが現状です。 

今後は，その熟度を確かめながら，その都度都市計画審議会に変更案を提案し，お諮り

したいと考えています。 

 

福嶋委員 

 大きな摩擦があってもいけないと思うので，住民の方々の熟度が大切になされるなかで，

都市計画課の指導で，将来を見据えた方向性を大切に検討していただくようお願いしたい

と思います。 

 

北川委員 

 旭が丘地区について，工業地が商業地と住居地になったわけですが，まだ工業地がわず

かに残っているが，将来これはこのままでいくのですか？ 

 

幹事（都市計画課長） 

 用途を変更する中で，住居系や工業系が混在する区域の用途変更は非常に難しいところ

があります。お手元の資料の計画図の中の三角の部分，これが工業地域として残りますが，

都市マスタープランの観点でいきますと，旭が丘地区については，近鉄白子駅があること

により名古屋や津などへの通勤圏として想定できるので，用途地域としては住居系の方向

性を示すとさせていただいております。 

しかし，この周辺にはまだ工場が点在しており，用途の変更はその工場の操業にも関わ

ってくることもあり，今の段階で，関係の方々のご理解は得られておりません。騒音や振

動の問題は住居系の問題としてあるものの，それらは操業する方々の生業の中で重要なこ

とであり，それが操業できないようなことになってはならず，方向性としては住居系の用

途への変更を考えておりますが，地域の方々のご理解や土地利用の状況を見極めつつ，長

く時間はかかりますが，用途変更する方向で考えております。 

 

宮本委員 

 事務局から，自治会の総意や自治会長の要望を受けてという説明がありましたが，これ
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はこの計画変更の要望なのか，それとも行政側から計画変更案を出してからの要望なの

か？ もし双方あるのであれば，今回の３件の場合はどうだったのかを説明してほしい。 

もうひとつは，地権者・住民の合意形成が図られた場合という経過にあるということだ

ったが，合意形成のあり方は，何か決められたものがあるのか，今回はどうだったのかを

聞かせてほしい。 

 

幹事（都市計画課長） 

 まず，一点目のご質問につきまして，平成１８年に用途地域の変更の検討を始めたと説

明しましたが，それまでにもいろんなご要望を市にいただいておりました。そういった中

で，３つのケースはいずれも，行政案の前に地域の方や自治会長などからのご要望をいた

だいた経緯があり，それを受けて，私どもが地域の特性や土地利用の状況を見まして，行

政として用途変更の素案をつくり，またフィードバックして自治会にご相談しております。 

では，合意形成とはどのように判断するのかということについて，ご要望をいただいて

行政を作り，それをもって作成した行政案や地域の特性を踏まえた変更手続きの進め方に

ついて，自治会に相談をさせていただきます。ひとつの例になりますが，一定の期間を設

けて地権者等からのご意見ご質問を受け，そのご意見に対して説明してご了解を得て，法

定縦覧という次の段階に移るタイミングも再度自治会と相談させていただき，合意を得て，

１月２０日号の広報にて縦覧をお知らせし，意見を提出していただくということになりま

す。このように，その都度合意形成の熟度を見計らって進めております。 

 

宮本委員 

 今回の計画ですが，時代変化や将来の都市マスタープランも併せて見た中で，必要性が

あると思います。特に第二種低層住居専用地域が外れるということもあるが，合意形成は

十分に図られたということで認識させていただきます。 

 

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，了解するという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】 

 

議長（古市会長） 

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，当都市計画審議会としては了解したという答申を

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。 
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続きまして，その他事項でございますが，事務局より，お願いします。 

 

幹事（都市計画課長） 

現在進行中の事業で，事業に際し都市計画決定されました鈴鹿市防災公園，白江土地区

画整理事業，白子駅前広場といった，主に面的に整備する都市施設整備事業につきまして

の進捗状況を報告させていただきます。 

 

事務局（奥西） 

まず，鈴鹿市防災公園です。 

鈴鹿市防災公園は，地区公園に分類される公園で，面積約７．３ヘクタールです。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都市公園として 平成２２年１２月２２日に都市計画

決定されております。総事業費は約１９億円で 平成２２年度に事業着手し，平成２６年度

の事業完成を目指しております。 

この公園は，防災公園街区整備事業として都市再生機構の施工により，整備されます。

防災公園街区整備事業とは，防災機能の強化を図ることを目的として、都市再生機構が地

方公共団体の要請を受け、企業保有地等を活用し、防災公園と周辺市街地の整備改善とを

一体的に実施する事業です。 画面上の黒い実線で囲まれた赤色の部分が鈴鹿市防災公園で

す。 それと鈴鹿医療科学大学の白子キャンパスを挟んで西側の画面上の黒い点線で囲まれ

た薄い赤色の箇所が，防災公園街区整備事業で実施される市街地整備の部分です。 

次に白江土地区画整理事業です。平成１３年６月２８日に都市計画決定され，総事業費

約３６億円で平成１４年度に事業着手し，平成２７年度の事業完成を目指しております。 

最後に白子駅前広場です。都市計画道路白子柳線の都市計画決定の変更により，平成１

９年４月１０日に都市計画決定されております。 総事業費は約３４億円で平成１９年度

に事業着手し，平成２５年度の事業完成を目指しております。 

こちらは，鈴鹿市防災公園の基本設計図です。 図面の下の部分の薄いグレーの部分が国

道２３号線です。 公園のメインの入り口は，国道に接しており，公園が完成しますと国道

から直接出入りできるようになります。  

次に現場の写真を紹介いたします。鈴鹿医療科学大学校舎屋上より北方向に向かって，

鈴鹿市防災公園の現場写真を撮影いたしました。こちらが，その写真です。 鈴鹿市防災公

園の現在の整備状況の写真です。赤枠が公園の区域です。写真の右にあるオレンジ色の線

が国道２３号線です。写真の黄色枠が，国道２３号線沿いに昨年オープンしたマクドナル

ドの店舗ですが，この付近が公園の入り口となります。今年度は詳細設計と一部工事を実

施しております。 

次に防災公園街区整備事業で実施されます市街地整備の区域の写真を紹介いたします。 

鈴鹿医療科学大学校舎屋上より南方向に向かって撮影しました。こちらは，防災公園街区

整備事業で市街地整備地区の現在の状況です。 写真左のオレンジ色の線が国道２３号線で
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す。 

次に，白江土地区画整理事業です。これは，平成１５年に撮影された航空写真です。赤

色の線で囲まれた区域が白江土地区画整理事業の区域です。こちらは，平成２１年撮影の

ものです。土地区画整理事業として市街地の基盤の形が徐々にできつつあるのが見られま

す。こちらは，事業区域内の幹線道路の写真です。これらは，都市計画道路旭が丘白子線

の写真です。 

最後に，白子駅前広場です。こちらは，完成予想図です。赤色の線で囲まれた箇所が駅

前広場の区域です。水色の屋根の建物が近鉄名古屋線の白子駅です。白子駅前広場に接す

る都市計画道路として南北に白子柳線が，また，駅前広場から国道２３号方向に白子駅旭

が丘線が 都市計画決定されております。駅前広場を北側から撮影した写真です。写真左の

水色の屋根の建物が白子駅です。現在，駅前広場の南側部分，写真の奥の部分の整備が進

められております。 

以上を持ちまして 鈴鹿市防災公園，白江土地区画整理事業，白子駅前広場の３箇所につ

いて現在の整備状況の報告を終わります。  

 

議長（古市会長） 

それでは，答申案の配布をお願いします。 

 

       【事務局答申案 配布】 

 

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１件について，別紙のとおり市長に答申いた

します。 

 

幹事（都市計画課長） 

ご審議ありがとうございました。 

最後に，一点報告がございます。 

古市会長につきまして，前々から，１号委員退任の御希望を伺っておりました。古市会

長におかれましては，平成８年より当審議会の１号委員として，また，平成１２年から職

務代理者として，平成２０年からは都市計画審議会会長として多くのご審議を賜ってまい

りました。本市といたしましては，留任をお願いしておりましたが，ご本人の意思強く，

本年３月３１日の１号委員任期満了をもってご退任される意思を固められました。退任に

あたりまして，古市会長よりひとことごあいさつをお願いしたいと思います。 

それでは，古市会長より退任のご挨拶をいただきたいと思います。 

 

【古市会長 退任ご挨拶】 
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幹事（都市計画部次長） 

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｡  

本日はどうもありがとうございました。 

 


