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第３２回鈴鹿市都市計画審議会議事録（要約） 

 

開催日時：平成２５年７月２４日（水）１４：００～１５：４５ 

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，伊藤睦，北川正敏，長谷康郎， 

福嶋礼子，山本忠之，吉島隆子， 

大杉吉包，池上茂樹，大窪博，中西大輔，竹口眞睦 

（鈴   鹿   市）市長 末松則子 

都市整備部長 大薮文典，都市整備部次長 谷口誠， 

都市計画課長 太田芳雄 

（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 グループリーダー 角谷元彦 

主幹 髙﨑知奈美  

議 題：（１）鈴鹿都市計画 地区計画の変更（鈴鹿市決定）について 

公開非公開の別：公開 

傍聴者：２名 

配付資料： 

（事前配付資料）事項書 

議案書 

資 料「市街化調整区域における地区計画提案の流れ」 

（当日配布資料）資 料「現行都市マスタープラン改定の考え方」 

 

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。 

皆様お揃いになられましたので，ただ今から第３２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，市長よりあいさつを申し上げます｡ 

 

市長 

 皆様，本日はお忙しい中，平成２５年度初めての開催となります第３２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

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。 
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さて本日諮問させていただく案件は，１件ございます。 

鈴鹿市が決定いたします『鈴鹿都市計画 地区計画の変更』についてご審議をいただき

ます。 

 今回ご審議いただく，道伯町におけます地区計画の変更は，鈴鹿市で区域区分がされた

昭和４６年から，市街化調整区域として指定されてきたところに，土地所有者等より，都

市計画法第２１条第２項の提案制度を利用しました，住居系の地区計画の提案が出されま

したことから，新たに地区計画の決定を行うものとなります。 

 この地区計画は，道路，公園等の都市基盤整備が担保された住宅開発を前提とし，良好

な住環境の維持増進を図ると共に，緑に囲まれた健康的で良好な市街地の形成を図ること

を目的として都市計画決定されるものであります。 

本市といたしましては，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」を目指し，まちづくりの主役となる市民一人一人が安心して，

安全に生活できる，快適で利便性の高い持続可能な都市環境の形成に努力しているところ

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，よろしくご審

議賜りますようお願い申し上げます。 

 

幹事（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

いと存じます。 

   【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。 

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，本審議会は鈴鹿市都市計画審議会組織及び運営要領第８条第１項の規定により原

則として公開となっておりますが，本日の傍聴者につきましては，２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
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いただきます。 

本日の議題であります「鈴鹿都市計画 地区計画の変更」（鈴鹿市決定）について，事務

局より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 地区計画の変更』について，説明いたします。 

本案件につきましては，伊勢鉄道の鈴鹿サーキット稲生駅の北に位置し，緑豊かな田園

風景に囲まれた，丘陵地に広がる低層の住宅地の隣接地で，昭和４６年の区域区分決定当

初から，市街化調整区域として位置付けられてまいりました。 

今回，低生産農地となっていた当該地に，宅地開発事業により，道路・公園・調整池等

の基盤施設が担保されたまちづくり構想が持ち上がり，地域自治会のご要望もいただきな

がら，土地所有者等より，都市計画の提案制度を利用した，市街化調整区域における住居

系の地区計画の提案をいただくこととなりました。 

この地区計画は，鈴鹿市都市マスタープランにおける住居系の将来市街化候補地である

ことや，住居系の市街化区域に隣接している地区等の運用基準を満足した地区であり，基

盤整備の整った，良好な住環境を形成し，将来にわたって維持増進を図ると共に，緑に囲

まれた健康的で良好な市街地の形成を図ることを目的として決定するものとなります。 

この決定がされますと，都市計画法第３４条第１０号の市街化調整区域における開発を

行うことができることとなります。 

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（岡田） 

それでは詳細について，ご説明いたします。 

まず，本日の諮問案件を具体的に説明いたします前に，近年の都市計画法の改正など都

市計画を取り巻く環境の変化について説明いたします。 

平成１０年の都市計画法の改正により，法３４条第８号の２が追加され，市街化調整区

域内の開発行為に地区計画の決定区域が対象となりました。またその後，平成１４年に都

市計画の提案制度が新設され，地域住民などが，都市計画の内容を行政に対し提案をする

ことができるようになりました。 

平成１７年７月２６日には，「住居系の地区計画制度の運用基準」を策定いたしました。 

その後，平成１８年に市街化区域における大規模開発許可基準として運用されてきた「法

３４条第１０号のイ」が廃止され，代替策とし，市街化区域における地区計画制度の活用

が位置付けられることとなりました。なお，この法改正によって生じた条文のずれにより，

旧法の３４条第８号の２が，新法では第３４条第１０号として運用されております。 

また，平成１９年１１月３０日に，「非住居系及び住居系の地区計画制度の運用基準」の

策定，見直しをいたしました。 

この市街化区域における地区計画制度の運用基準について説明いたします。 
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対象地の基本的事項といたしましては，三重県都市マスタープラン及び鈴鹿市都市マス

タープランのまちづくりの方針との整合が図られていること，市街化区域編入が前提とな

ることから，編入が可能となる保留人口との調整が必要となります。鈴鹿市については，

平成２４年９月１８日に鈴鹿都市計画区域区分の変更の都市計画決定が三重県にてされて

おり，保留人口が３，６２９人となっています。また，当該地区の権利者については全員

の同意が必要となっています。 

対象区域につきましては，鈴鹿市都市マスタープランにおける住居系の将来市街化候補

地である「検討地区」の位置付けがされていることや，住居系の市街化区域に隣接し，都

市計画法第３３条の公共施設整備水準が確保されることとなっています。 

当地区におきましても，これらの条件をすべてクリアし，提案をいただくこととなりま

した。 

それではまず，地区計画の変更を予定している位置を確認いただきたいと思います。 

議案書の１ページと，スクリーンをご覧ください。 

当地区は，鈴鹿市の南部に位置し，図の中心部の赤枠でお示しした箇所となります。区

域面積といたしましては約６．５ヘクタールでございます。 

当地区付近には，飯野小学校及び創徳中学校といった公共施設や，伊勢鉄道の鈴鹿サー

キット稲生駅，レジャー施設，青少年の森公園，大型商業施設等も立地しており，今後，

良好な住宅地としての土地利用が見込まれる地区となっております。 

また，当地区東側には都市計画道路の中勢バイパス，北側には野町国府線の整備も進め

られており，交通利便性も高まる地区でございます。 

こちらは，鈴鹿市都市マスタープランの地区別構想図で，まちづくりの方針を表してお

ります。 

当地区は「低層住宅ゾーン」及び「検討地区」として位置付けされた赤枠でお示しした

箇所となります。「検討地区」とは地区計画制度の運用基準でご説明したように，将来的に

市街化区域への編入を想定する区域で，宅地需要に合わせて計画的な土地利用誘導を検討

するものとして位置付けられております。 

次に，当地区をもう少し詳しく見ていきたいと思います。 

こちらは，航空写真の上に，用途地域などの区域を示したものとなります。 

赤枠でお示ししてございますのが当地区の地区計画区域でございます。区域南側に隣接

している用途地域は「第一種低層住居専用地域」として指定されており，良好な低層住宅

地として発展している既存市街地となっております。 

また，北側の野町国府線の整備予定ラインまでが当区域となっております。 

次に「都市計画の提案制度」とその経過について，説明いたします。 

都市計画提案を示した，お手元の資料と，スクリーンをご覧ください。 

まず，事前相談を，平成２４年８月２０日にいただき，宅地開発の計画について多くの

協議を経て，平成２５年２月１日付けで，正式に都市計画の提案の受理をいたしました。 

その後，関係各課の課長職で構成されます，「鈴鹿市都市計画提案審査委員会」を平成 
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２５年２月１４日に開催し，本提案について，都市計画法上の手続きを進めていくことに

対し，異存なしとの意見を得ました。このことから，フロー図上につきましては，向って

左側の「必要があると認めるとき」となり，以降，都市計画の決定に向けた手続きに入っ

ていくこととなりました。 

その後，平成２５年２月１８日に開催されました都市計画審議会小委員会にお諮りさせ

ていただきました。この小委員会では，専門的な見地からご意見をいただくことを目的と

しています。ご意見・ご質問や，その回答につきましては，お手元の資料の２ページ目， 

３ページ目にお示ししてございます１４点となっております。 

この小委員会より「今後，市条例及び都市計画法上の手続きを進めていくことに異存は

ない」との意見に，付帯意見を付した形で，結論をいただくに至りました。この結論を，

委員長名で，本審議会宛にお示しいただいたものが，３ページ目のものとなっております。 

その後，鈴鹿市条例第３４号「鈴鹿市地区計画の案の作成手続きに関する条例」の規定

に基づき，平成２５年４月２３日から５月７日までの期間において，地権者に対し，都市

計画の原案の縦覧をおこない，縦覧後１週間，意見募集を行いました。その後，三重県と

の事前協議を経て，現在の「都市計画の案」の作成をいたしました。 

また，都市計画法第１７条第１項の規定により，平成２５年６月２４日から７月８日ま

での期間において，都市計画の案の縦覧と併せて意見募集をおこないました。 

その後，本日の都市計画審議会に至っており，事前相談から，数々の審査・手続きを経

て，提案いただいた「地区計画の変更」につきまして，ご審議いただくこととなりました。 

それでは，地区計画の詳細について，説明いたします。 

議案書７ページをご覧ください。 

こちらが，計画図となります。図面，上方向が北側となっております。 

まず，地区施設の配置について説明いたします。 

南北に走る赤色の路線が「区画道路１号」で，歩道を有する幅員１０メートル，延長約

５６０メートルの骨格的な道路となります。 

そこから，周囲に伸びる黄色の路線が「区画道路２号」で，幅員６メートル，９路線あ

り，総延長は約１，４８０メートルとなります。 

また，水色の区域が「雨水調整池（水路などにより雨水を集水して貯留し，あるいは流

れ出るのを遅れさせて下流の洪水流量を軽減することを目的とする貯水池）」で，面積約 

０．６ヘクタールあり，降雨強度（瞬間的な雨の強さを１時間あたりに換算した雨量）が

５０年確率（５０年に１度あるという確率）で設計しており，南側と東側の薄い緑色の区

域が「公園」で，鈴鹿市開発事業指導要綱による開発敷地面積の３パーセント以上の面積

が確保されています。 

これらの配置につきましては，地区内に中部電力の高圧線が通っていることから，高圧

線の直下に計画しております。 

こちらは，計画図に標高を入れたものでございます。当地区北側の田面の高さが約２４

メートル前後なのに対し，住宅地区は約２８メートルから３１メートルとなっており，周
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囲の地盤より高い位置に計画されています。 

次に，現地の状況を撮影したものがありますのでご紹介いたします。 

赤枠でお示しした当地区に対しまして，南側から撮影いたしましたのが①番，北側から

撮影いたしましたのが②番から④番でございます。 

まず南側から撮影いたしました①番の写真となります。写真左側にご覧いただけます鉄

塔は，当区域内に位置する中部電力の鉄塔でございます。お手元の計画図では，南側の灰

色でお示しした区域となります。 

次に北側から撮影いたしました②番の写真となります。当地区に隣接する優良農地が広

がっております。写真中央にご覧いただけます道路が，「区画道路１号」となり，幅員 

１０メートルに拡幅する計画となっております。 

次に当地区中央部を北側から撮影いたしました③番の写真となります。写真中央にご覧

いただけます鉄塔も，当区域内に位置する中部電力の鉄塔でございます。お手元の計画図

では，「雨水調整池」の南側に隣接した灰色でお示しした区域となります。①番の写真でご

覧いただきました，鉄塔から高圧線が南北に伸びております。 

次に当地区東部を北側から撮影いたしました④番の写真となります。写真中央部にご覧

いただけます住宅地が，当地区に隣接している，低層住宅地でございます。 

つづきまして，地区計画の計画書の説明をいたします。議案書は，２ページをご覧くだ

さい。 

計画書の内容といたしましては｢地区計画の方針｣と｢地区整備計画｣になります。 

こちらは，｢地区計画の方針｣でございます。 

地区計画の目標は，将来にわたって良好な住環境の維持増進を図るとともに，土地利用，

施設配置の計画にそった環境を保全育成し，良好な市街地の形成を図ることです。 

土地利用の方針は，低層専用住宅地として，良好な住環境を損なうことなく，ゆとりと

うるおいのある安全な住宅地として発展させることです。 

地区施設の整備の方針としては，東側と北側の市街地を連携するための，歩道を有する

骨格的道路と街区を形成するための道路を整備し，良好な住環境の維持増進を図るため，

公園，雨水調整池を適正に配置，整備し，その後，この機能の維持保全を図ることです。 

こちらも，｢地区計画の方針｣でございます。議案書は，３ページをご覧ください。 

建築物等の整備の方針は，調和のとれた街並みと良好な住環境を形成するため，建築物

の用途，壁面の位置，高さの制限を定めます。 

また，敷地の細分化による狭小住宅の発生を防止するため最低敷地面積を定めます。 

更に，意匠の制限も定め，景観の向上を図ります。 

こちらは，｢地区整備計画｣でございます。議案書は，４ページをご覧ください。 

「地区施設」の「道路」「公園」「雨水調整池」「歩行者専用通路」につきましては，計画

図の中で確認いただいたものとなります。 

次に，「建築物の用途の制限」は，低層の住宅団地として，１番から６番の，専用住宅や

公園のトイレ，集会所などの限られた建築物の規定をすることで，第一種低層住居専用地
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域の制限に上乗せで制限がかかることとなります。 

また，建物の「容積率」を１００パーセント，「建ぺい率」を６０パーセントと指定し，

さらに「日影規制・斜線規制」も設けており，第一種低層住居専用地域並みの制限となり

ます。 

また，「建築物の高さの最高限度」を，最高軒高７メートル，最高高さ１０メートルと規

定しており，その上「敷地面積の最低限度」は２００平方メートルとしています。 

こちらも，｢地区整備計画｣でございます。議案書は，５ページをご覧ください。 

次に「壁面の位置の制限」ですが，道路境界線より１．５メートル，隣地境界線より 

１．０メートルと規定し，軒高の低い物置や車庫などについては，緩和の基準を設けてお

ります。 

鈴鹿市は，良好な景観づくりを進めるため，平成２１年１月１日に景観行政団体になり，

平成２３年１月１日から｢鈴鹿市景観計画｣の運用を開始しております。このこともあり「形

態・意匠の制限」としては，健全な住環境と調和を図るものとし，屋根及び外壁の色彩は

鈴鹿市景観計画ガイドラインの，住宅地の景観形成基準が準用されることとなります。ま

た，看板設置行為は禁止という規定を設けております。 

お手元の資料の「都市計画審議会の小委員会」から本審議会への報告での付帯意見の中

で｢道伯地区の地区計画において，地区別景観づくり計画の策定を検討すること｣といただ

いたことから，現在検討しており，計画内容の熟度が達しましたら，都市計画審議会へ｢道

伯地区の地区別景観づくり計画｣の指定に関して諮問した上で，景観審議会にお諮りしたい

と考えております。 

次に｢「かき」・「さく」又は「へい」の構造の制限｣として，道路沿いに設けるものにつ

きましては，生垣又は開放的なさくと規定し，開放的で緑の多い空間づくりに努めるよう

に誘導いたします。 

こちらにお示ししてございますのが，２回行われました縦覧の結果となります。 

まず，鈴鹿市条例第３４号「鈴鹿市地区計画の案の作成手続きに関する条例」第２条の

規定に基づき，条例縦覧を平成２５年４月２３日から５月７日までの期間において，地権

者を対象に，都市計画の原案の縦覧をおこないました。その結果，当地区の対象地権者は，

全部で１４名，縦覧者数５名で，その内地権者３名，ご意見はございませんでした。 

その後，都市計画法第１７条第１項の規定により，法定縦覧を平成２５年６月２４日か

ら７月８日までの期間において，都市計画の案の縦覧と，併せて意見募集をおこないまし

た。その結果，縦覧者数４名で，意見書につきましてはございませんでした。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

 

議長（村山会長） 

 それでは，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 
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 雨水調整池の規模や位置等の基準や計画，承認は，どのようにされているのでしょうか？ 

 

事務局（伊藤） 

 雨水調整池は，開発事業者が設計するにあたって，三重県が持つ「宅地等開発事業に関

する技術マニュアル」を参考にします。マニュアルには，三重県鈴鹿市の場合の調整池の

確率年度（水害等の災害の発生確率）等の計算式がありますので，降雨量や容量を算定し

ます。それに基づいて放流先の河川管理者や排水路の管理者とネック点（流域の中で流量

が一番小さい地点）の場所を協議し，５０年に１回降るであろう雨量であっても，最低限

排水路の中で一番小さい断面の箇所を流すことができ，溜めていけるだけの容量の調整池

をつくりなさいという指導になっています。 

 

福嶋委員 

 地図を拝見していますと，下の方は田園地帯になっていますよね。こういう農地を持っ

ている方に対しての周知はしないのですか？ 

 

事務局（伊藤） 

 市街化調整区域における地区計画の運用基準の中には，該当する区域の中の方の 

１００パーセントの同意が必要となっており，説明し，ご理解いただき，ご同意いただい

ております。 

また，道伯町のまちづくりとして重要な計画でもありますし，地権者さんだけでなく，

今回は地域や自治会を挙げて，市街化区域への編入や地区計画への賛同等を含めてご要望

をいただいておりますので，その点はご理解をいただいていると考えております。 

 

竹口委員 

 ２点ほど質問があります。 

 １点目は，中部電力の送電線が渡っていますが，電磁波の影響はどのように考えていま

すか？ 

２点目は，東西に走っている６メートル道路が隣接する住宅地に接続していないのはな

ぜですか？ また，１０メートル道路の一番南の接点，ここの交通状況をどのように処理

していくのか教えていただきたい。 

 

事務局（伊藤） 

 １点目の中部電力の高圧線の電磁波の影響についてですが，基本的に高圧電線等の下に

住宅地をなるべく設けず，公共施設を配置するという計画になっております。図面の中の

赤色の道路の部分と，調整池，黄色の道路及び公園敷地の上を高圧線が走るという計画で

す。 

 ２点目の道路についてですが，６メートル道路の接続がないという点については，こち
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ら側に擁壁をつくっている関係で物理的に土地が高くなっておりまして，どうしても接道

することができなくなっております。 

１０メートル道路の交差点部分につきましては，私どもも少し懸念しております。事業

者も交差点について鈴鹿警察署と協議されていますが，鈴鹿警察署としては，隣接する住

宅地をカーブする部分は危ないという認識は持っていただいていており，主従道路を勘案

し，交通を規制するようです。 

 

竹口委員 

 そこの交差点には，信号機が付くわけですね？ 

 

事務局（伊藤） 

 信号機の件につきましても，鈴鹿警察署としては，信号機の設置や交通規制は警察の仕

事であるので，警察側が状況を見て判断していくという結論をいただいております。 

 

竹口委員 

 電磁波の件ですが，１０メートル道路沿いにずっと送電線があるので，あまり影響ない

んじゃないかということでしたが，電磁波の影響をうける幅はどれくらいでしょうか？ 

また，公園の上を横切っているということでしたが，子どもたちもたくさん公園には来

ると思いますが，それにおける電磁波についてどうお考えですか？ 

 

幹事（都市計画課長） 

 電磁波の影響力については，調べさせていただいておりません。電磁波の影響の有無に

よって開発行為等の許可不許可を決めるという規定もございませんので，事業者にも電磁

波の調査は依頼しておりません。後ほど影響状況を調べて，委員に報告させていただきた

いと思いますが・・。 

 

竹口委員 

 住宅ができた場合，電磁波によるテレビ等の電波障害はあるのでしょうか？ 

 

幹事（都市計画課長） 

 影響があるようでしたら，ケーブルテレビの利用等を考えていく必要があるかと思いま

す。販売する段階においても大切なことと思いますので，こういうご意見があったことを

事業者にも伝えたいと思います。 

 

竹口委員 

 東西に走る６メートル道路は，土地の段差があるので接道しないということですが，ど

のくらい段差があるのですか？ 
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事務局（伊藤） 

 ３メートル程と思います。 

 

中西委員 

 ２点ほど質問があります。 

 １つ目ですが，小委員会の意見資料の７番８番に，どちらかというと景観面での調整池

のあり方に関する意見が出ていますが，それについての回答が出ていないように思います。

住宅地における全体的な景観から考えると，調整池は今後の長期的な景観の重要な要素に

なると思いますが，調整池そのものについて，自然を活かしたものにするなど，そういう

考え方を持たせることができるのかどうか，市からは何か意見をしたのですか？ 

  

幹事（都市計画課長） 

 景観に配慮した調整池を設置するというのは，今後の課題であると思っています。 

 

中西委員 

 道伯地区の景観づくり計画の策定も念頭に置くということでしたが，計画の中で自然を

活かした景観にするとなった場合は，どのようにつくっていくのですか？ 

  

幹事（都市計画課長） 

 地区別景観づくり計画を策定する際に，今日いただいたご意見を検討課題の中に含めさ

せていただきたいと思います。 

 

中西委員 

 もう１点確認したいのですが，コミュニティの観点から見たときに，今回の計画地の校

区はどうなりますか？ 隣接する自治会等との関係はどうなりますか？ 

 

事務局（伊藤） 

 道伯町は飯野地区になりますので，基本的には飯野小学校区，創徳中学校区になります。

隣接する鈴鹿ハイツは稲生地区になりまして，稲生小学校区，白子中学校区になります。 

地域的にはそういう整理になりますが，飯野小学校への通学というのはメリットがあり

まして，直線距離にて１キロメートルを切るような距離に小学校がありますので，通学す

る児童には利便性が高いと思います。 

 

幹事（都市整備部次長） 

 地域でいきますと飯野小学校になり，距離的にも飯野小学校のほうが圧倒的に近いです。

中学校も距離的に創徳中学校が近くなります。最終的な判断は各学校や教育委員会になり
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ますが，距離的に近いところへ通っていただく形になると思います。 

 

中西委員 

 計画内容について云々というよりは，今後この計画を認めていくにあたって，地域コミ

ュニティやまちづくりという観点からの協議が必要であると思います。子どもたちにとっ

ては，隣り合っているのに校区が違って文化も全然違うということになるのがいいのか悪

いのかということがあり，そういう点について市にもコーディネートしてほしいと思いま

すが，どうお考えですか？  

 

幹事（都市整備部次長） 

 関係自治会については，近隣の鈴鹿ハイツの自治会長さんも含めて，この団地ができる

ことについて非常に好意を持ってご要望をいただいたところです。鈴鹿ハイツは開発され

てから年数が経っておりますので，子どもたちの年代が合うかどうかということもあり，

その点について自治会長さんからの問題提起等は今のところいただいておりません。それ

よりもむしろ，学校の人的・距離的なものを配慮して学校を選択していくのではないかと

思っております。 

コミュニティについては，当該地区で自治会が構成されるなどを含めて近接する自治会

等との接点がどのようになるかは，住まれる方々同士の課題のほうが大きいのではないか

と考えます。 

 

池上委員 

 ２点ほど確認したい。 

 １０メートル道路から都市計画道路へつながるところについては，住宅が形成されてい

くのと同時進行でつなげられるのですか？ 同時進行でつながらないと，鈴鹿ハイツの負

担が大きくなってくると思うんですね。そのあたりの計画はどのようになっていますか？ 

 

事務局（伊藤） 

 都市計画道路野町国府線は，ただ今加佐登鼓ヶ浦線から県道のところへ工事中でござい

ます中勢バイパスの交差点の工事の関係で，野町国府線の中勢バイパス側部分を三重県が

工事されており，それが終わり次第，順次こちら側に入ってくると聞いております。 

ただし，それを待っているわけではなくて，基本的には野町国府線の手前にある桜並木

の４．５メートル程の市道を一時的に使っていただくという考え方です。 

 

池上委員 

 その４．５メートル道路ですが，そこはちょっといびつな交差点になっています。その

ままの状態でそこを通り抜けるとなると，事故等の発生もあると思います。工事の進め方

については三重県の意向もあるのでしょうが，そのあたりの安全対策が重要と思いますが，
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どうですか？ 

  

事務局（伊藤） 

 この部分の交差点の安全確保については私どもも懸念しておりまして，一時的にでも変

則的な交差点になってしまうので，信号機設置の要望等について事業者から鈴鹿警察署へ

協議に行ってもらっています。 

ただ，鈴鹿警察署からいただいた回答は，計画段階で警察として動くことは一切できな

いということでした。信号機をつける等については，住宅が建ってきてから状況を見て，

警察が適切な時期に適切な判断をしますということで協議が終了したということを，事業

者から聞いております。 

 

池上委員 

 早急に安全対策をお願いしたいと思います。 

もう１点は，飯野小学校への通学路のことです。通学路の安全対策は，今，国でも非常

に力を入れて取り組んでいます。今回は，何もないところから学校に行くことになります

が，計画は安全対策がなされたものになっているのですか？  

 

事務局（伊藤） 

 地区計画の区域内については，基本的に歩道での通学を考えており，片側ではあります

が３．５メートルの歩道をつけるようにしております。その先から飯野小学校までの間に

つきましては，ＰＴＡや学校教育課がより安全なルートを選定すると考えております。 

 

池上委員 

 通学路としては，１０メートル道路を通っていくんですね？ 

 

事務局（伊藤） 

 はい。車道と分離した歩道がありますので，そこを通るということです。 

 

池上委員 

 そこまではいいのでしょうが，そこから先は非常に道が狭く，朝は交通量も多いので，

大人でもあの箇所を歩いていくのは非常に危険です。周辺に工場が立地している関係で道

幅も広がらないと思います。住宅ができて住民が住んでからではなくて，今からしっかり

取り組まないとダメではないかと思うのですが，どうですか？ 区域内の道路までではな

くて，そこから先の部分も考えていくことが重要だと思いますが。 

 

幹事（都市整備部次長） 

 今回の計画地については，歩道が都市計画道路まであって，その先には新しい団地が形
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成されております。そこの子どもたちが集まって通る通学路周辺もかなり住宅が建ちだし

ましたので，その部分も配慮して，より安全な通学路の確保を検討していただくのではな

いかと考えておりますし，建築した後に地域として安全を考えた選択をしていってもらえ

るのではないかと期待もしております。 

今，道路を広げたりするのは難しい話ですが，安全なルートの選定は今後の検討課題と

思っております。周辺の住民の方々がどういうルートで通学されているかという情報を収

集していきたいと思います。 

 

池上委員 

 防犯という観点もありますが，事業者は防犯灯をつけていくのですか？ 

 

事務局（伊藤） 

 今のところ，防犯灯設置の計画はされていないようです。 

 

池上委員 

 今後，事業者主体の宅地開発をするということであれば，地域の防犯もしっかり考えて

いただくように，市から指導してもらいたいと思います。 

 

北川委員 

 調整池についてですが，調整池はどういう構造でつくられるのですか？ 調整池の水は

どちらに放流されるのですか？ 

 

事務局（伊藤） 

 調整池の構造は，基本的にはコンクリートです。自然に水が溜まってきて，そこでオリ

フィスという流量を調整する小さな窓を通って下流に放流されます。 

 

北川委員 

 どちらを向いていくのですか？ 

 

事務局（伊藤） 

 北のほうへ流れていきます。現状でも降った雨は流れておりますので，調整池で流量を

絞らせていただいて，同様に新川・金沢川へ放流する計画になっております。 

 

北川委員 

 現在，稲生地区でも団地等で調整池をつくっていますが，つくったままで，葦簀（よし

ず）が生えたりしてほとんど埋まっているところが多いんです。白子のあたりも３か所つ

くっていますが，穴の高さまで埋まっているような状態です。 
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議長（村山会長） 

 調整池の管理はどうなっていますか？ 

 

幹事（都市計画課長） 

 公共施設として引き取らせていただいて，市が管理することになっています。 

 

北川委員 

 絶えず水量があるようなものですか？ 

 

事務局（伊藤） 

 今回も泥溜め等を設ける構造ではなくて，基本的に雨が降っていない時は乾いており，

コンクリートのたたきがそのまま見えるような構造になっておりますので，土が溜まって

そこから草が生えるというのは想定しにくいと考えております。 

 

北川委員 

 ホンダ関係の物流会社のところも調整池がつくってありますが，ほとんど埋まっておる

んです。大きな木が生えているところもあるんです。そのことも考えてほしいと思います。 

 

幹事（都市計画課長） 

 先ほど，調整池については鈴鹿市が公共施設として引き取るとお話しさせていただきま

したが，ひとつの大きな工場の場合に敷地内につくっていただく調整池は，その工場のた

めの調整池ですので，工場側で管理をしていただいており，市では引き取らせていただい

ておりません。 

 

議長（村山会長）  

 実際はそういうところの管理の問題があるということですね。今回の部分の話とは関係

がありませんが。 

 

長谷委員 

 排水の新川への放流ですが，道伯地区の放流先は，今までも新川でしたか？ 

 

幹事（都市整備部次長） 

 現状の流域は，この系統で流れております。 

 

長谷委員 

 現段階で新川は溢れていて，旧２３号線のあたりは排水不可能で浸水しています。それ
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で，まだそこへ溜めて流すということですが，水門の整備はされるのですか？ 

 

事務局（伊藤） 

 基本的に水門の整備等はしません。水路の一番流量の小さいところをネック点といいま

すが，そのネック点を流せる量で，放流する量を調整するようになっております。 

 

長谷委員 

 今回の団地の調整池から新川までの間の水路は，一切改修しない？  

 

事務局（伊藤） 

 現状の水路です。 

 

長谷委員 

 これまでも，田んぼの水はそこへ行っていたのか？ 

 

幹事（都市整備部次長） 

 調整池の現状の流域はこのような形状になっていますが，将来，最終的には中勢バイパ

スの整備と併せて流域をカットするような形で，雨水幹線の計画をたてる予定でおります。 

また，この地域についても，調整池をつくることによって，今流れている水，降った雨

も含めて軽減できるくらいの容量の調整池を考えております。 

 

長谷委員 

 今，現実に浸水している箇所があるのに，新川の改善はせずにこれ以上水を増やすとな

ると，影響は相当大きいのではないかと思います。今まで畑であったときは影響はなかっ

たかもしれませんが，今度はまとまった量が流れるので，負荷は必ずかかると思います。 

そのための調整池だから調整できるというのはよくわかっていますが，現実的にそうい

うものが増えてきているから，新川は旧２３号線裏，飯野地子町あたりで常時浸水してい

ます。それとこれとは別ということですが，今は少しでも降ると浸水しているのに，さら

に足していくことになるのだから。 

 

幹事（都市整備部次長） 

 調整池からは，一度に水が溜まっても，時間差を設けてピーク時を避けて，水量を絞っ

て徐々に流出する設計ですので，負荷の軽減に配慮された池となっております。水は多少

の影響はするにしても，ネック部分までで影響を抑えることができるのではないかと思っ

ております。 

 

山本委員 



 

16 
 

 １７０区画程と聞いておりますが，これだけの広さの部分で，公園が２か所だけですね。

ここは人口的にもおそらく７００人くらいになると思いますが，子どもやお年寄りが集ま

る場所が必要だと思います。開発の許可を下ろす以上は，コミュニティの場の確保という

要望を出してもらってはどうかと思います。 

また，鈴鹿ハイツを通りますと，道路にたくさんの車が停まっています。今の鈴鹿は，

車がないと生活できないような現状ですので，１区画に３，４台停められるくらいのスペ

ースを義務付けてもらうくらいにしないと，同じような結果になるのではないかと思いま

す。歩道があるから大丈夫というのではなくて，安全安心を確保できるような方策を考え

ていただきたいと思います。 

 

幹事（都市計画課長） 

 住民の方のコミュニティの場というお話しでしたが，お手元の資料には明示されていま

せんが，集会所用地を確保させていただいておりますので，その場をコミュニティの場と

していただければと思います。 

また，公園の敷地面積ですが，基準の３パーセント以上を確保されております。少しで

も広くというのは私どもも希望するところではありますが，事業者の土地の配置計画でこ

ういう形でご理解いただきたいということでございますので，ご了解いただきたいと思い

ます。 

駐車スペースですが，１区画あたり２００平方メートル確保されておりますので，少な

くとも２台は確保されていると思います。３台４台あれば非常に理想的ではありますが，

販売する面積や購入される方々の金額等もあり，２００平方メートルがギリギリのところ

ではないかと認識しております。 

 

山本委員 

 要望として受け止めていただきたいと思います。 

 

大杉委員 

 行政の考え方等についてお聞かせいただきたい。 

 人口減少時代に突入していますが，今回この調整区域の住宅開発の申請は数年かかって

ようやく申請になったと聞いております。ただ，鈴鹿市は線引きがされておりまして，市

街化区域がかなり残っているんですね。今回の場所は農地としては生産性があまりないと

いうことで，あえて調整区域を開発していくということです。 

私はこれに反対ではないのですが，いつも議論させていただいている中で，まずは市街

化区域が優先，市街化調整区域は非常に厳しい規制があるのです。そういった中で今回，

条件が合って開発されたということです。本当に必要な土地をこのようにされるのは，私

も賛成なんです。 

こういう土地が他にもあろうかと思いますが，今後このように条件が合った場合は，こ
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ういう開発をどんどん認めていかれるのですか？ 

それと，市街化区域内には未利用地があると思いますが，これは過去数年見ても面積が

あまり減っていません。どうしても開発できないような土地もあると聞いていますが，そ

ういう土地の利用の見直しがあまりされていないというのが現状です。 

行政としては，調整区域であっても本当に適切なところであればこのような形で開発し

ていくのか，あるいは，頑なに市街化区域を守り通していくのですか？  

市内には，こういう条件に合うような土地が他にもあると思いますが，それがどこかと

いうのも併せて聞かせてもらいたいと思います。 

 

議長（村山会長） 

 この案件に限らず，やや大きな話になりますが，非常に重要なご意見だと思いますので，

事務局から意見をお願いします。 

 

幹事（都市整備部次長） 

 大杉委員からは，これまでにも調整区域の問題についていろいろご意見をいただいてお

ります。 

その中で答弁させていただいている内容と変わるものではありませんが，まず鈴鹿市の

方向性としては，基本的には市街化区域に人口を誘導し，市街化区域内の未利用地を活用

するということです。 

また，三重県が定める人口フレームがありますが，平成３２年にはフレームとして，い

わば市街化区域から溢れる人数として３，０００人強の人口があると計画決定して定めて

いただいているところです。基本的には，そういう溢れる人口があるということが前提と

なります。 

次に，調整区域の地区計画に関しまして，基本的には，まず鈴鹿市の土地利用計画に沿

ったところであること，それから，三重県の方向性にも適合しているということ，これが

大前提となります。調整区域の中でも，市街化区域の住居専用地域に近接しているところ，

将来的に市街化区域を拡大できるようなところ，そして事業者や地権者さんから提案を受

けて内容がそれに沿った形であれば，私どもは手続き的に応援させていただく姿勢でおり

ます。 

また，市街化区域の中の土地でも市街化調整区域に戻してはどうかということについて

ですが，市街化区域の中で無秩序に穴ぼこ状態に調整区域にするというのはケースバイケ

ースであるものの，難しいと考えます。 

鈴鹿市として，今後こういう案件が出てくれば応えていくのかということについては，

基準等がクリアできるようであれば，手続き等の応援させていただくつもりでおります。 

  

事務局（伊藤） 

都市マスタープランを見ていただくと，今回以外の部分でも検討地区として位置づけが
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してあります。ただ，ゾーニングしてある全てのところを全部やるということではなくて，

他法令にかかる部分等をクリアし，かつ地権者の１００パーセントの同意を得られるなど

して，事業者から相談があれば，お話しを伺っていきたいと考えております。 

現在，検討地区として海岸近くの部分にもゾーニングさせていただいてあるところはあ

るのですが，平成２３年１０月２６日に三重県から津波浸水予想図が発表されております

ので，これに該当する区域については市街化区域前提として考えることは難しいものと考

えております。 

 

大杉委員 

 いろいろ課題はあると思いますが，市街化調整区域でこういうことをやれば，市街化区

域内の未利用地はますます利用されないというケースも出てくるわけですね。そのあたり

が非常に難しいと思います。 

 私の考えを申し上げて申し訳ないですが，市街化調整区域であっても，皆さんが強く要

望している土地は，条件が合えば開発していって良いのではないかと思います。だから，

今回の案件は賛成しております。 

 逆に，土地利用計画をひとつも修正しないままでいくと，市街化区域内であっても未利

用地はいつまでたっても利用されませんから，見直しをしていただきたいとお願いしてお

きます。 

 

議長（村山会長） 

 今，都市マスタープランの見直しをしていますが，その中で検討しなくてはならない事

項と思っています。私はそちらの委員もしていますので，検討したいと思います。 

 

福嶋委員 

 今回の場所は優良住宅地にするということでモデル地区にもなると思いますが，今後ど

のようなスケジュールになるのでしょうか？ 地区計画の届出も含めて，今後の進め方を

教えてください。 

 

議長（村山会長） 

 今後の住宅地開発ということですね。 

 

事務局（伊藤） 

 今後は，地区計画の中ではマンセル値などで色目をしっかり規制していきますし，届出

事項となっていますので，適合するよう指導していきます。 

それと，地区別景観づくり計画は並行して景観審議会にもお諮りしながら進めていきた

いと考えておりまして，順序良くいけば，来年２月頃の都市計画審議会にてご意見をお聞

きして，景観審議会に諮り，地区別景観づくり計画をお披露目できればと思っております。 
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福嶋委員 

 そうしますと，地区別景観づくり計画が提出されて，それが認定されて許可が下りてか

ら，実際にこの場所が販売になるということですか？ 

 

幹事（都市計画課長） 

 おそらく開発が完了するのは，着手してから時期的に１年ほどかかりますので，先に景

観審議会でのご審議になると思います。 

建物工事に着手する段階においては，地区別景観づくり計画ができていると考えており

ます。 

 

議長（村山会長） 

 それでは，１時間半弱も議論していただいて，ご意見も出尽くしたように思いますので，

ここでまとめたいと思います。 

 いろんなご意見をいただきまして，この地区の開発に伴う今後のいろんな検討課題も含

めてご意見をいただきました。 

 都市計画審議会では，やはり地区計画に関することにしぼって審議すべきだと思います

ので，最後の決定は，地区計画の中身について決めていきたいと思います。 

 諮問案に対しましては適当と判断し，付帯意見をいくつか付けさせていただきたいと，

私から提案したいと思います。 

 内容としては，小委員会からの報告にある付帯意見をベースに少し修正していきたいと

思います。 

 １番目の都市計画道路の推進について県へ要望するということについては，そのまま採

用します。 

 ２番目については，実現可能性があって本日の諮問事項となっていますので，削除しま

す。 

 ３番目については，若干修正をしたいと思います。本審議会で地区施設に関する意見が

出ましたので，「具体的な方策については」というところまでは今のとおりにし，その後の

文章を若干修正します。修正案としては，「具体的な方策については，地区計画の届出を通

じた規制や地区施設の設計における配慮の検討をすること。」としたいと思います。この地

区施設には，調整池と道路，それから公園が含まれます。地区計画の案は，具体的に地区

施設をどう整備すべきかまでは書かれていないのですが，今後きちんと検討してほしいと

いう意味でこの意見を提案します。 

 それと，新たに付け加える意見として，調整池に関係して新川流域の浸水についての指

摘がありましたので，「当該開発の諸影響について，適切な対応を検討すること。」という

ふうに，やや抽象的ですが，新川の問題だけではなくて，子どもの通学路の安全性や校区

やコミュニティの単位の課題などが出てきましたので，これらは総括すると当該開発の諸
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影響ですので，それについて適切な対応を検討することという一文を付け加えてはどうか

と思います。 

 少し長くなりましたが，「適当」と認めた上で，今申し上げました３つの意見を付帯し，

答申したいと思いますが，いかがでしょうか？ 

 

  【異議なしの声あり】 

 

 ありがとうございました。 

 では，次にその他事項をお願いします。 

 

幹事（都市計画課長） 

 前回の都市計画審議会におきまして，お話しをさせていただいたご意見を伺いました鈴

鹿市都市マスタープランの見直しについてご報告させていただきたいと思います。 

 詳細につきまして，担当から説明させていただきます。 

 

事務局（奥西） 

 それでは，その他事項の「鈴鹿市都市マスタープランの改定」について報告いたします。 

  昨年度と今年度これからの大まかな流れについて説明いたします。  

まず，昨年度の内容についてです。 

平成２４年７月５日に開催されました第３０回鈴鹿市都市計画審議会にて，鈴鹿市都市

計画審議会の専門委員会として，「鈴鹿市都市マスタープラン見直し検討委員会」を組織し，

都市マスの改定作業を進めさせていただくことを説明させていただき，ご承認いただきま

した。 

そして，昨年度は，合計４回の見直し検討委員会を開催いたしました。 

また，平成２５年２月２０日に開催されました第３１回鈴鹿市都市計画審議会において

もその途中の成果を示させていただき，貴重なご意見をいただきました。 

その後「見直し検討委員会」を経て，今後進める改定の考え方を整理した成果として「現

行都市マスタープラン改定の考え方」をまとめさせていただくことができました。この「現

行都市マスタープラン改定の考え方」については，今年４月３０日付けで，都市計画審議

会の委員の皆様に郵送させていただいております。また，この「改定の考え方」を１枚の

イメージ図にしたものを，本日，お手元に資料としてお配りさせて頂いております。  

昨年度の成果である「現行都市マスタープラン改定の考え方」に基づき，今年度も引き

続き，作業を進めさせていただいております。 

昨年度に実施しました市民意識調査の結果，現行都市マスタープランの総括，国勢調査

による人口動向，これまでの行政懇談会でのご意見等，色々な要素から導かれた課題を 

２３行政地区ごとに整理した「地区カルテ」を，現在準備いたしております。 

これを基に，今後，庁内調整を行い，さらに「見直し検討委員会」にお諮りした上で，
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２３地区の地区別会議を９月下旬ごろから１月下旬ごろまでを目途に実施し，地区の皆様

と意見交換を行い，課題の共有を深めていきたいと考えております。 

この地区別会議のメンバー構成については，昨年度の都市マス見直し検討委員会でご意

見をいただきましたように，幅広い観点で地区のご意見をいただくことを目的に，自治会

組織に偏ることのないように，まちづくり協議会，福祉協議会，体育振興会，農業委員会，

老人会等から代表を選出していただき，概ね１０名から２０名で組織する方向で地区セン

ターと現在調整中です。各組織の委員の方は男性の方が多いようですが，事務局といたし

ましては，出来るだけ女性の方にも，この地区別会議のメンバーとして出席していただけ

るようにお願いさせていただいております。また，この地区別会議は，会議メンバー以外

のどなたでも傍聴していただくことが出来るように考えております。 

  そして，この現行都市マスタープランの改定について，改定の進捗状況等をホームページ

で市民の皆様に積極的に情報提供を行っていきたいと考えております。 

まずは，昨年度実施しました市民意識調査の調査票及び調査結果，昨年度４回開催され

ました「見直し検討委員会」でいただきました意見の要旨，そして今年４月３０日付けで

お送りした昨年度の成果の「現行都市マスタープラン改定の考え方」を字句修正等を加え

た上でホームページに掲載させていただく予定で準備中です。 

また，今年度についても，「見直し検討委員会」の意見要旨，それと，先程説明いたしま

した地区別会議の開催日時等をお知らせしていく考えでおります。 

なお，ホームページによる情報提供については，今後も「見直し検討員会」の委員の皆

様のご意見を頂戴しながら進めさせていただく予定でございます。 

今年度の２３地区の地区別会議が終了し，結果が整理できました段階で，都市計画審議

会の委員の皆さまにも報告させていただく予定で考えております。 

以上，都市マスタープランの改定についての報告を終わります。 

   

議長（村山会長） 

 それでは，何かご質問がありましたら，お願いいたします。 

 

中西委員 

 地区カルテの作成に取り組まれるということですが，同じく市の中で進められている公

共施設マネジメントの内容は入れていくのでしょうか？ 

 地区カルテを作成する際に，地域の公共施設のあり方がわからなければ，全体としての

都市マスタープランを補完できないのではないかと思いますが？ 

 

幹事（都市整備部次長） 

 都市マスタープランは，基本的に都市計画に関する基本方針ですので，議論の中心は，

土地利用や，道路・下水・公園などの都市施設などになると思います。 

公共施設マネジメントは，福祉センターや図書館などの公共施設についての，今後のメ
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ンテナンスや再編について議論が活発にされると考えており，直接的に関係するところは

少ないかとは思いますが，関係課より今年度から議論を詰めていくと聞いておりますので，

議論が違う方向を向かないよう，庁内委員会に関係部署を入れながら議論をさせていただ

くと思います。 

地域で必要な情報としては，まず市民アンケート，都市計画基礎調査，昨年度に調整し

ました旧都市マスタープランの総括などを中心にカルテを作成し，その中で，影響のある

公共施設については関係部署と連携を図りたいと考えております。 

  

中西委員 

 インフラについては，道路や下水以外に上水道もあり，更新点が重要になってくると思

います。 

 実際に，昨年度の市議会委員会の議論の中で，道路のアセットマネジメントや水道の調

査を進めてカルテを作成するという話がありました。 

 そのようなことが今後どのように絡んで，活かされていくのかを教えてください。 

 

幹事（都市整備部次長） 

 都市マスタープランの見直しにおける議論は，基本的には大きな肉の部分である土地利

用と，骨の部分である街路，治水などが主な議論になると思います。その中で，インフラ

の整備やマネジメント，長寿命的なメンテナンスの部分をどのように反映させるかは議論

させていただきたいと考えております。 

 

福嶋委員 

 地区別会議での様々な意見を，どう集約して，どう強弱つけていくかは，都市計画課の

手腕の見せどころかと思います。それと同時に，庁内でみんなが心をひとつにしてスムー

ズに進めていけるかどうかというのが大きなネックだと思いますので，潤滑油のような働

きをしながら素早く進めていただきたいと思います。 

 

議長（村山会長） 

 これはご意見としてですね？ 

 

福嶋委員 

 はい。 

 

議長（村山会長） 

 私からの質問ですが，小委員会の議論では，地区別会議をやった後に全体構想について

議論する全体会議を設けて，そこに市民も参加できるようにしようと話をしたと思うので

すが，それはどうなったのですか？ 
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事務局（伊藤） 

 オープンハウスのことですよね？  

 

議長（村山会長） 

はい，例えばのことですが。 

 

事務局（伊藤） 

それについては地区別会議の後で。 

 

議長（村山会長） 

２６年度にやるのですか？ 

 

事務局（伊藤） 

２３地区の地区別会議を進めるには４か月程かかると思いますので，そこから出た意見

等を取りまとめて反映させていくと，全体会議としてオープンハウスの開催が年度末まで

に間に合うかどうかという心配があり，少し控えさせていただいておりました。 

２６年度になることもあるかもしれませんが，全体構想について議論するということは

小委員会でご意見としていただいておりますし，全市民を対象にしていく部分は忘れずに

進めていきたいと考えております。 

 

議長（村山会長） 

 なぜかというと，極端な話ですが，地区別会議をやっていく中で，全ての地区から「自

分たちの地区に大規模公園がほしい」という意見が出ても，それはあり得ないわけですよ

ね。全体の公園配置を考えて，ここはこうですよと，きちんと説明しなくてはいけない。

地区と全体の調整はやはりどこかで必要で，それを見える形でしようということです。 

スケジュールがタイトになってきているので，ここには載っていないようですが，忘れ

ていないということで確認をしました。 

 では，ご意見をいただきましたので，今後の都市マスタープランの見直しの参考にした

いと思います。 

 ９月から地区別会議を開始していきますが，広く市民の意見を聴いて見直しの参考とし

てほしいと思いますし，委員の皆さんも是非参加していただきたいと思います。 

 まだ答申案ができておりませんので，皆さんから何か意見はありますでしょうか？ 

 

竹口委員 

 鈴鹿市議会が４月２４日に開催しました第１回議会報告会について，第１班は白子地区

市民センターで，第２班は稲生公民館で開催しました。その第２班で，来場されました市
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民の方からいただいたご意見を報告いたします。 

 内容は，「稲生塩屋の市街化区域内の農地について，これからも農業を続けていく予定で

あるが，固定資産税も高く厳しい。そこで市街化調整区域に変更してほしい。」とのことで

した。 

 

議長（村山会長） 

 この件について，事務局はどうですか？ 

 

事務局（伊藤） 

 当該要望は，実は平成２０年４月に当課にもいただいておりました。 

 この土地は，昭和４６年の当初線引きから市街化区域になっている土地です。 

 ご要望いただいた方には，当地区に関して，「市街化区域の外延部で，農業振興地域とし

て農業の条件が整った土地であったので，見直しの際には参考にしたい」旨と，線引きの

決定権者が三重県であることをお伝えいたしました。 

 基本的に今後，市街化区域編入の動きがありましたら，併せてこの案件について，三重

県を通じて国に協議していただくよう考えております。 

 ただ，要望をいただいたのが，平成１９年５月の定期線引き以降になり，それ以降は線

引きを一切しておりません。期間が空いておりますが，案件として把握しておりますので，

機会を捉えて協議したいと思っております。 

 

竹口委員 

 その方向でしっかりやっていただきたいと思います。 

 

議長（村山会長） 

 線引きは三重県決定ですので，しかるべき時期に必要に応じて協議するということをお

願いしたいと思います。 

 このように，たまたまひとつ要望が出てきたわけですが，もしかすると，都市マスター

プランの地区別会議で，同様な意見や大きな話がもっと出る可能性がありますので，大き

な話の場合は都市マスタープランとしてもきちんと位置付けて，三重県と協議する必要が

あるのではないかと個人的には思います。 

 

 【答申案配布】 

 

 お手元に答申案を配布いたしましたので，内容のご確認をお願いします。原案を適当と

判断するということと，３つの付帯意見を記載しましたので，このとおり市長に答申した

いと思います。 
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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｡ 

本日はどうもありがとうございました。 


