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第３１回鈴鹿市都市計画審議会議事録（要約） 

 

開催日時：平成２５年２月２０日（水）１４：００～１６：００ 

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）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，大西克美 

（鈴   鹿   市）副市長 宮崎守 

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 

同課開発指導グループ グループリーダー 太田芳雄 

同課総務グループ グループリーダー 杉山保夫 

主幹 髙﨑知奈美  

議 題：（１）鈴鹿市都市マスタープランの見直しについて 

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 

資料１    「現行都市マスタープラン改訂の考え方（案）」 

（当日配布資料）資料２（参考）「現行都市マスタープランの総括（案）」 

資料３（参考）「市民意識調査結果」 

 

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。 

定刻に少し早いですが，皆様お揃いになられましたので，ただ今から第３１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，副市長よりあいさつを申し上げます｡ 

 

宮崎副市長 

 皆様，本日はお忙しい中，第３１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。 

 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
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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。 

さて，近年，都市を取り巻く社会情勢は，大きく変化しています。 

本格的な少子高齢化時代の到来，長引く経済不況による緊迫した財政状況，東日本大震

災を契機としての防災意識の高まりやエネルギー需給の変化，低炭素・循環型社会の構築

の必要性など，これまで経験したことが無い新しい時代を迎えようとしています。 

このような中，本市においては，広域骨格軸である新名神高速道路や中勢バイパスの事

業が進捗し，また，新名神高速道路には，スマートインターチェンジも設置されます。こ

れらは，本市の都市構造に大きな影響を与えるものであり，今後のまちづくりを考える上

で重要な契機となります。 

一方で近年多発する局所的な集中豪雨による被害や津波浸水予測に対するまちづくりと

しての対応，市街化区域内の旧市街地の活性化，市街化調整区域の既存コミュニティの維

持など，重要な課題も数多くあります。 

また，昨年１２月１日には「鈴鹿市まちづくり基本条例」が施行され，その理念に基づ

き，市民との協働により，まちづくりを進めて行くことがこれまで以上に重要となってき

ています。 

これらのことを踏まえ，従来のまちづくりに対する考え方を総括した上で，本市の特性

に応じたこれからのまちづくりの考え方を見出すことが必要です。 

 これまでも本市では，都市計画法に基づく市の都市計画の基本的な方針である「鈴鹿市

都市マスタープラン」を策定し，まちづくりに取り組んでいるところでございますが，そ

の「鈴鹿市都市マスタープラン」が平成２７年度に目標年次を迎えること，そして，こう

した社会情勢の変化に対応するために，その内容の見直し作業に本年度より着手いたしま

した。  

本日の都市計画審議会の議題は「鈴鹿市都市マスタープランの見直しについて」でござ

いますが，これは諮問案件ではございません。 

現行都市マスタープランの総括を踏まえ，来年度以降の見直しの進め方について説明さ

せていただき，それについて委員の皆様のご意見をいただきたいと考えています。 

都市計画については，市民の皆様のご意見とともに，公正かつ専門的な第三者の立場の

方のご意見を踏まえて立案していくことが，昨今，増々重要となってきており，委員の皆

様方からの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，副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。 

   【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，本日は，都市計画の決定に関する諮問を行うものではございません。したがいま

して，本日の議題につきましては，答申をいただく形式をとらず，委員の皆様からの自由
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なご意見をいただく場とさせていただきたいと考えておりますので，よろしくお願いいた

します。 

また，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，公開とさせていただきます。 

なお，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，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。 

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。 

本日の議題であります鈴鹿市都市マスタープランの見直しについて，事務局より説明を

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，鈴鹿市都市マスタープランの見直しについて説明いたします。 

お手元の資料の確認をさせていただきます。 

事前にお渡しした資料１に加え，本日配布させていただきました資料が２点ございます。 

資料２が現行都市マスタープランの総括，資料３がアンケート調査結果です。資料２，

資料３とも資料１の根拠資料となるものです。 

現行の鈴鹿市都市マスタープランは，平成１８年度に策定され，平成２０年度に一部見

直しがなされています。先程の副市長の挨拶の中にもありましたとおり，目標年次は平成

２７年度です。 

今年度は，まず，現行都市マスタープランの総括を行い，そして，来年度以降見直しを

進めるにあたり考え方を整理いたしました。それらについて，本日，説明させていただき，

委員の皆様よりご意見を賜りたいと考えております。よろしくお願い申し上げます。 

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，「現行都市マスタープラン改訂の考え方」の案について説明いたします。 

 まず，都市マスタープランの法的な位置付けですが，市町村の都市計画に関する基本的

な方針として都市計画法第１８条の２に定められております。市の総合計画等と整合させ



 

4 
 

て，都市計画法の中で定め，これに基づき関係する都市計画の決定等を進めていくもので

す。 

 本日，説明させていただきます「現行都市マスタープラン改訂の考え方」の案は，都市

計画をとりまく背景，現行都市マスタープランの総括，現行都市マスタープラン改訂の進

め方の３点に要約して説明させていただきます。 

 それではまず１点目，都市計画をとりまく背景について説明いたします。 

都市計画をとりまく背景といたしまして，大きく５つの点に絞らせていただきました。

社会経済情勢の動向，国の政策転換，法整備・制度の改正，三重県都市マスタープランの

改訂，鈴鹿市を取り巻く社会情勢の５つです。 

まず，社会経済情勢の動向の変化としては，少子高齢化の到来，景気低迷が長引く中，

厳しい財政状況が続いております。社会資本の維持，更新費が増大しております。こうし

た中，地域固有の地勢，都市構造等を背景とした産業立地の需要が高まっております。そ

して東日本大震災から得た教訓からまちづくりに対して学ぶべきことが多くあります。 

そして，国の政策の転換としては，第４次国土利用計画（全国計画），国土形成計画，社

会資本整備重点計画が制定されており，国の方針として，美しく，暮らしやすい国土の形

成，多様な広域ブロックが自立的に発展する国土の構築，持続可能な国土管理といったこ

とが掲げられております。 

次に法整備，制度の改正があります。良好な景観形成により地域社会の発展等に寄与す

るため，景観緑三法が施行されております。中心市街地の活性化，集約型都市構造の構築

のため，まちづくり三法が，平成１８年に一部改正され平成１９年に施行されております。

農地の効率的な利用促進を目的に農地法が改正され，平成２４年には森林の多面的機能の

確保を目的に森林法が改正されています。加えて平成２４年度には都市の低炭素化の促進

に関する法律，いわゆる，エコまち法が，低炭素化等を進め住宅市場，地域経済の活性化

を目的に施行されております。 

こういった社会経済情勢の動向，国の政策の転換，法整備，制度の改正を受け三重県が

定める三重県都市マスタープランも昨年改訂されております。三重県は，三重県都市マス

タープランの改訂に先立ち，三重県都市マスタープランの改訂基本方針を策定し，都市づ

くりの方向の一つに「持続可能な地域づくり」を示し、「集約的都市構造の構築」や「環境

負荷の少ない都市づくり」などを新たな施策の柱として掲げています。 

続きまして鈴鹿市を取り巻く社会情勢について，説明いたします。鈴鹿市は自動車産業

を中心とした工業集積拠点として発展しておりますが，近年の経済不況等により，企業経

営も大変厳しくなっております。人口につきましては，平成２２年度の国勢調査結果では

若干増加しておりますが，住民基本台帳の最新データによりますと横ばいを維持している

状況です。 

また，東日本大震災の発生を契機とし、防災や環境に対する市民意識も大きく変化して

おります。そして近年多発する局所的な集中豪雨等に対する対応も迫られております。 

こういった厳しい状況ではありますが，現在，本市の都市構造の骨格となる道路網の整
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備が進捗しております。図面の黄色で示しました一番上が，新名神高速道路で，平成３０

年の供用開始を目途に整備が進捗しております。スマートインターチェンジも整備され，

既存のインターチェンジとの連携等，本市の都市構造に大きな影響を与えるものと考えら

れます。 

図面南部の黄色にはさまれた赤色の部分，こちらが中勢バイパスになります。黒色の部

分のサーキット道路から中ノ川付近までは既に暫定供用されており，残りの赤色の部分に

ついても平成２６年度を目途に整備が進められております。残りの黄色の部分については，

平成２８年度以降を目途に整備が進められております。鈴鹿市の環状線にあたります汲川

原橋徳田線につきましても，一部は既に４車線で供用しています。残りについても，現在，

暫定２車線で供用済の部分，そして平成２８年度，平成３３年度をそれぞれ目標に整備を

進めているところです。 

以上のように都市計画をとりまく背景には，様々な変化がみられます。このため，現行

都市マスタープランの改訂にあたっては、「集約型都市構造」「循環型の都市づくり」など

的確な時代認識に基づく都市づくりの理念や目標を定め、進めるべき都市づくりの内容や

優先順位を明確にし、それに基づき、市民の多様な需要に応えることのできる、より効果

的でコンパクトな計画体系が求められています。 

引き続きまして２点目の現行都市マスタープランの総括について説明いたします。 

まず，現行都市マスタープランの概要を説明します。現行都市マスタープランの将来都

市像は，「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」として

います。 

これに基づき，土地利用の基本理念として，豊かな自然環境の保全と活用，安全でコン

パクトな市街地，交流機能を高める地域経済圏を掲げております。 

次に，現行都市マスタープランの構成です。まず，土地利用計画です。将来市街地の設

定をし，土地利用の配置方針を決めております。これは全体構想図として図化しておりま

す。次に都市づくりの基本方針です。交通施設の方針，公園緑地の方針，河川･下水道等の

方針，市街地整備の方針，自然環境の保全･活用および都市環境形成の方針，都市景観形成

の方針，都市防災の方針，市民によるまちづくりの実現に向けた取り組み方針が定められ

ております。 

現行都市マスタープランはこれらを全体構想としてまとめ，それを受け，６つの地域に

分けた地域別構想を定めております。それでは，現行都市マスタープランの総括に入らせ

て頂きます。現行都市マスタープランの考え方を端的に示させて頂きますと，「現在の市街

化区域を基本として、無秩序な市街地の拡大による都市機能の拡散を抑制する。」としてお

ります。神戸・牧田・白子の３地区については，商業系都市機能を集約し，その３地区周

辺について住居系の都市的な土地利用を推進するとし，工業系の土地利用については，現

在の操業環境の維持を図り，必要な機能を拡充するとともに，市街化調整区域においても

一定の条件により許容するとしています。 

総括の結果，商業系の土地利用については，駅周辺の土地の高度利用による、商業・業
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務機能を今後も維持・集積を図ることが必要であるとしました。住居系の土地利用につい

ては，今後も良好な住環境を維持すること，防災避難のまちづくりにむけた土地利用方策

の検討をすること，拡大候補地の土地需要への対応を検討することと総括しました。工業

系の土地利用につきましては，現在の操業環境の維持を図り，必要な機能拡充をし，また，

多様な需要に対応できる土地利用方策の検討が必要であると総括しました。 

つづきまして，平成２４年度に実施いたしました市民意識調査の結果について説明いた

します。詳細はお手元の資料３に記載してありますが，代表的なものを抜粋して説明いた

します。 

まず，現在の鈴鹿市のイメージです。「自然に恵まれたまち」「住みやすいまち」「工業の

盛んなまち」が上位となりました。 

ちなみに現行都市マスタープランの策定時，平成１５年度に市民意識調査を実施してお

りますが，上位にはやはり「自然に恵まれたまち」「工業の盛んなまち」「農業が盛んなま

ち」が上がっておりました。ただし，前回４位であった「自然災害に強い安心して住める

まち」が今回の調査では，１２位と大きく後退しており，市民の防災意識にたいする変化

が読み取れます。 

次に鈴鹿市が将来こうなってほしいイメージです。一番多かったのは，「自然災害に強い

安心して住めるまち」で，「医療保険の充実したまち」「すべての人にやさしいまち」「移動

しやすいまち」がつづきました。 

 次に，鈴鹿市の今後の望ましい土地利用の進め方についてお聞きした結果です。この中

では，「公園や災害時にも活用できる広場などの整備，充実を図ること」が一番多い意見で

した。その他は「森林や里山などの緑を保全する」「災害に強い住宅地を形成する」「各地

区の個性にふさわしい土地利用を進める」といった回答が多くありました。 

これは，今後の防災の不安要素についてお聞きしたものです。 

「津波や高潮，河川の増水などによる家屋の浸水」が多く，そしてここでも，「災害時に避

難場所となる公園，施設自体の安全性」に対する回答が多くありました。 

そしてこちらは，鈴鹿市が住みやすいかどうかについてお聞きした結果です。「どちらか

というと住みやすい」と回答された方も含め，８０パーセント以上の方に，「住みやすい」

と回答していただいております。 

こちらは，市民意識調査を地域別に取りまとめたものです。西部地域は公共交通機関へ

の不満度，重要度が高く出ております。商店街や商業地の活性化への不満度，工場など雇

用の場への不満度も高く出ております。伊勢湾岸沿いは災害時の安全性への不満度，重要

度が高く出ております。鈴鹿川沿いの地域も災害の安全性への不満度，重要度が高く出て

おります。南部についても，公共交通機関への不満度，重要度が高く出ています。神戸，

牧田，白子地区についても，商店街や商業地への活性化について不満度が高く出ておりま

す。 

以上が市民意識調査の結果です。 

これらの結果を踏まえまして，現行都市マスタープランの改訂の流れについて説明しま
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す。 

都市計画を取り巻く背景として，社会経済情勢の動向，国の政策転換，法整備，制度の

改正，三重県都市マスタープランの改訂，鈴鹿市における社会情勢の主なものとして，少

子高齢化の進展，税収の減少，津波浸水想定区域の公表，中勢バイパス等の整備，新名神

高速道路，スマートインターチェンジの整備などがあります。 

そして現行都市マスタープランの総括を行い，問題点を抽出し，課題の整理をいたしま

した。 

これを受けて，新しい都市マスタープランの構成案は，まず，まちづくりの基本理念が

あり，そして，重要な課題についてテーマ別の構想を策定することとしました。これらを

もって「全体構想」とします。そして，地域別に協議を進め，地域の機運に応じて「個別

まちづくり方針」を策定します。この「全体構想」と「個別まちづくり方針」により，新

しい都市マスタープランを構成いたします。 

現行都市マスタープラン改訂に向けて，社会情勢が求める都市づくりの方向と現行都市

マスタープランの検証及び総括，そして市民意識調査，集約型都市構造実現に向けた都市

づくり，以上の観点から目指すべきテーマの方向として，８つのテーマ案を作成しました。 

８つのうちの１つ目です。社会情勢として，都市間競争で優位に立つ，新たな産業立地

に対応できる都市づくりが求められています。また，三重県の都市マスタープランでも広

域道路ネットワーク等を活かした産業集積，個性を活かした集客交流の推進，が施策とし

て掲げられております。市民意識でも，「移動しやすいまちづくり」が将来イメージで第４

位となっており，商店街の活気や事業所などの雇用の場への不満度も高くなっております。

こういった事から，１つ目のテーマとして「１．産業を支える土地利用やインフラ等の整

備推進」を設定しました。 

次に２つ目です。まず，社会情勢として，南海トラフ等の大地震と津波などに対応でき

る都市づくりがあり，三重県の都市マスタープランでも，施策として安全・安心な都市の

構築が掲げられております。市民意識調査でも，自然災害に強いまちが，将来イメージの

１位となっており，安全性への重要度，不満度の高さが見られます。これを受けて，「２．

あらゆる災害からまちや地域を守る減災まちづくりの展開 」を２つ目のテーマとしまし

た。 

次に３つ目です。社会情勢として，少子化が進行する超高齢化時代，市民のライフスタ

イルの転換に対応できる都市づくりが求められており，三重県の都市マスタープランで，

快適な生活環境づくりが施策として掲げられております。市民意識調査では，「災害に強い

住宅地づくり」が，土地利用で第３位となっており，「移動しやすいまちづくり」は，将来

イメージで第４位となっています。安全性への重要度・不満度も高く，こういった事から，

「市民生活を持続するための住宅地の都市基盤の改善と、投資効果の高い配置」を３つ目

のテーマとしました。 

次に４つ目です。社会情勢として，少子化が進行する超高齢化時代，市民のライフスタ

イルの転換に対応できる都市づくりが求められる中，市民意識調査でも，「移動しやすいま
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ちづくり」が将来イメージの4位となっています。公共交通機関への不満度も高く，「４．

超高齢化時代に向けた市内モビリティの充実」を４つ目のテーマとしました。 

次に５つ目です。社会情勢として，循環型社会を実現する，都市の低炭素化や自然環境

の保全に対応する都市づくりが求められ，三重県の都市マスでも緑豊かな都市づくり，環

境負荷の少ない都市づくりが施策として掲げられております。市民意識調査でも，「自然に

恵まれたまち」「公園広場の整備・充実」「森林里山の保全」「自然エネルギー等の活用など

による環境にやさしいまち」等が上位に挙がっております。これにより，「５．循環型社会

を支える水と緑のネットワークの促進」を５つ目のテーマとしました。 

次に６つ目です。法整備，制度改正として，景観緑三法の施行もあり，歴史文化を活か

した都市づくりが重要な時代となってきております。市民意識調査でも，駅前商業地や歴

史ある地区など個性を活かした土地利用が土地利用の第４位に挙がっております。これに

より「６．地域資源を活かした景観まちづくりの推進」を６つ目のテーマとしました。 

次に７つ目です。三重県の都市マスタープランにおいて，人が集まり交流する空間の形

成が施策として掲げられております。市民意識調査でも「各地区の個性にふさわしい土地

利用を進める」が，土地利用の第４位にあがっており，また，住まいの地域を「住みよい」

と回答した人が９割近くお見えです。こうした事から「７．地区のプロジェクトや資産を

核にした地区まちづくりの推進」を７つ目のテーマにしました。 

最後に８つ目のテーマです。社会情勢として，少子化が進行する超高齢化時代，市民の

ライフスタイルの転換に対応できる都市づくりが求められる中，市民意識調査でも「自然

エネルギー等の活用など環境にやさしいまち」が将来イメージの第５位に挙がっておりま

す。これにより，「８．投資効果の高いライフサイクルコストの低減に配慮した都市整備の

推進」を８つ目のテーマとしました。 

 以上が８つのテーマ案です。 

 次に，この８つのテーマを踏まえ，今後どのように，改訂を進めて行くか，３点目のポ

イントとして，現行都市マスタープラン改訂の進め方について説明いたします。 

 現行都市マスタープランの構成は，先程，説明しましたように全体構想と地域別構想か

らなります。新しい都市マスタープランは都市づくりの理念等とテーマ別構想についてと

りまとめを行い，これを全体構想とします。これに加え，個別まちづくり方針をまとめて，

これらにより新しい都市マスタープランの構成とします。全体構想は総合計画等に即して

都市づくりの基本方針等を定めるものです。テーマ別構想は，先程の８つのテーマ等に基

づき都市づくりを進める上で，重要となる個別課題を抽出し，必要な課題に対し取組の方

針を示すテーマ別の構想を策定するものです。これらを取りまとめて全体構想とし，これ

に基づき，テーマ別構想の重ね合わせや，住民の機運等に応じて，個別まちづくりの地区

を設定し，これらを併せて新しい都市マスタープランといたします。 

 画面は，今説明したものをイメージとして示したものです。全体構想の基本となる都市

づくりの理念等の基本的な概念を総合計画等と整合させて，検討テーマ別に構想を策定し

ます。これらが全体構想となります。そしてこの全体構想に整合するかたちで，個別まち



 

9 
 

づくり方針は地域の機運に応じて，地区のとりかたは限定せず，「○○駅前地区」であると

か，「◇◇沿道地区」であるとか，地域の機運に応じて，設定していきます。 

 個別まちづくり方針につきましては，全体構想との整合するかたちで，まとまり切れば，

新しい都市マスタープランにも位置付けを行っていくものとします。新都市マスタープラ

ンが完成時にその取りまとめまで熟度が達しなかった場合も引き続き，その個別まちづく

り方針の策定は継続していくもの，そして，完成した段階で，都市マスタープランへ位置

付けしていくものと考えております。これが，これからのまちづくりの仕組みになるので

はと考えております。 

全体構想，テーマ別構想策定にあたり，地域自治の基本となる２３地区を対象に，協議

を進めます。この協議の中で課題を共有して，全体構想，テーマ別構想を策定します。 

次にその具体的なスケジュールです。今年度より，２３地区市民センターと調整を開始

し，平成２５年度に２３地区別に検討会議を行います。この中で，検討テーマの設定を行

い，課題を共有し，テーマ別構想を策定していきます。これが全体構想です。それと同時

並行して，個別まちづくり地区の設定を行います。こちらについては，２３地区別の検討

会議とは別に，地区の機運に応じて個別地区の会議を行い，個別のまちづくり方針をまと

めていきます。こちらは，全体構想と整合する形でまとまり切れば，都市マスタープラン

に反映します。取りまとめが熟度に達しなかった場合，そのまま継続して検討を進め，取

りまとめが完了した時点で都市マスタープランに反映することとします。 

次に画面は，今後の全体スケジュールです。文字が小さく表示されていますので，お手

元の資料１の最後のページをご覧ください。大まかに言うと平成２５年度は課題を共有さ

せていただき，平成２６年度の初めに案を提示し，平成２６年度の後半に案を全体構想と

して取りまとめたいと考えております。個別まちづくり方針については，平成２５年度，

平成２６年度と全体構想と同時進行で進め，平成２６年度に全体構想のスケジュールと合

致したものについては，都市マスタープランに反映するものとします。もう少し，検討す

る時間が必要となった個別まちづくり方針については，平成２７年度以降もその検討を継

続し，完成した時点で都市マスタープランに反映させていくということになります。 

以上が現行都市マスタープラン改訂の考え方の案になります。 

これで詳細の説明を終わります。 

 

議長（村山会長） 

都市計画審議会の下に小委員会を設置し，今年度は３回開催して検討した現時点での取

りまとめを報告しました。 

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。 

かなりボリュームがあるので，よろしければ大きく２つに分けて進めたいと思います 

資料１で，１４ページまでは都市マスタープランの内容に関する部分です。 

１５ページ以降は，都市マスタープランの改訂の進め方に関することです。現行都市マ

スタープランとは違い，６つのゾーンの地域別構想を作るのではなく，個別まちづくり方
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針を考えていくということと，全体のスケジュールが表で整理されています。マスタープ

ランの大きな構成やスケジュールに関するものです。 

よろしければ，改訂の進め方について，ご質問ご意見を先に伺って，その後にテーマご

との内容に入りたいと思います。 

改訂の進め方について，ご意見がございましたらご発言をお願いします。 

 

大窪委員 

 今後，地区ごとに意見を聴きながら検討していきたいということでしたが，どのくらい

の頻度で協議していくのでしょうか？ 

 

事務局（伊藤） 

 ２５年度で，２３行政地区のご意見を聴きとるだけでも約２カ月かかると思います。 

まずは，ご意見を伺い，それから必要に応じて次にまた入っていきますので，議論の盛

り上がりによっては回数は流動的です。 

 

大窪委員 

 本市には市街化区域と市街化調整区域があり，国道１号線あるいは鈴鹿川を境に西部地

区という広域な農業振興地域があります。 

これから先，少子高齢化が進み，地区の人口がかなり減少することが懸念されますが，

その中で，まちづくり活動をしている地域があります。そういった地域の方々に対して，

今後の計画について相談・協議をしていくのは大変良いことだと思いますので，是非，前

向きな検討をお願いしたいと思います。 

 

福嶋委員 

 資料３の市民意識調査を拝見しますと，関心度も「安心安全」から「教育」「環境」「福

祉」など多岐にわたっており，それをまちづくりに反映していくには，都市計画部署だけ

ではなかなか前に進めないと思います。庁内で垣根を越えた議論がなされていないと難し

いと思いますが，そのあたりはいかがでしょうか？ 

 

事務局（伊藤） 

 ２５年度から，企画課や農林水産課等の関係部署から構成する庁内ワーキングを設置し，

検討を進めてまいりたいと考えております。 

 

福嶋委員 

 地元の力や自治会力について，鈴鹿市は他市に比べて意識が低いところがあります。そ

れに対してどのようにテコ入れしていくか，意識を高く持っていくかということが課題だ

と感じていますが，どのようにお考えでしょうか？  
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幹事（都市整備部参事兼都市計画課長） 

 すでに地域づくり協議会をつくって活動されているところもあれば，組織の準備段階に

ある地域もあります。 

まずは，２３地区に対し，私どもの考え方をご説明し，地域のご意見をお聞きする場を

設けて，相互理解を図ることを第１段階としてまいりたいと考えております。なるべく多

くのご意見を伺う中で，地域の盛り上がりがある地区については更に意見交換を図り，そ

の他の地域については，まず周知から始めて，その積み重ねが重要かと考えております。 

地域のご理解の熟度を図りながら進めるのが，２５年度において時間をかける作業だと

考えております。 

 

議長（村山会長） 

 非常に重要なことだと思います。 

 他自治体の事例ですが，地域に入って，最初は行政が主催して会議を開いて意見を伺う

のですが，活発になってくると，地元の皆さんが自分たちで会議を開いて，検討した結果

を行政に提案してくださいます。そういった任意の会議もうまく促せるような取組も必要

だと思います。 

それから，実際に地域に入ると，街路灯が切れているなど，あらゆる細かい話が出てき

ます。都市マスタープランには書けない内容ですが，ただ，その要望をきちんと担当部署

に伝えていくなど，プロセス中の細かい作業が地域との信頼関係を保つために大切なこと

です。 

 

森委員 

 地区別検討会議の人選は決めてあるのですか？ 

 

事務局（伊藤） 

 まだ，決めておりません。 

 ただ，２３地区のうち約１１地区に地域づくり協議会が設置されており，そういったと

ころにお声をかけていきたいと考えております。組織がない地区については地区市民セン

ターと相談し，そこから話を広げていきたいと考えております。 

 

森委員 

 そうすると，誰でも参加できる場となるのでしょうか？ 

 

都市整備部参事兼都市計画課長 

 まず，自治会長さんにお声をかけさせていただき，必要に応じて広く周知させていただ

くことも考えております。議論が一部に偏るようなことがないようにしたいと考えており
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ます。 

 

森委員 

 地区ごとの人数の限定等はありますか？ 

 

幹事（都市整備部参事兼都市計画課長） 

 現段階では地区での構成人数の限定等はしておりません。 

 

山本委員 

 産業界のいろんな意向も吸い上げていただきたいと思います。産業界を支えている方々

には，各地区に住んでいる方々もみえますが，そうでな方々も多くみえます。雇用問題が

伴いますし，先ほどの事務局からの説明以外に，リニアも含めて道路網がどんどん変わっ

てくるという情報を耳にしており，大きな変化が起こってくるものと思います。 

 企業の雇用は都市の発展の基盤にもなると思いますので，産業界の意見を吸い上げる調

整もお願いしたいと思います。 

 

幹事（都市整備部参事兼都市計画課長） 

 地域住民の方々の声を中心にお話ししましたが，偏ることなく広く産業部門の方々のご

意見を伺う場も，積極的につくっていきたいと考えております。 

 

黒田委員 

 ２３地区で考えるということだったが，沿岸部のことも考えてほしい。津波や台風等に

対して今の堤防でいいのか悪いのか，何も書いていない。ただ「します」と書いてあるだ

けである。津市や河芸・白塚の海岸線を見ると，堤防を３倍の規模にしている。そういう

頑丈なものにしてもらわなければ，安全なまちづくりにはならないのではないか。 

 ただ「する」だけでなく，「これだけのものをする」というものを示さないといけないと

思う。 

 意見を聴く場は，２３地区の他に沿岸部にも設けていただきたい。 

 

事務局（伊藤） 

 東北の震災以降，津波やゲリラ豪雨などに対する課題もあります。そういう課題に共通

する地域等は，課題ごとにまとめてご意見を伺うこともあると思います。 

 

黒田委員 

 低い地域は，海からだけでなく山からの被害も受ける。鈴鹿川の堤防の問題もある。想

定される被害以上のものをつくってもらわないと，安心して住めないと思う。 
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議長（村山会長） 

 重要なテーマだと思います。 

 先の話になりますが，８つのテーマのひとつに，「あらゆる災害からまちや地域を守る減

災まちづくりの展開」と書いてあります。具体的な施策はこれから検討するのですが，テ

ーマ別の会議を開く必要性も感じておりますし，特に津波対策が必要なところは，沿岸部

の地区をまとめて会議を開いて，津波災害に関する議論をするなど，地区会議とテーマ別

会議をうまく組み合わせていきたいと思っております。 

ただ，今の段階から細かいプログラムの設計ができないものですから，まずは２３地区

に丁寧に入っていき，そこから会議の開き方を考えたいと，小委員会では議論をしていま

す。 

 

北川委員 

 市民のアンケートを見ますと，前回と今回とで幾分かの差があります。特に自然災害に

ついては前回と開きがあります。地域におきましても，いろいろ変わっています。 

たとえば地域の２３地区で，隣の地区と正反対に近い施策をする場合は，隣同士の地域

との調整をするわけですか？ 

 

幹事（都市整備部参事兼都市計画課長） 

 地域における最初の単位として２３地区をあげ，私どもが各地区の土地利用の動向や人

口の減少傾向，意識調査の結果等をカルテにして，地域に入りたいと考えています。 

その中で，地域と同じような問題意識があるところについては，まとめて話をしていけ

ばどうかということもありますし，１つの地域の中でも分けて考えていったほうがよいの

ではないかというところもあると思います。都市計画として関われる範囲で議論をさせて

いただき，行政として調整していかなくてはならないと考えております。まずは，地域の

課題を把握させていただいてからと考えております。 

 

原田委員 

 ご存知と思いますが，自治会長やまちづくり協議会等は，重なっている部分とそうでな

い部分がありますので，そのあたりを留意していただきたいと思います。 

 テーマ別について，津波浸水区域マップ等，行政が積み上げてきたデータを活用してい

ただいて，行政からデータを持っていって話しかけていただきたい。 

 ２３地区は６ブロックに分かれていますが，そのブロックで毎年要望が出ています。そ

れも事前にキャッチしていただき，この地域についてはこういう課題があるということを

把握されて進め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） 

 まさにそういう地域の情報や，行政懇談会の中で出されたいろんな意見を過去に遡って
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把握し，ひとつの意見として把握してから入っていきたいと思います。 

 

議長（村山会長） 

 議論が徐々に具体的な内容に入っていていますので，１４ページの範囲まで広げて議論

をしていきたいと思います。 

 １４ページの下に８つのテーマ案があります。これは，小委員会でも土壇場で揉めてこ

ういう形になっていて，他の自治体のマスタープランと比べると，斬新で分かりやすく書

いたつもりです。普通のマスタープランだと行政の担当課別に方針を作りがちなのですが，

市民目線で考えたときに，こういうテーマを掲げて，それに即した対応施策を検討してい

けばよいのではないかという意見も出まして，このようになりました。 

 ここで，特に皆さんにお聞きしたいのは，テーマの下にどのような施策をぶら下げてい

けばよいか，具体的な施策の内容でなくてもどのような観点で検討をすべきかについての

ご意見をいただきたいと思います。 

 ８つどれからでも結構ですので，内容についてご意見をいただきたいと思います。 

 

福嶋委員 

 教育委員会では，コミュニティスクールという発想がありまして，学校とコミュニティ

が一緒に教育問題を考えていく時代に入ってまして，それを強力に推しています。 

「元気な子どもを育む」というようなテーマは，たぶんどこかに入るのではないかと思

いますが，そういう共通テーマについて，いかに教育委員会と無駄なくスムーズに連携し

ていける術を書いていただければと思います。 

 

幹事（都市整備部参事兼都市計画課長） 

 庁内の連携を含めて，それぞれの施策がバラバラに動くのではなく，連携するものはき

ちんとリンクするような形で，都市計画として何ができるのかということをしっかり考え

させていただきたいと思います。 

 教育委員会に限らず，庁内での関係課との調整をして進めていきたいと思っております。 

 

議長（村山会長） 

 ご発言いただいたコミュニティスクールは，「地区まちづくりの推進」の中で扱える内容

かと思います。ここも，地域力をアップさせるなどのキーワードを入れてはどうかという

意見もありました。 

 ただ，都市マスタープランはハードウェアのマスタープランなので，コミュニティスク

ールの運営そのものについてはなかなか言及できなくて，むしろ，それを支える地区の空

間のあり方や，まちの姿について，ここで議論できればよいと個人的には思っています。 

 

福嶋委員 
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 そうすると，元気な子どもを育むというようなテーマは，この中では先ほどおっしゃっ

た「地区まちづくりの推進」の中に入るのですか？ 

 

議長（村山会長） 

 そこまでは，わかりません。 

 

福嶋委員 

 ８つのテーマの中のどこに入るのかなと考えていたのですが・・・。 

 

幹事（都市整備部参事兼都市計画課長） 

 都市マスタープランの見直しと同時に，総合計画も見直しの作業に入ると聞いておりま

す。 

 総合計画は，ご承知のとおり，鈴鹿市全体の施策を司る計画になっておりまして，そこ

には教育のテーマも入ります。それと関連づけながら，都市マスタープランとして都市計

画が担う部分を考えていくというのが，基本的なスタンスになります。 

 委員がおっしゃった教育に関連するテーマが，例えば都市計画において公園の適正配置

等につながるとすれば，ひとつテーマが共有できるのではないかと思います。 

 人的資産を含めた地区別の資産は，発展のさせ方によって，まちづくりのひとつの起爆

剤になるのではないかと考えております。 

 いずれにしても，都市計画としての施策の展開には，限界があると思います。その点に

ついては，総合計画の中で活かせるよう，関連づけて一緒に考えていきたいと思っており

ます。 

 

北川委員 

 超高齢化に向けての取組がありますが，近年，少子高齢化に伴い，虐待問題も大きな問

題になっております。これは８つの中のどれに該当するのでしょうか？ 

 

幹事（都市整備部参事兼都市計画課長） 

 都市計画として関わることは難しい面がありますが，総合計画において展開する施策を，

都市計画として後押しすることができるのではないかと考えております。 

 

北川委員 

 子どもの虐待は，地域の中でも大きな問題になっています。それを地域の環境問題のひ

とつとして取り上げていく方法もあるのではないかと思います。 

 

議長（村山会長） 

 都市をとりまく背景として大きな問題ですし，何とかしなければいけない問題です。 
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 虐待の問題に，直接には言及できないかもしれませんが，意識して進めたいと思います。 

 

板谷委員 

 ５番目の「循環型社会を支える水と緑のネットワークの促進」についてですが，鈴鹿市

の場合は森林というよりも田畑が中心となっていると思います。 

最近は保護とは言わずに保全といいます。保全とは人間が手を貸してやらないと保って

いけない状態です。荒れた森や荒田にならないよう，地区会議等の育成に通ずることにな

ると思いますが，地区の自然を支えるような人材育成というものを入れていくべきではな

いかと思います。 

これまでは，公園やちょっとした自然は行政が担ってきましたが，それはもう無理にな

ってきていると思いますので，地区で支えていく水と緑のネットワークといった形のほう

が良いと思います。 

 

議長（村山会長） 

 担い手ですよね。それは是非考えていきたいと思います。 

 

西川委員 

 市民意識調査にもありましたが，高齢者や障害者や子どもなど全てにやさしいまちづく

りというのを原点にして考えていただきたいと思います。 

 地域での意見の聞き取りとプラスしてテーマ別に協議するということですので，総合計

画と勘案しながら進めて，みんなにとってやさしいまちづくりをしていけたら良いと思い

ます。 

 福祉を重点的にすると，産業面で相対することが出てくると思います。 

 今日も，白子方面の道を走っているときに，歩道がない狭い道を，高齢の方がポリタン

クを持って自転車に乗って灯油を買いに行かれる姿を見ました。ああいう狭いところは一

方通行にして，必ず歩道を確保しないといけないと思いますが，産業の立場からすると交

通の面で問題が出てくることもあると思います。 

でも，基本的には，「みんなにとってやさしいまちづくり」というスタンスを崩さずにつ

くっていただきたいと思います。 

 

大西委員 

 現行の都市マスタープランをつくった当時は，今と時代背景が違っていたと思いますが，

都市マスタープランなのですから，大きな柱として総合計画に次ぐ上位計画として鈴鹿市

の方針を示し，そこへ全ての分野がこまかくぶら下がっていくのではないかと思います。 

 鈴鹿市のネックとして，海と山が遠すぎるということがあります。当然のことなのです

が，例えば，海岸部から高速道路まで行くのに５０分以上はかかります。これをずっと放

置しておく鈴鹿市で良いのでしょうか。 
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 産業が活性化しないのは，海と山，東西南北が交流できないという現状があるからです。

海で採れたものを山の人がすぐに買える，山の幸を海の人がすぐに買えるなど，東西を結

ぶ準高速道路的なメイン道路の設置等について，都市マスタープランに掲げていかなくて

はならないのではないかと思います。現在はＣ－ＢＵＳが走っていますが，リニアの話題

もあり，私はモノレールを市内に走らせてはどうかとさえ思います。 

 ８つの柱はよくわかりますが，なかなか将来像が見えてきません。 

 超高齢化社会ですから，買い物難民など様々な問題があり，それに対応し解決していく

のは当然です。しかし，２０年後・３０年後・５０年後の将来像を見据えて都市マスター

プランをつくらなければ難しいと思います。 

 市の玄関口である白子駅周辺が整備されつつあり，また新名神のスマートインターも進

んでくるなど，これからの時代背景を踏まえて，市内外を含めて人が行き交い，元気がで

る鈴鹿市を目指すという大きな構想を，どこかに入れていってはどうかと思います。 

 

議長（村山会長） 

 長期的に，時代を先取りした大きな構想をもって進めていくというご意見ですね。 

 スマートインターからの道路をどうするかについては，私も関心があることです。その

あたりも議論をしていきたいと思います。 

 この計画の目標年次はどうなっていますか？ 

 

幹事（都市整備部参事兼都市計画課長） 

 現行マスタープランの目標年次は２７年ですので，次の１０年間ということで，３７年

となります。総合計画についても同様です。 

  

議長（村山会長） 

 ただ，今ご提案いただいているように，もう少し先を見越した内容も必要です。 

例えば，最近名古屋市が都市マスタープランを改訂しましたが，２０年後を見据えて１

０年までにすることを書いています。実は，名古屋市は約１０年後までは人口が増え続け

るものの，その後は減ると予測されています。委員会では，人口が減るときの土地利用の

考え方についてずいぶんと議論しました。ただ，どこかの地区の人口減についての話にな

るので，政治的に受け入れられず，都市マスタープランには書きませんでしたが・・。 

鈴鹿市も，実際の計画目標年度は１０年後になるかもしれませんが，その先を見越した

書き方ができると良いと思います。 

 

幹事（都市整備部参事兼都市計画課長） 

 リニアの件や，高速道路とのアクセスも含めて，長いスパンの構想を持ちつつ，その中

の１０年でどういうものができるのかが見えるように，計画をつくりたいと考えておりま

す。 
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大西委員 

 政権が変わり，公共工事もおおいにやっていくことになりましたから，政府の補助メニ

ューも活用し，今までできなかったものができるかもしれません。大きな構想を考えてい

かないといけないと思います。 

 

議長（村山会長） 

 今の時期だからできることがあると思いますね。 

 

原田委員 

 市民意識調査等で，市の長所短所・利便性などの調査をされていると思いますが，鈴鹿

市の近隣市，例えば亀山市や四日市市が鈴鹿市についてどう捉えているかということがあ

ります。 

 １月に椿大神社に車で行くと渋滞でどうしようもありません。鈴鹿市は，毎年数千万円

の投資をして，西部・南部地域にＣ－ＢＵＳを走らせていますが，バスは定時定点では走

れません。その点，鉄道は定時定点で走ることができます。高齢化を含めた様々な時代背

景を踏まえて，ＪＲも含めて鉄道での接続を考えた場合，それを亀山市民はどう捉えるで

しょうか？ 

 市民意識調査には，西部地域において公共交通面での不満が書かれています。西部地域

はこれまで鈴鹿市が合併を繰り返してきた地域です。その時に鉄道を敷いてこればよかっ

たのですが，平田町で止まっています。 

交通手段を確保するために，毎年１億円のお金がガソリンで消えていきます。それを鉄

道の投資にまわした場合，近隣市はどう捉えるかなのです。亀山市や四日市市にとって，

それぞれの市民が鈴鹿市に行きやすいということになったら，乗ろうじゃないかというこ

とになるかもしれません。 

８つのテーマのどこに入るかはわかりませんが・・・。 

 

議長（村山会長） 

 ８つの中だと「超高齢化時代に向けた市内モビリティの充実」に入ると思います。下に

いろんな施策がぶら下がると思います。 

 

原田委員 

 ただ，今は現実に投資が行われているのです。学生も乗っています。でも，空車が多く，

空気を運んでいるのがかなり目立ちます。しかし，１０年続いているものを無くすことは

できないでしょう。 

ですから，それに変わるものとして，鉄道でシュミレーションし，西部地域の公共交通

における不満をフォローする，それが何年先なのかということを書くのも，都市マスター
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プランのあり方として，あっても良いのではないかと思います。 

 

山本委員 

 政権交代を受けて懇談会を持ちましたら，中勢バイパスの予算がかなり付きまして，約

１年早く完成するだろうという話題が出ていました。スマートインターについても同様で，

北勢バイパス等の状況も急きょ変わってくるようなこともお聞きし，そう先の話ではない

ように思います。鈴鹿は車での移動が一番生命線でございます。企業が他市へ流れるよう

なことがないよう，幹線道路も含めて受け皿を検討していただきたいと思います。 

 防災面についても，伊勢湾台風以降５０年強もそのままになっている伊勢湾の堤防につ

いて，伊勢湾岸道路と絡めて，道路インフラと防災対策の部分を一気に解決できるような

話題もあるようです。 

 人口が減少し，産業界が衰退し，税収が下がりますと，たちまち計画どおりには進みま

せんので，そういう部分について，将来の都市マスタープランに加味していただき，計画

していただきたいと思っております。 

  

議長（村山会長） 

 防災のことにつきまして，私は愛知県や中部地方整備局の中部地方の検討会に行きます

が，いろいろ堤防については議論があります。とにかく立派な堤防をつくって守るという

ところと，限界があるので最低限のことはするが，むしろ陸側できちんと避難できるよう

なまちづくりをするべきだとか，いろいろありますので，そのあたりは国や県が検討され

ているでしょうから，鈴鹿でどのあたりをするのかというのをここで議論できればいいと

思っています。 

 先日びっくりしたのは，浸水高が３メートルから５メートルのところの沿岸部の住宅地

が第１種低層住居専用地域に指定されていて，高さ１０メートルの建物しか建てられない

んですね。そうすると５メートルの津波が来た場合，２階の床まで浸水してしまいますの

で避難できないですね。また木造にすると流されてしまいますので非常にまずい状況です。 

そういうところは，例えば高さを緩和するとか，木造ではなくて強固なＲＣの建物に集

合化させることを話し始めるなど，まちづくりについて個別に議論しないといけない部分

がたくさんあると思います。これは２番のテーマで議論できればよいと思います。 

 

吉島委員 

 ３つ目の「市民生活を持続するための住宅地の都市基盤の改善と，投資効果の高い配置」

に入るかと思いますが，既存の住宅団地などは年数を経て高齢化が進んでいます。先ほど

の買い物弱者の話なども含めて，やはり先におっしゃっておられたような１０年先２０年

先３０年先を見据えた計画づくりをしていかないといけないと思います。 

既存のまちの基盤そのものがいろいろ崩れてきている中での話ですので，その部分も踏

まえていただきたいと思います。 
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議長（村山会長） 

 一通り，いろんなご意見をいただきました。 

都市マスタープランの小委員会は３月末に開催されるということですので，今日ご議論

いただいたことをまとめて小委員会に報告したいと思います。今日ご発言できなかったご

意見がございましたら，後日事務局までお寄せいただきたいと思います。 

 では，次にその他事項について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局（伊藤） 

 鈴鹿都市計画地区計画の変更，対象地は道伯地区でございます。 

 都市計画法の中に民間から提案ができるという制度がございます。それを活用した民間

提案が２５年２月１日に提出されました。 

内容といたしまして，鈴鹿市鈴鹿ハイツの北側に，約６．５ヘクタール，１６９戸の住

宅開発をしたいというご提案です。この場所は市街化調整区域ですので，市の定めます市

街化調整区域の地区計画制度を運用したものとなっております。付近には，野町国府線，

石薬師道伯線，加佐登鼓ヶ浦線と中勢バイパスが通っております。また，現行の市都市マ

スタープランに，将来市街化区域に編入することが前提となる低層住宅ゾーンとして位置

づけされております。 

これが，計画図でございます。 

南側には既存の鈴鹿ハイツがございます。 

ここの６．５メートル幅員のメイン道路から進入し都市計画道路までが，片側３．５メ

ートル，車道が６．５メートル，合計幅員１０メートル，２車線ある区画道路１号でござ

います。このメイン道路を骨としまして，５０年確率の調整池，２箇所の公園，黄色着色

部分の６メートル幅員の区画道路が配置されております。 

本提案につきまして，今まで提案者と鈴鹿市の間で調整をしてまいりました。当該土地

の同意，また周辺地域の合意等について確認し，この２月１４日に鈴鹿市都市計画提案審

査委員会を経まして，２月１８日に都市計画審議会の「都市計画提案制度に関する小委員

会」にお諮りしたところでございます。 

今後，開発協議等を経まして，熟度が達しましたならば，都市計画審議会にもお諮りさ

せていただく予定でございます。 

 

議長（村山会長） 

 以上が報告です。先ほど申し上げた都市マスタープランの見直しについての追加のご意

見は，２月末までに事務局までお寄せください。 

 

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｡ 
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本日はどうもありがとうございました。 


