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はじめに 

 

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」（以下「都市計画区域マスタープ

ラン」という。）は、都市計画法第６条の２の規定に基づき、都道府県が当該都市

計画区域全体を対象として、広域的見地から、区域区分をはじめとした都市計画の

基本的方針を定めるものです。 

そのため、都道府県は、当該都市計画区域の人口、産業等の現状及び将来の見通

しを踏まえ、住民にわかりやすい形であらかじめ長期的な視点に立った都市の将来

像やその実現に向けての大きな道筋を明らかにし、市町が策定する「市町村の都市

計画に関する基本的な方針」（以下「市町マスタープラン」という。）と連携して、

地域の特性を生かした都市計画の実現をめざします。 

三重県では、都市計画区域マスタープランの改定に先立ち、「三重県都市マスタ

ープラン改定基本方針」（以下「改定基本方針」という。）を策定し、三重県の県土

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を示しています。 

また、改定基本方針において、これまでのまちづくりにより形成された都市構造

に配慮しつつ実態の都市活動に見合う範囲で、より広域の見地から都市や地域の構

造を捉え、都市構造やインフラに大きな影響がある都市機能を調整する場として圏

域を設定し、県が都市計画法に基づき、広域調整を行うこととしております。 

そのため、第１章では、圏域全体としての広域的な観点から展望した概ね 20 年

後の将来都市像や都市づくりの目標を示します。 

第２章以降は、第１章の圏域全体の都市計画の目標を実現するために、当該都市

計画区域における概ね 10 年間の具体的な都市計画の方針を定めることとし、基準

年を平成 22 年、目標年次を平成 32 年とします。 
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第１章 北勢圏域における都市計画の目標 

１ 圏域・都市計画区域の現状と計画 

（１）圏域・都市計画区域の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 地勢、人口、産業 

本圏域は、県北部に位置し、名

古屋市を中心とする中部圏に含ま

れる区域です。 

圏域東部は、伊勢湾に面した平

野が展開し、西部は、鈴鹿山脈が

連なり、南部は、津市に接してい

ます。 

圏域全体の人口及び世帯数の増

加率は、県内最大であり、人口に

ついては、高齢化が進む中、臨海

部で増加傾向、内陸部で減少傾向

を示しており、世帯数は、圏域全

体で増加傾向を示しています。 

県内最大の産業集積地として県

内経済を牽引してきている中、工

業は、近年の内陸部における液晶

関連産業の集積等により、製造品

出荷額が顕著な伸びを示していま

すが、商業は、小売業の商品販売

額が圏域全体で減少傾向を示して

います。 

 

 

 

【【構構成成市市町町】】  
・四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、木曽岬町、東員町、 
菰野町、朝日町、川越町の５市５町 
【【構構成成都都市市計計画画区区域域】】  
・桑名都市計画区域（桑名市の一部、いなべ市の一部、木曽岬町、東員町） 
・四日市都市計画区域（四日市市の一部、菰野町の一部、朝日町、川越町） 
・鈴鹿都市計画区域（鈴鹿市の一部） 
・北勢都市計画区域（いなべ市の一部） 
・大安都市計画区域（いなべ市の一部） 
・亀山都市計画区域（亀山市の一部、津市の一部） 

【【北北勢勢圏圏域域位位置置図図】】  

いいななべべ市市  

桑桑名名市市  
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伊伊賀賀市市  

【【圏圏域域内内市市町町別別人人口口のの推推移移とと予予測測】】  
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また、本圏域における農業は、県

内で最大規模を誇りますが、農業

産出額、経営耕地面積、就業人口、

農家数ともに大幅な減少傾向が継

続しています。 

なお、今後も社会経済情勢が絶

えず変化し、将来人口推計におい

ても人口減少及び高齢化が進行す

ることが予想されています。 

イ 市街化動向（新築等） 

区域区分を定める都市計画区域

（以下「線引き都市計画区域」と

いう。）における新築（住居系・商

業系・工業系）の約 80％が市街化

区域内の立地です。 

しかし、区域区分を定めない都市計画区域（以下「非線引き都市計画区域」

という。）では、用途地域外への新築が多く、幹線道路沿道や鉄道沿線におい

て顕著になっています。 

都市的土地利用（面積）については、住居系、商業系、工業系とも圏域全体

で増加傾向を示していますが、線引き都市計画区域の市街化区域では、工業系

土地利用が、非線引き都市計画区域の用途地域では、住居系土地利用が減少し

ています。 

ウ 道路・交通 

東名阪自動車道、伊勢湾岸自動車道、国道１号、国道 23 号を骨格とした幹

線道路網が形成されている中、新名神高速道路、東海環状自動車道、北勢バイ

パス等の整備が進められています。また、四日市港の整備も進められています。 

移動の交通手段（全目的）については、自動車利用が約 64％を占め、公共交

通利用は、全国の類似した都市圏の平均をやや上回っているものの、９％程度

となっています。なお、通勤・通学時は、自動車利用の増加傾向と公共交通利

用の減少傾向が顕著になっています。 

このような状況にあって、鉄道利用者が過去 10 年間で約 20％減少している

ほか、利用者の減少から路線バスの廃止も見られるなど、本格的な高齢社会へ

の対応や暮らしやすさを維持するための公共交通のサービス水準の低下が懸

念されているところです。 

本圏域には、自動車ＮＯx・ＰＭ法の対策地域があり、車種規制等の対策が

とられていますが、一部の自動車排気ガス測定局で環境基準を満たしていない

状況にあります。 

 

【【圏圏域域内内市市町町別別製製造造品品出出荷荷額額のの推推移移】】  
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エ 自然環境、災害等 

本圏域は、自然公園区域が３区域指定されるなど、豊かな自然環境を有する

とともに、歴史や文化などの多様な地域資源を有しており、これらの適切な保

全を前提とする広域交流への活用が期待されています。 

しかし、東海地震、東南海・南海地震の被害想定においては、都市機能や人

口が集積する沿岸部を中心に、大きな被害の発生が想定されています。また、

地球温暖化に伴う気候変動などの影響もあり、風水害や土砂災害の発生が懸念

されています。 

 

（２）圏域・都市計画区域の計画 

本圏域は、産業集積の中核的な役割を果たす区域として、多様な取組を進め

ることとしています。 

また、本圏域が有する豊かな自然環境や歴史・文化等の多様な地域資源を生

かした観光の魅力づくり・人づくりについても重要な取組となっています。 

このような中、新名神高速道路や北勢バイパス等の道路網や四日市港等の交

通基盤に加え、地域の暮らしの充実を図るための都市環境整備が進められるこ

ととなっています。 

なお、市町においても、集約型都市構造の構築に向け、さまざまな取組が進

められているところです。 
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２ 圏域・都市計画区域において都市計画が担うべき中心課題 

本圏域は、今後、人口減少及び高齢化の進行が予想されますが、工場立地につ

いては、人口の増減に相関するものではなく、また本圏域では、高規格道路等の

都市基盤整備も進むことから、経済情勢の動向を見据えながらも、今後も産業集

積を進めていく必要があります。 

そのため、本圏域は、産業集積の中核的な役割を担う区域として、更なる産業

の活性化を支援するための高速道路インターチェンジ（以下「ＩＣ」という。）

や幹線道路沿道への産業集積や四日市コンビナートの活性化を支援するための

臨海部の有効活用を進めることが求められています。 

また、郊外における開発の抑制と効率的な都市経営を推進する観点から、市街

地が低密度に拡散することを抑制し、市街化区域及び非線引き都市計画区域にお

ける用途地域へ都市機能を集約することが必要です。 

商業機能は、中心市街地や主要な駅周辺等の既存ストックの活用が可能な区域

への集約が必要です。 

 

本格的な高齢社会への対応と地球温暖化対策としての環境負荷の低減に向け、

利便性の高い公共交通ネットワークの構築とサービスレベルの維持・向上を図る

とともに、公共交通の利用を促進するための交通結節点及び周辺施設の整備も必

要です。 

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域がある本圏域は、ＮＯｘ・ＰＭの排出量削減の

観点からも、公共交通の利用促進が求められます。 

 

幹線道路沿道等に都市機能の拡散等の恐れが生じる場合は、無秩序な新築等の

抑制に向けた都市計画制度の適用が必要です。 

市街化調整区域及び非線引き都市計画区域における用途地域未指定エリアで

は、地域のコミュニティ支援を目的とする適切な土地利用規制や誘導を図るほか、

優良農地を保全しながら、豊かな自然環境を背景とする田園景観や個性ある歴

史・風土・文化資産を生かしたまち並みの保全と観光への利活用を図り、広域交

流を促進することが必要です。 

 

施設面では、人口減少等の社会情勢の変化を十分に踏まえたうえで、産業集積

や交流促進、県民生活を支える幹線道路ネットワークや公共下水道等を必要に応

じ見直しながら整備を促進するとともに、良好な住環境形成に向けて都市施設の

充実を計画的・効率的に進めることが必要です。 

更に、沿岸部を中心に地震災害による大規模な被害が想定されていることや、

風水害が懸念されていることを踏まえ、災害に強いまちづくりに向けた都市基盤

整備等を進めることが必要です。 
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３ 都市計画の理念と目標 

 

 

 

 

 

 

 

（１）持続可能な地域づくり 

－都市機能の集約化と広域連携による中核的圏域づくり－ 

地球温暖化対策としての環境負荷の低減や本格的な高齢社会に対応した都

市づくりに向け、圏域における役割に応じつつ、地域の個性を生かした多様な

拠点（広域拠点や地域拠点等）を形成・配置し、各拠点の相互連携が可能な集

約型都市構造の構築をめざします。 

特に、中心市街地は、集約型都市構造の要として、交通結節点及び周辺等に

おいて、公共交通の利用促進とともに、これまで集積させてきた既存ストック

を活用し、更なる都市機能の集約を図ります。 

なお、都市構造に大きな影響を及ぼす大規模集客施設については、中心市街

地以外への新たな立地を抑制するなど、集約型都市構造の構築に向けた立地の

適正化を図ります。 

 

（２）地域活力の維持・向上 

－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－ 

環境との共生やエネルギー効率を考慮しながら、東名阪自動車道、伊勢湾岸

自動車道、新名神高速道路（整備中）、東海環状自動車道（整備中）の各ＩＣ

周辺や幹線道路沿道への産業の集積と臨海部における活性化を図ります。 

自然や文化等の多様な地域資源を生かした集客施設による広域的な交流を

促すことで活力ある圏域づくりを進めます。 

 

（３）安全で快適な生活環境の創造 

－災害に強く、人にやさしい圏域づくり－ 

防災・減災に向けて必要な都市基盤整備を促進し、災害に強い都市づくりを

進めるとともに、災害時の防災・医療の拠点と各地域の連携についても強化し、

安全・安心な生活を可能とする生活環境づくりを進めます。 

本格的な高齢社会に対応するため、高齢者や障がい者、子ども等の全ての

人々が安全で安心して生活できる生活環境を形成するため、ユニバーサルデザ

インを考慮しながら施設の整備・維持を図ります。 

 

『風土と現代が交わる舞台に活力があふれるまち』
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。 
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（４）美しく魅力と個性にあふれる地域づくり 

－魅力と個性を生み出す地域づくりによる多様性のある圏域づくり－ 

本圏域内の自然、歴史・文化、景観等、多様な地域資源を生かした地域独自

の取組を支援することで、個性ある地域づくりを進めるとともに、それらを連

携させることで、さまざまな魅力があふれる圏域づくりを進めます。 

 

（５）県民が主役の地域づくり 

都市づくりの主役は県民であることから、県民の参画と協働による取組を推

進するため、県民が参画しやすい環境づくりを進めます。 

このため、都市計画や都市づくりに関する知識の普及や積極的な情報提供を

行うとともに、県民意見の反映機会の増加を図ります。 

 

 

P.9
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４ 圏域・都市計画区域の将来都市構造図 

（１）拠点的市街地の形成 

ア 持続可能な地域づくり 

－都市機能の集約化と広域連携による中核的圏域づくり－ 

（ア）広域拠点 

広域拠点は、本圏域のうち集約型都市構造の要となる中心市街地であり、

交通結節点周辺に市町を越えた広域から公共交通等の利用によって多く

の人やモノを集め、商業・業務、文化等の広域交流や都心居住を促進する

多様な都市機能を集約させる区域を対象に位置づけます。 

広域拠点の中で、今後とも新たな大規模集客施設の立地を許容する区域

を広域拠点（集積型）、新たな大規模集客施設の立地を許容しない区域を

広域拠点(維持型)として区分します。 

（イ）集客拠点 

圏域を越える広域からの集客・交流がある総合レジャー型の大規模集客

施設（延床面積１万㎡超）については、集客拠点として位置づけます。 

イ 地域活力の維持・向上 

－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－ 

（ア）工業系土地利用 

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、新たな産

業の立地・誘導や既存産業の維持を目的に、工業系用途地域、用途地域外

の一団の既設工業用地、用途地域外における工業系土地利用構想・計画地

を工業系土地利用として位置づけます。 

（イ）交流拠点 

地域の個性を生かし、広域交流を行う観光施設等については、交流拠点

として位置づけ、交流による地域活力の維持・向上を図る区域として、ア

クセスの向上や相互連携を促し、更なる交流の促進を図ります。 

（ウ）国際交流拠点 

国際貿易や県外との連携を担う港湾については、国際交流拠点として位

置づけます。 

ウ 安全で快適な生活環境の創造 

－災害に強く、人にやさしい圏域づくり－ 

（ア）広域的な防災拠点 

広域的な防災機能を備えた施設や災害時に拠点となる医療機関等を広

域的な防災拠点として位置づけ、地域との連携強化により、圏域の防災機

能の向上を図ります。 

P.10
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エ 美しく魅力と個性にあふれる地域づくり 

－魅力と個性を生み出す地域づくりによる多様性のある圏域づくり－ 

（ア）自然交流地区・自然交流拠点 

自然公園区域については、自然交流地区、国営・県営公園等の広域的な

公園や自然公園区域内等にある自然環境を生かした交流活動施設等を自

然交流拠点としてそれぞれ位置づけ、アクセスの向上を促すなど、魅力あ

ふれる圏域の形成を図ります。 

（イ）歴史・文化拠点 

個性ある歴史・文化、景観を生かした魅力ある地域づくりを行う区域や

施設については、歴史・文化拠点として位置づけ、地域づくりの支援やア

クセスの向上を進め、個性豊かな圏域の形成を図ります。 

 

 

 

 

 

P.11
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◆ 将来圏域構成（拠点） 

拠点名 市町名 都市計画区域 拠点名称 

広域拠点 

（集積型） 

桑名市 桑名 
近鉄・養老鉄道・JR桑名駅、三岐

鉄道西桑名駅周辺 

四日市市 四日市 近鉄四日市駅～JR四日市駅周辺 

鈴鹿市 鈴鹿 近鉄白子駅周辺 

広域拠点 

（維持型） 

桑名市 桑名 
新西方地区周辺 

星川地区周辺 

四日市市 四日市 

近鉄・三岐鉄道・JR富田駅周辺 

近鉄日永駅周辺 

尾平・生桑地区周辺 

鈴鹿市 鈴鹿 

近鉄鈴鹿市駅・伊勢鉄道鈴鹿駅周

辺 

近鉄平田町駅周辺 

亀山市 亀山 ＪＲ亀山駅周辺 

集客拠点 
桑名市 桑名 浦安地区（ナガシマスパーランド）

鈴鹿市 鈴鹿 鈴鹿サーキット 

交流拠点 
いなべ市 － いなべ市農業公園 

菰野町 － 湯の山温泉 

国際交流拠点 四日市市 四日市 四日市港 

広域的な 

防災拠点 

四日市市 四日市 

四日市港 

市立四日市病院 

三重県立総合医療センター 

鈴鹿市 鈴鹿 

中勢広域防災拠点（三重県消防学

校） 

鈴鹿中央総合病院 

中勢広域防災拠点（三重県営鈴鹿スポーツ

ガーデン） 

いなべ市 北勢 いなべ総合病院 

自然交流地区 

四日市市/鈴鹿市/いな

べ市/亀山市/菰野町 
－ 鈴鹿国定公園 

桑名市/いなべ市/木曽

岬町 
桑名 水郷県立自然公園 

鈴鹿市 鈴鹿 伊勢の海県立自然公園 

自然交流拠点 

桑名市 桑名 
国営木曽三川公園（カルチャービ

レッジ） 

四日市市/いなべ市/菰

野町 
四日市/大安 北勢中央公園 

菰野町 四日市 三重県民の森 

鈴鹿市 鈴鹿 鈴鹿青少年の森公園 

亀山市 亀山 亀山サンシャインパーク 

歴史・文化拠点 

桑名市 
桑名 桑名城下町地区 

－ 多度大社 

鈴鹿市 鈴鹿 椿大神社 

亀山市 亀山 亀山関宿伝統的建造物群保存地区

※工業系土地利用は、土地利用を図る位置を示しており、他の拠点のように、施設名等の具体的

な名称で表記できないため、構造図にのみ記載し、上記表には記載していません。 

 

 

 

P.12
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（２）連携軸（プロジェクトの連携、交通体系の連携、環境軸等）の形成 

連携軸は、圏域内の各拠点や圏域と他圏域、県外との相互連携を支援するも

のとし、以下に示す各要素を位置づけます。 

 

◆ 将来圏域構成（連携軸） 

連携軸名 位置づけ 対象 

広域連携軸 
◆ 主に、圏域間や県外との連携

を担う幹線道路、鉄道及び航路

高速道路等の高規格幹線道

路・圏域外を連絡する国道、

鉄道及び主要航路 

拠点間連携軸（道路交通） 

◆ 主に、広域拠点等の圏域内の

拠点間の連携や産業誘導を担う

幹線道路 

圏域内の国道及び主要な県

道等 

（幹線バス交通を含む） 

拠点間連携軸（鉄道） 

◆ 主に、広域拠点等の圏域内の

拠点間の連携や産業誘導を担う

鉄道 

鉄道 

防災連携軸 

◆ 災害時に広域的な防災拠点や

関係拠点を結び、物資輸送等を

担う幹線道路 

緊急輸送道路 

緑のネットワーク軸 
◆ 圏域内の豊かな自然環境と市

街地を連携する河川や海岸線 

主要河川（河川沿いの緑及

び水面）や海岸線 

歴史連携軸 
◆ 地域の歴史や文化を連携する

歴史的な街道 
主要な歴史的街道 

 

 

 

 

 

P.13
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◆ 北勢圏域構造図（１／２） 
【持続可能な地域づくり】 

・都市機能の集約化と広域連携による中核的圏域づくり 

【地域活力の維持・向上】 

・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 

【安全で快適な生活環境の創造】 

・災害に強く、人にやさしい圏域づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※広域連携軸及び拠点間連携軸は、本計画策定時

の道路及び計画・構想を示したものです。 P.14
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◆ 北勢圏域構造図（２／２） 
【美しく魅力と個性にあふれる地域づくり】 

・魅力と個性を生み出す地域づくりによる多様性のある圏域づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※広域連携軸及び拠点間連携軸は、本計画策定時

の道路及び計画・構想を示したものです。 

P.15
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（３）拠点的市街地整備の方針 

ア 広域拠点における土地利用の方針 

広域拠点は、商業・業務、文化、居住機能等の多様な都市機能を集約させる

ことで中心市街地の活性化を図るため、必要な都市計画制度を適用し、市街地

整備を進めます。 

これらの中で、広域拠点（集積型）では、新たな大規模集客施設の立地を許

容するため、その中心となる鉄道駅等から約１㎞の範囲において、商業地域や

近隣商業地域の用途地域を維持します。また、広域拠点（維持型）では、既存

の大規模集客施設の立地を許容するため、対象とする既存の大規模集客施設の

区域について、商業地域や近隣商業地域の用途地域を維持又は指定します。 

上記以外の商業地域や近隣商業地域及び準工業地域の用途地域は、大規模集

客施設の立地を抑制するため、市町のまちづくりの方針に基づき特別用途地区

の併用指定等を行います。 

イ 工業系土地利用誘導ゾーンにおける土地利用の方針 

工業系土地利用において、県が選定基準により位置づけた、用途地域外にお

ける工業系土地利用構想・計画地及び工業系用途地域で２ha 以上の未利用地が

ある区域を、工業系土地利用誘導ゾーンと位置づけ、臨海部にある低・未利用

地の活用とともに大規模工業施設の立地を進めます。なお、立地・誘導を図る

具体的な業種等の選定については、市町主体で行います。 

また、上記以外の区域で市町マスタープランにおいて工業系土地利用の位置

づけがある区域に関して、市町が主体となって都市計画を変更する場合は、本

マスタープランの目標に即すこととします。 

P.16
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◆ 工業系土地利用誘導ゾーン（北勢圏域） 
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ウ 集客拠点における土地利用の方針 

広域からの集客交流を促進するため、大規模集客施設の維持・拡張等を可能

にする用途地域を維持又は指定します。 

エ 交流拠点における土地利用の方針 

交流拠点として位置づけた観光施設等については、交流による地域活力の維

持・向上に資するためのアクセスの向上や相互連携の促進を図ります。 

また、当該施設にそぐわない土地利用の抑制や周辺の景観との調和のため、

都市計画法以外の法制度との連携を図ります。 

オ 国際交流拠点における土地利用の方針 

国際交流拠点として位置づけた四日市港については、国際交流を促進し、地

域活力の維持・向上に資するとともに、低・未利用地の有効活用のため、必要

な施設整備を図ります。 

カ 広域的な防災拠点における土地利用の方針 

広域的な防災拠点として位置づけた各施設については、施設の維持・活用の

ため、周辺地域の市街地整備やアクセス道路沿道の公共施設等の耐震化を進め

るなど、拠点周辺地域の防災性向上を図ります。 

キ 自然交流地区・自然交流拠点における土地利用の方針 

自然交流地区や自然交流拠点として位置づけた区域については、地域の豊か

な自然環境を生かした交流を促進するため、風致地区の適用等や都市計画法以

外の法制度との連携等により、区域の保全を図ります。 

ク 歴史・文化拠点における土地利用の方針 

歴史・文化拠点として位置づけた区域については、個性ある歴史・文化、景

観を生かした魅力ある地域づくりを行うため、当該区域の周辺を含めて景観地

区等の地域地区や地区計画等の適用を図るほか、都市計画区域外にある歴史・

文化拠点については、都市計画法以外の法制度との連携により、区域の保全を

図ります。 

P.18
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（４）集約型都市構造の構築を支援する都市施設整備等の方針 

集約型都市構造の構築に資する拠点的市街地整備にあたっては、都市機能に

応じた拠点の形成とともに、相互に連携させることが重要であり、圏域構造を

見据えながら、それらを支援する公共交通を含めた総合的な交通体系の構築が

必要です。 

道路については、拠点間の円滑な連携を効率的に実現するため、既存ストッ

クを有効に活用しながら交通需要や都市機能の連携に対応するとともに、安全

性や沿道環境を考慮し、道路の役割に応じた階層的な道路ネットワークの構築

を進めます。 

また、「三重県都市計画道路の見直しガイドライン」に基づき、県と市町の

協働によって、長期未着手になっている都市計画道路について必要性の検証や

見直し等を進めます。 

公共交通については、本格的な高齢社会への対応や環境負荷の低減において

重要性が高まっており、鉄道駅やバス停等の交通結節点及び周辺整備等を進め、

歩行者や自転車等の交通との結節を強化するなど、公共交通の利便性を高め、

利用促進を図ります。 

多くの人が集まる拠点は、ユニバーサルデザインを考慮しながら、多様で良

好なアクセスを可能とする交通体系の形成を促進するとともに、周辺地域では、

歩行者や自転車等の安全性を高め、休憩施設やたまり空間を備えた快適な歩行

系ネットワークの形成を図ります。 

また、地域の歴史・文化、景観等を生かしながら、沿道のまちづくりととも

に、良好な沿道景観の保全・創出を図ります。 

市街地への都市機能の集約を支援するため、幹線道路ネットワークや公共下

水道等を必要に応じ見直しながら整備するなど、都市施設の計画的・効率的な

整備を図ります。 

P.19
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５ 北勢圏域における今後の課題 

（１）一体の都市の形成に向けた当面の取組 

本圏域は、桑名、四日市、鈴鹿の各都市計画区域の市街化区域を中心に、

圏域全体で一体の都市活動が行われている状況であり、長期的には１つの生

活圏として、一体の都市形成を図ることが望ましいと考えます。 

しかし、当面は、隣接・近接都市計画区域とのつながりを意識しながら、

都市計画区域ごとに、広域拠点（集積型）を中心とした各拠点への都市機能

の集約を進め、集約型都市構造の構築に取り組みます。 

特に、非線引き都市計画区域については、市街地の低密拡散の抑制を前提

とする土地利用コントロールを行うため、区域区分等の必要な制度の適用に

ついて検討します。 

また、今後、都市計画区域外の一定の範囲において、市街化動向が見られ

る場合は、都市計画区域への編入や準都市計画区域の指定等、適切な対応を

図ります。 

 

（２）都市計画区域と都市計画区域外との関連性 

ア 菰野町の四日市都市計画区域外の区域 

当該区域は、隣接する四日市都市計画区域や大安都市計画区域との地形的

分断がなく、市街化動向が見られることから、都市計画区域への編入や準都

市計画区域の指定、又は条例等による規制・誘導等、具体的な都市的土地利

用の規制・誘導方策を検討し、適正かつ総合的な土地利用を推進します。 

イ いなべ市（旧北勢町）の北勢都市計画区域外の区域 

当該区域には、工場立地法に定められた工場適地があり、今後、工業集積

等を積極的に進める場合は、計画の進捗状況にあわせ、都市計画区域への編

入を検討します。 

ウ 桑名都市計画区域と大安都市計画区域の区域界周辺の区域 

当該区域には、境界の不整合による都市計画区域外の地域があります。 

この周辺には、東海環状自動車道大安ＩＣ（仮称）や都市計画道路東員大

安線の整備が位置づけられている中、市街化動向が見られることから、道路

整備の進捗にあわせて、必要な調査を実施した後、都市計画区域への編入に

向けて検討します。 

 

 

 

 

P.20
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エ 亀山都市計画区域の都市計画区域外の区域 

当該区域では、都市計画区域の北側に整備された広域農道の沿道において

は、現在、都市的土地利用がなされておらず、農業振興地域や地域森林計画

対象民有林の指定を受けていますが、商業施設等の立地の可能性も否定でき

ないことから、今後の動向を見極め、都市的土地利用の発生が懸念される場

合には、準都市計画区域の指定について検討します。 

オ 都市計画区域の再編 

いなべ市については、合併後に策定された市町マスタープランにおいて位

置づけられたまちづくりの方針に即し、３つの都市計画区域を維持します。 

 

P.21
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第２章 土地利用規制の基本方針 

１ 区域区分の要否 

本区域では、区域区分の適用を継続します。 

本区域の人口は、過去 10 年にわたって増加傾向を示しており、今後もしばら

くは微増しますが、その後減少傾向に転ずることが見込まれます。 

しかし、広域拠点における都市機能の維持や集約、高規格幹線道路や幹線道路

の整備に伴う市街地の拡散を抑制し、都市計画区域内の自然環境を保全する必要

があるため、区域区分の適用により土地利用の適正な規制・誘導を図ります。 

 

２ 区域区分の方針 

  本区域における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ます。 

（１）概ねの人口                       三重県推計値 

区分               年次 平成 22 年（基準年） 平成 32 年（目標年次）

都市計画区域内人口 197 千人 概ね 199 千人

市街化区域内人口 152 千人 概ね 154 千人

 

（２）概ねの産業の規模                    三重県推計値 

区分        年次 平成 22 年（基準年） 平成 32 年（目標年次） 

生産 

規模 

製造品出荷額 17,348 億円 概ね 18,117 億円

卸小売販売額 3,805 億円 概ね 4,235 億円

就業 

構造 

第１次産業 3.3 千人（ 3.4％） 概ね 2.6 千人（ 2.6％）

第２次産業 38.3 千人（38.7％） 概ね 35.3 千人（36.0％）

第３次産業 57.3 千人（57.9％） 概ね 60.4 千人（61.4％）

 

（３）目標年次の市街化区域の概ねの規模及び現在市街化している区域との関係 

区分               年次 平成 22 年（基準年） 平成 32 年（目標年次）

市街化区域面積 3,713ha 概ね 3,713ha

※平成 32 年の市街化区域面積は、保留する人口フレームに対応する面積を含んでいま

せん。 
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第３章 主要な都市計画の決定方針 

１ 土地利用に関する主要な都市計画の決定方針 

（１）区域における拠点的土地利用 

本区域は、圏域において広域拠点（集積型）として位置づけた近鉄白子駅

周辺と広域拠点（維持型）として位置づけた近鉄鈴鹿市駅・伊勢鉄道鈴鹿駅

周辺、近鉄平田町駅周辺では、商業・業務を中心とする都市機能を相互に分

担し、地域の拠点的な土地利用を図ります。 

 

（２）主要用途の配置方針 

ア 住宅地 

広域拠点では、土地の高度利用や複合利用等により、都心居住の促進・支

援を図ります。 

既存の市街地では、定住人口の維持や地域コミュニティの増進を図るため、

住居系用途地域の指定を維持するとともに、個性あるまちづくりを支援する

ため、地域の実情を踏まえた用途地域の見直しや地区計画の適用を図ります。 

良好な居住環境を備えた郊外の住宅団地では、歩行者の安全性を確保する

ための整備や公共交通の利便性を向上するための支援等を促進し、今後とも

地域コミュニティの維持・増進を図ります。 

低層・高密な住宅地では、良好な居住環境を形成するため、建物の建て替

え等にあわせて、道路や公園等の都市施設の整備を促進します。 

市街化区域内で低・未利用地や農地が多い地区では、地域の特性に応じ計

画的に宅地化を進めるため、土地区画整理事業等を検討します。 

イ 商業・業務地 

広域拠点（集積型）では、新たな大規模集客施設の立地を許容するため、

商業地域又は近隣商業地域の指定を維持するとともに、適切に用途地域の変

更を行うことにより、広域交流施設の積極的な誘導を図ります。 

広域拠点（維持型）は、広域拠点（集積型）とともに中心市街地の一翼を

担う拠点であり、既存の大規模集客施設の立地を維持しつつ、大規模集客施

設以外の多様な都市機能を集約させるため、商業地域又は近隣商業地域の指

定を維持します。 

なお、これらの広域拠点では、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、土地区画整理事

業等について検討します。 

地域住民の日常の消費需要に対応する広域拠点以外の商業・業務地では、

大規模集客施設の立地を抑制します。なお、大規模集客施設の立地の可能性

がある場合は、必要に応じて特別用途地区の併用指定を促進します。 
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集客拠点として位置づけた鈴鹿サーキットでは、広域的な集客交流を行う

機能を維持するため、必要に応じ、用途地域の変更等を行います。 

ウ 工業地 

圏域において位置づけた工業系土地利用誘導ゾーンについては、積極的に

企業誘致を図り、必要な都市基盤の整備を進めます。 

市街化区域内の工業系用途地域内の未利用地は、既存ストックを活用し計

画的な集積を進めます。 

市街化調整区域に位置する工業系土地利用誘導ゾーンは、必要な都市施設

の整備や企業の進出にあわせて、地区計画制度の適用や必要に応じて市街化

区域への編入及び工業系用途地域の指定を進めます。 

工業地域で、住・商・工が混在している地域では、それぞれの地域の実情

に応じて、計画的に工業系若しくは住居系への転換を図るなど、適正な用途

地域へ変更します。 

 

（３）市街地における建築物の密度構成に関する方針 

市街地における既存ストックの活用や市街地郊外における自然環境の保全

等を考慮し、広域拠点の配置を基本として、建築物の密度構成を調整するこ

とで、集約型都市構造の構築を図ります。 

広域拠点（集積型）では、多様な都市機能を集約するため、土地の高度利

用・複合利用により、容積率 400％、建ぺい率 80％を基本としますが、地域

の特性に応じた高密度な市街地の形成を図るとともに、それらの周辺の区域

では、中密度な市街地の形成を図ります。 

工業系の土地利用を図る地域では、容積率 200％、建ぺい率 60％を基本と

します。 

その他の区域では、現在の密度を維持し、良好な住宅団地等では、ゆとり

ある居住環境を維持します。 

 

 

（４）市街地における住宅建設の方針 

広域拠点（集積型）では、都心居住の促進に向けた土地の高度利用・複合

利用を進めるため、市街地再開発事業等により、道路や公園・緑地等の施設

整備と住宅建設を一体的に進めます。 

歴史的まち並みの残る伊勢街道や東海道の旧街道沿いでは、歴史的景観を

保全するため、周辺景観と調和した住宅の建設に努めます。 
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（５）市街地において特に配慮すべき問題等を有する市街地の土地利用の方針 

ア 土地の高度利用に関する方針 

広域拠点では、商業・業務、文化等の都市機能の集約や都心居住を促進す

るため、必要な都市施設等を総合的に再整備し、土地の合理的かつ健全な高

度利用と都市機能の充実を促進します。 

イ 用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

住居系の土地利用が進む工業系用途地域や未利用地が多い工業系用途地域

において、宅地開発等の動向を見据え、良好な居住環境の形成と周辺環境と

の調和を図る必要があるものについては、実態にあわせて用途地域の見直し

を図ります。 

ウ 居住環境の改善又は維持に関する方針 

市街地内の低層・高密な住宅地では、良好な居住環境を形成するため、道

路や公園等の都市施設の整備を進めます。 

地震による建物の被害を軽減し、県民の生命や財産を守るため、昭和 56 年

の建築基準法改正以前に建設された住宅については、「三重県耐震改修促進計

画」等に基づき、耐震診断や耐震補強等を支援し、耐震化を促進します。 

多くの低・未利用地を抱える住宅地では、それらを活用した良好な居住環

境の形成方針を明らかにしたうえで、方針に応じた地区計画や面的整備の適

用等を進めます。 

今後、少子・高齢化が進む良好な居住環境を備えた郊外の住宅団地では、

歩行者の安全性を確保するための整備や公共交通の利便性を向上するための

支援等を促進し、今後とも地域コミュニティの維持・増進を図ります。 

エ 市街化区域内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針 

市街地における身近な緑地の適切な維持や保全を図るため、公園・緑地や

街路樹等の維持、公共施設や民地内の緑化等について、市民や市内事業者と

の協働により取り組みます。 

 

（６）市街化調整区域の土地利用の方針 

市街化調整区域では、集約型都市構造の構築をめざすため、市街化の抑制

を基本としつつ、必要に応じて、地域コミュニティの維持や工業の増進等を

目的とする一定規模以上の開発について、市街化調整区域の性格を変えない

範囲で計画的に取り組みます。 

ア 優良な農地との健全な調和に関する方針 

一団の優良農地については、引き続き開発を抑制し、保全を図ります。 

イ 災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

農地や山地等については、保水・涵養機能を維持するため、市街化を抑制

します。 
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土砂災害の危険性が高い地域では、現在の土地利用を踏まえつつ、新たな

宅地化や開発行為を抑制します。 

ウ 自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 

区域北西部の鈴鹿国定公園の山並みや伊勢の海県立自然公園等の海岸線、

鈴鹿川をはじめとする河川は、区域の魅力と個性を生み出す自然環境として

保全を図ります。 

特に、自然環境形成の観点から保全が必要な区域については、公園・緑地、

風致地区等を検討します。 

エ 秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針 

市街化調整区域の集落等では、集落の維持を図るため、必要な区域につい

て地区計画制度を活用し、日常生活における利便性の向上に資する機能の導

入を図ります。 

また、工業の増進等を目的とする一定規模以上の開発は、立地の確実性、

周辺環境への影響等を勘案し、計画的に市街化を図ります。 

なお、計画的に面的整備を検討、実施している区域は、有効な土地利用を

進めるため、事業の実施が確実となった段階で必要な施設を都市計画に定め

るとともに、必要に応じて市街化区域に編入します。 

 

 

２ 都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定方針 

（１）交通施設の都市計画の決定方針 

ア 交通体系の整備方針 

本区域では、各交通手段の適切な連携のもと、区域の中心となる近鉄白子

駅周辺、近鉄鈴鹿市駅・伊勢鉄道鈴鹿駅周辺、近鉄平田町駅周辺を総合交通

体系の要と位置づけ、白子駅前広場整備事業を進めるなど交通結節機能の充

実を図ります。 

本区域の道路は、中部圏や近畿圏とを連携する高速自動車国道とのアクセ

スを向上させるため、北勢バイパス（国道１号）、中勢バイパス（国道 23 号）

及び鈴鹿亀山道路等、新たな道路網の整備により、交通処理機能を強化し、

広域交流を促進します。 

都市計画道路は、社会・経済情勢や住民の意向等を踏まえながら、道路の

機能を明確にしたうえで、必要に応じた計画の見直しを進めます。 

また、本区域の鉄道は、中部圏や近畿圏との広域交流を支えるとともに、

環境や人にやさしく、誰もが円滑に移動できる公共交通網の形成を図るため、

自動車交通、バス交通、自転車・徒歩と適切に連携することで利便性を向上

させ、利用促進及び路線の維持を図ります。 
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イ 主要な施設の配置方針 

（ア）道路 

ａ 高規格幹線道路等 

東名阪自動車道については、圏域外と連携する現在の機能を維持し、新

たな広域連携軸としての新名神高速道路については、早期供用に向けて一

層の整備促進を図るとともにＰＡ（パーキングエリア）に設置するスマー

トＩＣ関連施設について、周辺環境や景観も踏まえ検討を進めます。 

また、新名神高速道路へのアクセス強化及び鈴鹿市と亀山市の連携強化

に資する鈴鹿亀山道路については、事業化に向けた検討を進めます。 

ｂ 幹線道路 

本区域の骨格を形成し、名古屋市及び亀山市を経由して滋賀県を結ぶ国

道１号、名古屋市及び中南勢圏域並びに伊勢志摩圏域を結ぶ国道 23 号につ

いては、幹線道路の機能を維持しつつ、機能強化に向け北勢バイパス（国

道１号）、中勢バイパス（国道 23 号）の整備を促進します。 

圏域において連携軸として位置づけ、区域内の広域拠点、自然交流地区

及び自然交流拠点、歴史・文化拠点等を相互に連携する国道１号、国道 23

号、国道 306 号、主要地方道鈴鹿環状線等の幹線道路については、必要な

整備を進めるとともに、機能の維持を図ります。 

また、鈴鹿市の環状道路として位置づける都市計画道路汲川原橋徳田線

と市街地から高速道路へのアクセス機能を有する主要地方道神戸長沢線に

ついては、４車線化し、機能強化を図ります。 

圏域において防災連携軸に位置づけた幹線道路については、緊急輸送道

路として防災機能の維持や強化を図ります。 

（イ）鉄道 

鉄道は、本格的な高齢社会に対応した、また地球環境にやさしい公共交

通として、持続可能な地域づくりの実現に向けて中心的な役割を担います。 

そのため、バス交通等ほかの公共交通や自動車交通との連携強化を促進

し、公共交通の骨格として路線を今後も維持します。 

本区域にあるＪＲ線、近鉄線、伊勢鉄道においては、交通結節点及び駅

周辺の駐車場、駐輪場やアクセス道路等の周辺整備によって利便性の向上

を図ります。 

また、東西の大都市圏を連結する広域連携軸として、輸送サービスの向

上のため、ＪＲ関西本線の複線化の整備を促進します。 

（ウ）その他 

バス交通については、既存路線の維持・強化を支援するとともに鉄道と

の一体的な利用を促進するための交通結節点及び周辺の整備に努めます。 

市街地の郊外にある集落地等と市街地の連携にあっては、高齢者等の移
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動円滑化の支援やノーマライゼーションの推進のため、C-BUS（コミュニテ

ィバス）の運行により支援するとともに新しい交通サービスの開発・実施

を検討します。 

また、公共交通利用促進に向けた取組として、企業・住民とのモビリテ

ィマネジメント等について検討します。 

ウ 主要な施設の整備目標 

概ね 10 年以内に整備（着手を含む）を予定する主要な施設は、以下に示す

とおりです。 

 ■主要な施設の整備目標（道路） 

種別 都市計画道路名 路線名 

道路 

1･2･1 第二名神自動車道 新名神高速道路 

3･1･28 北勢バイパス 国道 1号（北勢バイパス） 

3･1･1 中勢バイパス 国道 23 号（中勢バイパス） 

 － 国道 306 号 

3･3･5 鈴鹿中央線 主要地方道神戸長沢線 

3･4･7 野町国府線 主要地方道亀山鈴鹿線 

 － 主要地方道鈴鹿環状線（磯山バイパス） 

 － 主要地方道鈴鹿環状線（国府） 

 － 主要地方道四日市鈴鹿環状線 

3･3･51汲川原橋徳田線  

3･4･8 加佐登鼓ヶ浦線  

 

（２）下水道及び河川の都市計画の決定方針 

ア 下水道及び河川の整備方針 

本区域では、北勢沿岸流域下水道（南部処理区）とその流域関連公共下水

道の計画区域があり、下水道整備の進捗は、平成 20 年度末で 50％程度となっ

ています。今後は、必要に応じた事業区域の見直しや農業集落排水事業等と

の連携を図りながら、下水道の整備を引き続き進めます。 

区域内の河川については、治水安全度の低い区間の整備を推進するととも

に、鈴鹿山麓の自然環境と市街地、海岸線を結ぶ緑のネットワーク軸として

の保全及び利活用を図ります。 

イ 主要な施設の配置方針 

（ア）下水道 

北勢沿岸流域下水道（南部処理区）は、流域関連公共下水道と連携を図

りながら、南部浄化センターの施設の増設について、引き続き整備を推進

します。 
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（イ）河川 

芥川、椋川については、河川整備計画に基づき、自然環境や良好な水辺

環境の維持等に配慮しつつ整備を推進します。 

堀切川については、河川整備計画を策定し、これに基づき、自然環境や

良好な水辺環境の維持等に配慮しつつ整備を推進します。 

鈴鹿川については、改修計画に基づき、堤防整備等の推進を図ります。 

なお、河川改修においては、生態系に配慮した護岸整備に努めます。 

ウ 主要な施設の整備目標 

概ね 10 年以内に整備（着手を含む）を予定する主要な施設は、以下に示す

とおりです。 

■主要な施設の整備目標（下水道・河川） 

種別 事業箇所 

下水道 
北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 

 南部浄化センター 

河川 
一級河川 

鈴鹿川 

芥川 

椋川 

二級河川 堀切川 

 

 

３ 市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定方針 

（１）主要な市街地開発事業の決定方針 

本区域では、鉄道駅周辺を中心に、民間活力を導入しながら土地の有効活

用や土地の高度利用により、都市機能を集約し、中心市街地の活性化を図り

ます。 

また、良質な生活環境を創出し、都市型のライフスタイルが可能で高齢社

会にもふさわしい居住環境や良好なまち並み形成を目指し、地区計画や土地

区画整理事業等の適用等を図ります。 

 

（２）市街地整備の目標 

概ね 10 年以内に整備（着手を含む）を予定する主な事業は、以下に示すと

おりです。 

■市街地整備の目標 

種別 市町名 地区名 備考 

土地区画整理事業 鈴鹿市 白江地区 面積 25.7ha 
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４ 自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定方針 

（１）基本方針 

豊かな自然との共生を図り、緑豊かで美しい都市の形成を図るため、また、

CO2の吸収源となる緑地を積極的に保全し、創出する地球温暖化対策の観点か

ら、鈴鹿山麓から伊勢湾に至る変化に富んだ自然環境を生かすとともに、自

然にやさしい都市の形成を目指し、必要な公園、緑地の整備や都市計画区域

内に点在する緑のネットワーク化を進めます。 

 

（２）主要な緑地の配置方針 

ア 環境保全系統 

圏域において緑のネットワーク軸として位置づけた鈴鹿川、安楽川並びに

伊勢の海県立自然公園を含む海岸線については、それらの沿岸を含めて保全

するほか、身近な自然環境として親水性の確保や憩いの場づくりを促進しま

す。 

イ レクリエーション系統 

圏域において自然交流拠点として位置づけた鈴鹿青少年の森公園は、市街

地に隣接する貴重なレクリエーション空間としての機能や周辺環境の保全・

維持を図ります。 

また、身近な憩いの場として、鈴鹿フラワーパーク、石垣池公園、深谷公

園、海の見える岸岡山緑地、鈴鹿川河川緑地等について、機能の維持・増進

を図ります。 

ウ 防災系統 

本区域は、東南海・南海地震防災対策推進地域に指定されているため、新

たな防災拠点機能の確保を図ることを目的として防災対応機能を持った公園

整備を進めます。 

一方、市街地周辺の丘陵地や農地は、保水・遊水機能を有する緑地として

保全を図ります。 

エ 景観構成系統 

都市アメニティの向上を図るため、市街地や公園の整備にあたっては、自

然環境との調和に十分配慮します。 

 

（３）実現のための具体の都市計画制度の方針 

今後とも、鈴鹿フラワーパーク、海の見える岸岡山緑地等の都市公園等の

必要な整備を積極的に進めるとともに、公共公益施設や民有地の緑化を促進

します。 

また、ＮＴＴ西日本研修センター跡地に防災対応機能を持った公園整備を

進めます。 
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５ 地域の特性に応じて定めるべき事項 

（１）その他の拠点的施設・区域の整備、開発及び保全の方針 

ア 都市防災に関する方針 

災害に強い都市の形成を目指し、広域的な防災拠点として位置づけた三重

県消防学校、三重県営鈴鹿スポーツガーデン及び鈴鹿中央総合病院は、拠点

施設の耐震化を図るとともに、緊急輸送道路沿道の建物の耐震化に努めます。 

市街地に必要なオープンスペースや安全な避難路等の都市基盤について、

計画的な整備に努めます。 

河口部に位置する市街地では、浸水対策を進めます。 

イ 自然環境・広域交流に関する方針 

鈴鹿国定公園は、都市の環境にとって重要な緑であり、広域交流に資する

魅力をあわせ持つことから、適切に保全し、アクセスの向上による利活用を

促進します。 

ウ 歴史・文化・景観の保全及び利活用に関する方針 

山並みや水田、河川や海岸線等の自然景観や伊勢街道や東海道沿いのまち

並み等の歴史的景観等、地域の特色ある良好な景観の形成について、景観計

画に基づき、県民とともに取り組みます。 

歴史・文化拠点として位置づけた椿大神社では、アクセスの向上を推進す

るとともに、景観資源としての保全に努めます。 

 

（２）今後、区域として取り組むべき事項 

自動車関連産業を中心とする工業都市であり、高規格道路ネットワークの

整備などにより今後も産業集積地域としての中核的な役割を果たすことが期

待されています。このため、市域内における交通網の構築が喫緊の課題であ

り、その道路整備が必要です。 

また、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の具体化を図るとともに、

地域の特色を生かしたまちづくりを進めることが必要です。 
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Ｎ 

■土地利用構想図 
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       鈴鹿都市計画区域区分の変更(三重県決定) 

 

都市計画区域区分を次のように変更する。 

 

１． 市街化区域及び市街化調整区域の区分 

「総括図表示の通り」 

 

２． 人口フレーム 

 

      年次 

区分 

平成２２年 

（基準年） 

平成３２年 

（基準年の１０年後） 

都市計画区域内人口 １９７千人 １９９千人 

 市街化区域内人口 １５２千人 １５４千人 

  配分する人口 － １５０千人 

   保留人口 － ４千人 

   （特定保留） － － 

   （一般保留） － ４千人 

 

理由 

 

平成 16 年に策定した「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」（都市計画

区域マスタープラン）が目標年次を迎えたため、策定後の社会情勢の変化や新

たな施策の方向性、制度改正等を踏まえ、都市計画基礎調査の結果を勘案し、

平成 24 年に見直しを行う。都市計画区域マスタープランの見直しでは、都市計

画基礎調査に基づき、人口フレームも基準年を平成 22 年として見直しており、

それらに基づき区域区分に関する都市計画の変更を行うものである。
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 諮問第 2号 



 

 

新 旧 対 照 表              （ゴシック斜体：旧） 

 

１． 市街化区域及び市街化調整区域の区分 

   （｢計画図表示のとおり｣） 

    ｢総括図表示のとおり｣ 

 

２． 人口フレーム 

 

 

      年次 

区分 

（平成１２年） 

平成２２年 

（基準年） 

（平成２２年） 

平成３２年 

（基準年の１０年後）

都市計画区域内人口 
（１８６） 

１９７千人 

（１９２） 

１９９千人 

 
市街化区域内人口 

（１４１） 

１５２千人 

（１４９） 

１５４千人 

  
配分する人口 － 

（１４６） 

１５０千人 

   
保留する人口 － 

（３） 

  ４千人 

   （特定保留） －            － 

   
（一般保留） － 

（３） 

  ４千人 
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