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第３０回鈴鹿市都市計画審議会議事録（要約） 

 

開催日時：平成２４年７月５日（木）１３：００～１４：４５ 

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）村山顕人（会長），板谷明美，北川正敏，黒田耕一郎，西川潤子， 

長谷康郎，福嶋礼子，山本忠之，吉島隆子，森田英治，大窪博，

森喜代造，原田勝二 

（鈴   鹿   市）市長 末松則子 

都市整備部長 草川喜雄，都市整備部次長 西田謙司， 

都市整備部参事兼都市計画課長 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 岡田洋昭 

同課総務グループ 主幹 髙﨑知奈美  

議 題：諮問第１号：「鈴鹿都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の変更」 

（三重県決定）について 

    諮問第２号：「鈴鹿都市計画 区域区分の変更」（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 都市計画区域の整備，開発及び保

全の方針の変更」（三重県決定） 

   「諮問第２号：鈴鹿都市計画 区域区分の変更」（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。 

定刻になりましたので，ただ今から第３０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 

皆様，本日はお忙しい中，平成２４年度初めての開催となります第３０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き，深く感謝申し上げます。 

 また，本市は，平成２４年１２月１日に市制施行７０周年という節目を迎え，この記念
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すべき年を契機として，本市の将来都市像である「市民一人ひとりが夢や生きがいをもっ

て安心して暮らせるまち すずか」の実現に向けて，一段と飛躍したいと考えておりますこ

とから，今後とも，ご協力いただけますようお願い申し上げます。 

当審議会は，本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。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。 

本日諮問させていただく案件は，２件ございます。 

三重県が決定いたします，『鈴鹿都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の

変更』と，同じく三重県が決定いたします『鈴鹿都市計画 区域区分の変更』についてご

審議をいただきます。 

 まず，『鈴鹿都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の変更』ですが，都市

計画法第６条の２に基づき三重県が決定するものであり，「三重県都市マスタープラン」に

含まれるものでございます。 

本格的な人口減少，少子高齢社会の到来等の社会情勢の変化に対応すべく，また，本マ

スタープランの目標年次を機に改定するものでございます。 本市でも，本年度より同法

第１８条の２に基づく『市町村の都市計画に関する基本的な方針』，いわゆる「鈴鹿市都市

マスタープラン」の改定作業に着手いたしますが，本日ご審議いただく「三重県都市マス

タープラン」は，この「鈴鹿市都市マスタープラン」の上位計画に位置付けられるもので

ございます。 

 次に，『鈴鹿都市計画 区域区分の変更』ですが，「三重県都市マスタープラン」が目標

年次を迎え，改定を行うことにより，区域区分，いわゆる「線引き」についても，その基

準年を平成２２年とし，人口フレームの改定を行うものです。 

 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。 

 また，１号委員の皆様方におかれましては，当審議会終了後，引き続き，景観審議会に

おきまして景観重要樹木の指定についての ご審議を賜ります。 

 あわせまして，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） 

本日の都市計画審議会は，市長のあいさつにもありましたとおり，本年度はじめての審

議会でございます。前委員の離職，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。 

 

      ≪各委員自己紹介≫ 
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改めまして，委員の皆様，よろしくお願いを申し上げます。 

１号委員の皆様には，本年４月より２年間の任期をお願いいたします。 

それでは，当審議会の会長は，あらかじめ１号委員の皆様の意見を伺い選出されました

村山委員にお願いしております。 

村山委員様，一言御挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

会長（村山委員） 

 この度は会長に選出していただき，恐縮しております。 

 私自身は，２００６年１０月から名古屋大学で都市計画を教えていますが，赴任した直

後に声をかけてくださって，２００６年度の末から鈴鹿市景観計画策定に参加させていた

だいておりまして，その途中から都市計画審議会でもお世話になっております。 

この審議会は，基本的には都市計画法に基づく様々な決定事項について審議して，決定

する内容は技術的なことがほとんどですが，大事なのは，どういう鈴鹿市を目指すか，都

市の将来像をきちんと考えながらひとつひとつの決定をしていくことだと思います。審議

の中でそのあたりを議論できればと思っております。 

また，審議会は固い雰囲気になりがちですが，なるべくざっくばらんに皆さんが審議で

きるようにしていきたいと思っております。 

よろしくお願いします。 

       

幹事（都市整備部参事兼都市計画課長） 

つづきまして，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。 

 

会長（村山委員） 

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，吉島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（都市整備部参事兼都市計画課長） 

それでは，吉島委員様，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。ご挨拶をお願いいたします。 

 

吉島委員 

 精一杯努めたいと思います。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） 

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
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いと存じます。ご理解を賜ります。 

 

    ≪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

確認いただいた後に公開とさせていただきます。 

また，本日の傍聴人につきましては，なし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，村山会長に議長をお願いいたします。 

村山会長，議事進行をよろしくお願いいたします。 

 

議長（村山会長） 

それでは，規定によりまして私が議長を務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１３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。 

本日の案件は，２件でございますが，内容が関連したものであり，同時に審議したいと

思います。 

それでは，諮問第１号『鈴鹿都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の変

更』についてと，諮問第２号『鈴鹿都市計画 区域区分の変更』について，事務局から２

件続けて提案説明をお願いします。 
 

幹事（都市整備部参事兼都市計画課長） 

それでは，まず，諮問第１号『鈴鹿都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方

針の変更』（三重県決定）について説明いたします。 

これは，三重県が策定いたします三重県都市マスタープランに包含される，鈴鹿都市計

画における「都市計画区域マスタープラン」で有り，都市計画法第６条の２に基づくもの

であります。 

三重県では，本格的な人口減少，少子高齢社会の到来や市町村合併などの社会情勢の変

化，制度改正等に対応すべく，また，現行の三重県都市マスタープランが目標年次を迎え

ることを機に，本マスタープランの改定を実施することとなりました。この三重県都市マ

スタープランの改定は，次の３つの要素を検討し改定作業を進めるものでございます。 

まず，マスタープラン全体の方針をしめす「三重県都市マスタープラン改定基本方針」，

次に，鈴鹿市を含む北勢圏域の基本的な方針を示す「圏域・都市計画区域マスタープラン
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の基本的な方針」，そして，本日ご審議いただく鈴鹿都市計画区域における「都市計画区域

マスタープラン」，以上，３つの検討要素により構成されております。 

改定作業のこれまでの流れとして，まず，平成２０年７月に「三重県都市マスタープラ

ン改定基本方針」，そして，平成２２年３月に鈴鹿市が属します北勢圏域を含む「圏域・都

市計画区域マスタープランの基本的な方針」が，三重県の都市計画審議会にて答申が出さ

れております。 

これを受け，鈴鹿都市計画区域における「区域マスタープラン」の改定を，今回，三重

県が実施するものであります。 

次に，諮問第２号『鈴鹿都市計画 区域区分の変更』（三重県決定）について説明いたし

ます。 

鈴鹿都市計画区域における「区域マスタープラン」が目標年次を迎え，見直しを行うこ

とにより，区域区分，いわゆる「線引き」についてその基準年を平成２２年とし，人口フ

レームの見直しを行うものです。 

以上，両案件とも，平成２４年５月３０日付け三重県知事からの市に対する意見照会を

受け，本日付議をさせて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。 

 

事務局（奥西） 

それでは，諮問第１号議案の『鈴鹿都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方

針の変更』について説明いたします。 

 平成１２年に改正された都市計画法の第６条の２により，都道府県が全ての都市計画区

域について，都市計画区域の整備，開発及び保全の方針を定めることが義務付けられまし

た。 

これを受け，三重県では，目標年次を平成２２年度とし，三重県都市マスタープランを

策定いたしました。 

そして，本格的な人口減少，少子高齢社会の到来や市町村合併などの社会情勢の変化，

制度改正等に対応すべく，また，この現行の三重県都市マスタープランが目標年次を迎え

ることを機に，改定することといたしました。 

 三重県都市マスタープランの改定は，「三重県都市マスタープラン改定基本方針」の策定，  

「圏域マスタープラン」の策定，「区域マスタープラン」の策定，以上３つの行程を経て実

施されます。  

 「三重県都市マスタープラン改定基本方針」とは，県土全体として，総合的，一体的観

点から概ね共通する都市づくりの方向性を示し，各都市計画区域マスタープランの策定に

際し，拠って立つべき基本的考え方を整理したものです。  

 「圏域マスタープラン」とは，三重県内を，北勢，中南勢，伊勢志摩，伊賀，東紀州の

五つの広域都市圏としての圏域に分け，それぞれの圏域についてマスタープランを策定す

るものです。  
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 「区域マスタープラン」とはそれぞれの都市計画区域ごとに定められるマスタープラン

です。本日ご審議いただく諮問第１号の案件は，この鈴鹿都市計画区域における「区域マ

スタープラン」の変更です。 

  それでは，三重県都市マスタープランの改定について，これまでの進捗について説明い

たします。 

まず，「三重県都市マスタープラン改定基本方針」は，平成１９年１１月に策定検討委員

会が設置され，パブリックコメントを実施し，平成２０年７月に三重県都市計画審議会の

答申を受け，公表に至っております。 

そして「圏域マスタープラン」は，平成２１年２月に策定検討委員会が設置され，パブ

リックコメントの実施，市都市計画審議会委員への意見照会，報告等を経て，平成２２年

３月に三重県都市計画審議会の答申を受けております。  

 そして，平成２２年４月より，本格的に「区域マスタープラン」の改定作業に入り，素

案について市都市計画審議会委員への意見照会を行い，その素案の縦覧の実施，そして同

年１０月１７日に三重県四日市庁舎において，同素案について公聴会を開催し，その結果

についても市都市計画審議会に報告されております。その後，関係機関の協議が完了した

ことから，平成２４年６月１２日～２６日の間，都市計画法に基づく案の縦覧を実施し，

本日の第３０回鈴鹿市都市計画審議会の開催に至っております。  

 続きまして，鈴鹿都市計画区域における「都市計画区域マスタープラン」の構成と内容

についてご説明いたします。 

 都市計画区域マスタープランに定めるべき事項については，  

都市計画法第６条の２第２項で規定されており，それがスクリーン上の第１章から第３章

の項目となっています。 

 この法定計画の項目のうち，第１章の都市計画の目標にあたる部分については，三重県

の場合，圏域単位で全体の目標を定め，これを「圏域マスタープラン」としております。

こちらは，先の進捗の説明の中にもありましたとおり，すでに，平成２２年３月三重県都

市計画審議会にて答申されております。 

 第２章及び第３章については，都市計画区域ごとに個別にそれぞれの方針を示すことと

しております。 

 第２章の土地利用規制の基本方針については，市街地拡大の可能性などを調整のうえ，

市街化区域及び市街化調整区域の区域区分を行うのか，行わないのかを判断し，区域区分

を定める場合には，その方針を示すこととしております。 

 第３章の主要な都市計画の決定方針においては，住宅地や商業地などの土地利用を明ら

かにするとともに，道路，下水道，公園などの都市施設や土地区画整理事業などの市街地

開発事業について，実施する方針を明示することとしております。 

 第１章としては，北勢圏域マスタープランとして，平成２２年３月に三重県都市計画審

議会にて答申をいただいているところですが，簡潔に説明いたします。 

 北勢圏域に含まれる都市計画区域としては，スクリーンに表示しております桑名，四日
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市，北勢，大安，亀山都市計画区域と，今回審議いただきます鈴鹿都市計画区域の６つの

都市計画区域となっております。 

 次に，都市計画の理念と目標についてですが，北勢圏域は，三重県の中核的圏域として，

わが国屈指の産業集積と地域の自然環境や歴史・文化を基盤に，県内の経済を牽引し続け

るとともに，地域の個性にあった都市環境を創出し，持続的に発展する都市を将来目標に

掲げます。 

 スクリーンは，北勢圏域の将来の都市構造を示したものです。スクリーンの図面は，お

手元の議案書１４ページ記載のものと同じで，スクリーン左端の一覧表は，お手元の議案

書１２ページのものを簡略化し抜粋したものです。 

 内容としては，「都市機能の集約化と広域連携による中核的圏域づくり」「更なる産業集

積と広域交流促進による活力ある圏域づくり」や「災害に強く，人にやさしい圏域づくり」

などの「拠点的市街地の形成」と，これら各拠点の相互連携を支援するものとしての「連

携軸の形成」からなっております 

 北勢圏域においては，今後も新たな大規模集客施設の立地を許容する区域として，「近

鉄・養老鉄道・ＪＲの桑名駅周辺」や，「近鉄四日市駅からＪＲ四日市駅まで」，そして，

近鉄白子駅周辺の３箇所を集積型広域拠点とし，既存の大規模集客施設を維持する区域と

して，桑名が２箇所，四日市で３箇所，鈴鹿で２箇所，亀山で１箇所の合計８箇所を維持

型広域拠点としています。 

スクリーンは，お手元の議案書１７ページ記載の図面と同じものです。 

また，地域活力の維持・向上を図るため ，周辺の環境に配慮しつつ，１８区域を工業系

土地利用誘導ゾーンとして位置づけています。 

 このほか，広域的な防災拠点として，北からいなべ総合病院，四日市港，市立四日市病

院，三重県立総合医療センター，三重県消防学校，鈴鹿中央病院，三重県営鈴鹿スポーツ

ガーデンを位置づけています。 

これら各拠点の相互連携を支援する連携軸として，東名阪自動車道，新名神高速道路な

どの道路や，ＪＲ関西本線や近鉄名古屋線などの鉄道等を位置付けています。 

 続きまして，第２章以降は，お手元の議案書をご覧いただきながら説明します。それで

は，諮問第１号 鈴鹿都市計画区域「都市計画区域の整備，開発及び保全の方針」の変更

をご覧ください。３ページの最終段落にもあるとおり，基準年を平成２２年，目標年次を

平成３２年としております。  

 ４ページから２１ページまでが，第１章の『都市計画の目標』となっています。先ほど

スクリーンで説明しました目標や都市構造などを詳細に記載しています。 

 ２２ページの第２章『土地利用規制の基本方針』については，「１ 区域区分の要否」と

して，市街地の拡散の抑制や自然環境の保全などから，区域区分の適用を継続することと

しております。また，「２ 区域区分の方針」として本区域の概ねの人口及び産業の規模に

ついて，現況及び今後の見通しを勘案し，目標年次における市街化区域の概ねの規模を想

定しています。 
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 次に，２３ページから，第３章『主要な都市計画の決定方針』を記載しています。まず，

「土地利用に関する主要な都市計画の決定方針」においては，近鉄白子駅，近鉄鈴鹿市駅

と伊勢鉄道鈴鹿駅，近鉄平田町駅を商業・業務を中心とする都市機能を集約させる「広域

拠点」として位置づけ，住宅地においては，土地の高度利用や複合利用等により，都心居

住の促進や支援を図ることとしています。 

 商業・業務地の主要用途の配置方針としては，広域拠点では，広域交流や中心市街地の

活性化を目的として，商業・業務，文化等の各都市機能を集約し，都心居住を促進すると

ともに高度利用を促進するため，地区計画や市街地再開発事業等について検討します。 

 工業地につきましては，工業系土地利用誘導ゾーンへの積極的な企業誘致を図り，必要

な都市基盤の整備を図ります。さらに，工業地域で，住・商・工が混在する地域では，地

域の実情に応じて，適正な用途地域へ変更します。 

 次に，２６ページ中段より「都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定方針」につ

いて記載しています。交通施設については，各拠点間の連携を図るため，必要な方針とし

て，鉄道及びバス交通の交通結節点等の整備について記載しています。そして，２７ペー

ジ上段には，新たな広域連携軸である新名神高速道路のパーキングエリアに設置されるス

マートインターなどについて記載しております。なお，このスマートインターの設置につ

いては，本年４月１７日に連結許可を受け，正式決定されているところです。 

 また，２８ページには，「下水道及び河川の都市計画の決定方針」として，下水道や河川

整備などを記載しております。 

「市街地開発事業」に関しては，２９ページに記載しています。鉄道駅周辺を中心に，

土地の有効活用や高度利用により，中心市街地の活性化を図ることとしております。 

「自然的環境の整備又は保全」に関しては， ３０ページに記載しています。基本方針に

おいて，豊かな自然との共生や地球温暖化対策の観点から，自然にやさしい都市の形成を

目指すために，点在する緑のネットワーク化を進めることとしています。 

その他，「地域の特性に応じて定めるべき事項」においては，３１ページに記載していま

す。広域的な防災拠点として位置づけた鈴鹿中央病院などの耐震化や，緊急輸送道路沿道

の建物の耐震化に努めることを記載しています。また，歴史・文化拠点として位置づけた

椿大神社は，景観資源としての保全に努めることを記載しています。 

 ３２ページには，第１章から第３章の目標・方針に基づき，圏域で説明した広域拠点を

中心に，鈴鹿都市計画区域の土地利用構想図をとりまとめております。 

 変更内容は以上のとおりです。 

都市計画の案を，平成２４年６月１２日から６月２６日までの間，縦覧しましたところ，

縦覧者は３名，意見書の提出はありませんでした。 

諮問第１号議案の説明は，以上でございます。  

 それでは引き続き，諮問第２号の『鈴鹿都市計画 区域区分の変更』について説明いた

します。 

 こちらは，鈴鹿市の行政区域全域に鈴鹿都市計画区域，市街化区域等を示しました鈴鹿
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都市計画図の概要図です。 

薄いグレーで囲まれた区域が都市計画区域です。 

薄いグレーで囲まれた中の，緑色，黄色，赤色等に着色された区域が市街化区域，白色

の部分が市街化調整区域です。これにより，「区域区分」を示しております。 

先ほど説明いたしました諮問第１号の鈴鹿都市計画区域マスタープランが目標年次を迎

え見直しを行うことにより，「区域区分」についても，その基準年を平成２２年，目標年次

を平成３２年として人口フレームの見直しを行うものです。 

 鈴鹿都市計画区域の人口は，今後もしばらく増加することが見込まれ，基準年である平

成２２年の市街化区域内人口１５２，０００人が，平成３２年には１５４，０００人にな

り，２，０００人増加すると予測されております。 

一方で，１世帯当たりの人口は年々減少傾向にあり，平成２２年に２．６３人であった

１世帯当たりの人口が，平成３２年には２．４２人まで減少する見込みです。 

このことにより，今後，人口増加の伸び率以上に世帯数が増加することとなり，より多

くの宅地が必要となります。 

この表にある「配分する人口」とは，平成３２年に，現在の市街化区域の範囲で受け入

れが可能な人口のことです。この「配分する人口」の１５０，０００人は，「平成２２年の

既存の居住地内の人口」と，「１世帯当たりの人口が減少する事を示す変化率との関係から 

算出された人口」に，未利用地の宅地化促進により受け入れ可能となる人口，広域拠点で

受け入れ可能となる人口等の要因を加味し，算出されております。 

人口増加の推計結果の１５４，０００人からこの受け入れ可能な人口の１５０，０００

人を引いた残り，およそ４，０００人が，平成３２年には市街化区域からあふれる推計と

なります。なお，表記上千人単位とするため，「４千人」と示されておりますが，計算上の

実数は３，６２９人となります。 

このように，市街化区域からあふれてしまう人口を，「保留人口」と呼び，この「保留人

口」に見合った分，市街化区域拡大の余地があると考えられます。 

今後，平成３２年までの間，法令等の基準に合致し計画的な市街地形成を行うことが確

実となった区域について，保留人口を配置し，市街化区域を拡大していくことが可能とな

ります。 

なお，今回は保留人口の変更のみであり，保留人口を配置し市街化区域を拡大する箇所

はございません。  

 以上で，諮問第２号の「鈴鹿都市計画 区域区分の変更」についてスクリーンを用いた

説明を終わらせていただきます。 

引き続き，お手元の議案書につきましてご説明いたします。  

 まず，議案書の３３ページは，「鈴鹿都市計画 区域区分の変更」の計画書となっており

ます。 

 次に，議案書の３４ページは，新旧対照表となっており，ゴシック斜体で示しておりま

すのが変更前のもの，すなわち平成１２年を基準年，平成２２年を目標年次としたものと
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なっております。 

 諮問第２号につきまして，都市計画の案を平成２４年６月１２日から６月２６日までの

間縦覧しましたところ，縦覧者は３名で意見書の提出はありませんでした。 

 以上で，諮問第１号及び，諮問第２号の説明を終わらせていただきます。 

 なお，諮問第１号及び諮問第２号とも，本審議会の答申を鈴鹿市の意見として三重県に

回答し，その後７月２６日に開催予定の三重県都市計画審議会の議を経て，１０月下旬を

目途に都市計画決定の告示を行うものと，決定権者の三重県より聞いております。 

よろしくご審議いただきますようお願いいたします。 

 

議長（村山会長） 

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。 

 

福嶋委員 

 ２つ質問があります。 

 １つ目は，今回，出生率の減少により見直しがなされていますが，鈴鹿市の場合は，平

成３２年にはむしろ増加しているという結果になっています。つい最近，鈴鹿市の子ども

の数を調査したことがありますが，それによると大幅に減少しています。増加するという

この数字に信ぴょう性はあるのでしょうか？ 子供の数よりも他市から流動してくる数の

ほうが多いということでこのような数字になっているのか，根拠を示していただきたいと

思います。 

 ２つ目は，居住区域のことについてです。最近の居住区域では，人が古いまちから抜け

て新しいまちへ住むという傾向があり，古いまちは居住地であっても高齢者しか住んでい

ないというまちが生まれてきています。そのことについて，鈴鹿市はどのような方策をお

持ちなのでしょうか？ 

 

事務局（計画グループリーダー） 

 人口の推計値は，平成１７年の国勢調査をもとに平成２２年及び平成３２年の人口を推

計しています。この推計値をもとに，市街化区域内人口についても，同じく平成１７年の

数字をベースに，平成２２年を１５２，０００人と推計し，平成３２年を１５４，０００

人と推計されています。いずれも国立社会保障人口問題研究所がすでに資料として出して

おりますので，あくまでベースとなる数字はそういう公式なデータから取り上げて推計し

ていると聞いております。 

 

幹事（都市整備部参事兼都市計画課長） 

 平成１７年の国勢調査の人口数値と人口問題研究所の推計値をベースとして，平成２２

年推計，平成３２年推計という形で出していただいております。 

年代別人口はそれぞれの生存率等を加味して推計していくのですが，それでいくと，１
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５歳までの子どもの層，働く６５歳までの層，それ以上の層は確実に変化しており，１５

歳までの人口比率は確実に減少しています。しかし，その分６５歳以上の層は増えており，

トータルで人口が増加しているという現状です。そういう点では，全体の人口が増えてい

っても，福嶋委員ご指摘の子どもの数は確実に減少していると想定されます。 

この人口推計値は県内の他市についても推計をしており公表されています。津市につい

ては１７年をピークに人口は減少していきます。四日市市も同じように１７年をピークに

減少していきます。桑名市や亀山市は人口ピークはもう少しずれて，鈴鹿市は他市に比べ

ると人口推計のピークがさらにずれているという予想がされています。それがベースの数

字になっています。 

 

福嶋委員 

 そうすると，鈴鹿市は，働く人口がむしろ増え続ける特殊な地域であるということなの

ですね。 

 

幹事（都市整備部参事兼都市計画課長） 

 働く人口もやはり減少し，増えているのは６５歳以上の人口です。その傾向が顕著か顕

著でないかという差が他市との差であると考えます。そういう層が鈴鹿市は多いので，少

なくなる比率が他市に比べて格段に少ないとご理解ください。 

 もう１点の居住地についてのご質問につきましては，まちの考え方において，旧市街地

の高齢化に伴う人口の減少は非常に大きな課題であると認識しています。一方，市街化調

整区域の中の集落でもそういう人口減少が見られ，コミュニティの維持ができないのでは

ないかという議論が出ています。 

こういうところに展開できる施策としましては，その地域の方々のご理解が十分得られ

た上で，用途地域を変更するなどにより「まち」を高度化することを提案することが考え

られます。こういう手立てがないと，そこへの人口誘導は難しいと考えます。これからの

都市マスタープランの見直しの過程で，考えていくべきひとつの大きな要素だと思ってい

ます。 

 

議長（村山会長） 

 都市マスタープランというのは鈴鹿市の都市マスタープランですね。実は，これから検

討していくことになりますが，その時に空洞化に関することも出てきますね。 

 

吉島委員 

 旧市街地に関する人口減少につきましては，以前まちあるきをしたときに，旧市街地の

中から新興住宅地の方に移られてお年寄りが残られますが，やはり年々そういうお宅がど

んどん空き家になり，かなり虫食い状態になっていると聞いたことがあります。市内であ

っても大きな課題だと思います。 
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それと，人口推計に関しても，ピークがずれているだけで必ずしもさほど人口増になる

とは思えない部分がありますので，いつまでも人口増になるという考え方をすることが無

理があるのではないかと感じます。 

 

幹事（都市整備部参事兼都市計画課長） 

 人口増加についてはおっしゃるとおり，ピークがずれるだけであり，最終的な人口減少

は避けられないと認識しています。 

三重県都市マスタープランにおける基準年が平成１７年の国勢調査でありますので，ベ

ースは平成１７年の国勢調査とお話ししましたが，実は平成２２年の国勢調査における人

口推計数値がすでに公表されています。それを見ても，鈴鹿市は近年人口減少傾向は見ら

れず，増加しているという現状があります。 

だからといって，鈴鹿市は人口がどんどん増えているという認識はまったくありません。

そのような現象を地域の課題として捉えて，まちづくりに活かしていく施策を考えていき

ちたいと思っています。 

 

原田委員 

 これからの都市マスタープランについてですが，昨年の３．１１を受けて，各地域で浸

水マップ等が配布されました。そういった地域では，それぞれの世帯が高台に移っていく

ことも予測され，市街化の見直しが必要と思います。 

それから，環境保全系統について，いろんな意味で自然との共存は難しい部分がありま

すが，親水性の確保に関する親水護岸の見直しの考え方も取り入れていただきたい。 

５番の「地域の特性に応じて定めるべき事項」については，特に「河口部に位置する市

街地では，浸水対策を進めます」と具体的に書かれていますが，公園など逃げていくとこ

ろは決めていただいているものの，現実論としてそこへ逃げて行くまでのアクセスについ

ても，今後のマスタープランで考えていただきたいところです。 

交通アクセスについては，「歴史・文化・景観の保全及び利活用に関する方針」の中で椿

大神社が出てきていますが，鈴鹿市の交通網は西に向かって年間１億等のお金をガソリン

代的に使っているのが現状で，これから１０億２０億かかるわけです。それであれば，椿

大神社へ向けて鉄道など基軸となる交通アクセスを考えていく必要があると思います。そ

の点もこのマスタープランで考えていただきたいと思います。 

 

幹事（都市整備部参事兼都市計画課長） 

 防災についてのご指摘については，３．１１以降，地震や津波に関する情報が国県から

積極的に出され，それについての皆さんが不安を抱えています。今後のまちづくりにつき

ましては，津波対策を含め，まちの方向性をどのようにもっていくかが大きな課題と考え

ています。 

鈴鹿市の場合は，他市と同様に，近鉄名古屋線を中心に，浸水の被害を受ける可能性の
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ある区域に人口密集地を抱えております。そこには，何十年もの生活があり，文化や産業

が生まれ，まちができあがってきた経緯があります。しかし，３．１１以降，その考え方

でいいのかということを突きつけられていると考えます。 

これからはコンパクトなまちづくりが基本となります。まちづくりにおいて，既存のス

トックをいかに有効活用していくかというのが非常に大きな要素となります。この点につ

いて，たくさんの方々のご意見を聞きながら，じっくり検討していきたいと考えています。 

親水護岸等については，昨年１月１日に景観計画を策定し，景観についての施策を展開

しているところですが，三重県都市マスタープランにもありますように，これからは，景

観に配慮したまちのあり方，またそれと安全面・実務面の折り合いのつけ方が，まちづく

りにおける課題のひとつでありテーマと考えます。 

アクセスについては，平成３０年度を目標に，新名神高速道路に伴うパーキングエリア

に付随するスマートインターチェンジができることにより，西部地域には，既存の鈴鹿イ

ンターチェンジと併せて，大きな国土軸の入り口ができることによって，まちとして非常

に大きな検討要素ができました。そこへのアクセスについては，道路の整備だけでなく，

公共交通機関のリンクについても議論していくことになると思います。 

しかし，Ｃバスなど既成路線の利用者数は横ばいであり，それを維持していくことのほ

うが難しいというのが現状です。その点においては，担当部局と調整を図りながら，どう

いう形にするのかを考えていきたいと思います。 

 

西川委員 

 人口フレームについて，今後世帯数が増えていくということですが，市街化区域で溢れ

る人口を受け入れるために市街化調整区域を広げていくという考え方であるということで

すか？ 

 

幹事（都市整備部参事兼都市計画課長） 

 都市計画図における着色部分が市街化区域，いわゆる法上では市街化を促進させられる

区域です。白地のところは市街化調整区域になります。 

先ほどの人口フレームの話は，市街化区域と市街化調整区域のトータル面積が基本的に

変わらないという中で，市街化区域から許容できない部分の人口が市街化調整区域に流れ

ることで，市街化区域が市街化調整区域のほうへ拡大するというふうに考えていただけれ

ばよいと思います。 

  

議長（村山会長） 

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。 

諮問第１号の諮問案に対しまして，特に反対意見もありませんでしたので，原案を適当

と判断するという答申にしたいと思います。 

これに付帯意見をつけることができるのですが，今日はいろいろご発言いただき，鈴鹿
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市のこれからの都市計画の取り組みの中で解決すべきこともありましたが，三重県として

鈴鹿市に限らず広域的に考えていくべきことも含まれていたと思いますので，２点だけ加

えてはどうかと提案します。 

まず，１点目は「人口減少に伴う市街地の空洞化に対する施策推進に鋭意努力願います」

ということです。鈴鹿市は，今のところ人口が増え続けるという予想でいきますが，局所

的には減少しているところもありますし，３２年以降のことを考えるとやはり県全体とし

て空洞化に対する施策を考えていただいたほうがよいという理由です。 

２点目は都市防災に関することです。３．１１以降関心も高まっていますし，具体的な

対応が求められていますので，付帯意見として「都市防災の観点から，市民が自然と共生

しながら安心して暮らせるまちづくりについて着実な施策推進に鋭意努力願います」とい

う内容で意見を出してみてはどうかと思いますが，いかがでしょうか？ 

 

  ≪異議なしの声あり≫ 

 

では，今のとおり答申を作りたいと思います。 

続いて，諮問第２号につきましては，人口フレームの件ですが，これも特段反対意見は

ありませんでしたので，原案を適当と判断するという答申をしたいと思います。これにつ

いては特に意見はありませんでしたので，付帯意見はなしということで答申を考えたいと

思いますが，よろしいでしょうか？ 

 

 ≪異議なしの声あり≫ 

 

これで，本日ご審議いただく案件は終了いたしました。 

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。 

 

幹事（都市整備部参事兼都市計画課長） 

その他事項として，鈴鹿市都市マスタープランの見直しについて報告させていただきま

す。 

冒頭の市長のあいさつの中にもありましたとおり，鈴鹿市都市計画マスタープランの見

直しに，本年度より本市も着手いたします。 

現在，本市を取り巻く状況は大変厳しいものとなっております。今後顕在化する人口減

少・少子高齢社会への対応や，防災・減災の観点からの土地利用の考え方の 見直し等によ

り，本市の特性に応じたまちづくりの方向性を，見出すことが求められております。 

こうした中，現行の鈴鹿市都市マスタープランとその上位計画である第５次鈴鹿市総合

計画の目標年次が，同じく平成２７年度となっており，鈴鹿市総合計画も見直しにむけた

作業に着手すると聞いております。 

また，本日ご審議いただきました三重県都市マスタープランも含め，これら上位計画と
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の整合もはかりつつ，鈴鹿市都市マスタープランについて，この目標年次を目途に，平成

２４年度，平成２５年度，平成２６年度の３カ年で見直しを行うものでございます。 

平成２４年度は，現行マスタープランの総括，前提条件の整理，市民アンケートの実施，

課題抽出等を予定しております。 

平成２５年度は，基本概念の整理，全体構想の策定，パブリックコメントの実施等を予

定しております。 

平成２６年度は，地域別構想の策定，全体のとりまとめ，パブリックコメントの実施等

を予定しております。 

以上のような工程にて作業を実施し，その進捗状況に合わせて適宜本審議会にも報告さ

せていただき，御意見を頂戴しながら，鈴鹿市都市マスタープランの見直し作業を進めて

まいりたいと考えております。 

 

議長（村山会長） 

それでは，鈴鹿市都市マスタープランの見直しについて，私から一言申し上げます。 

事務局の説明にもありましたとおり，鈴鹿市都市マスタープランの見直しと本審議会は，

重要な関係にあります。そこで，本審議会の専門委員会としての位置付けで，鈴鹿市都市

マスタープランの見直しに係る検討委員会の設置を提案したいと思います。 

検討委員会で専門的見地から十分調査，審議をした上で，本審議会に報告することとし

てはどうかと，考えております。それにより，鈴鹿市都市マスタープランの見直しに対し

て，本審議会もより効果的に機能するものと思います。 

検討委員会の設置期間は，鈴鹿市都市マスタープランの見直しに合わせ，本年度より３

カ年で考えております。 

鈴鹿市都市計画審議会運営要領第４条に，「審議会は特別の事項の調査のため必要がある

ときは，小委員会を置くことができる」とあり，今回の検討委員会はこれに該当いたしま

す。 

何かご意見はございますでしょうか？ 

 

    ≪異議なしの声あり≫ 

 

 ありがとうございます。 

 それでは，検討委員会の委員構成の案をご用意しております。事務局より，案を配布し

てもらいますのでご確認いただきたいと思います。 

 

    ≪案，配布≫ 

 

それでは，これにより，鈴鹿市都市マスタープランの見直しに係る検討委員会を設置い

たします。 
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検討委員会は適宜開催し，本都計審の委員の皆様にも報告させていただき，情報共有を

密にしながら進めていきたいと思います。よろしくお願いします。 

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諮問第１号及び諮問第２号について，別紙の

とおり市長に答申いたします。 

 

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。 

 


