
 

1 
 

第３３回鈴鹿市都市計画審議会議事録（要約） 

 

開 催 日 時：平成２６年２月１４日（金）１３：００～１５：０５ 

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），伊藤睦，北川正敏，西川潤子，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）副市長 宮﨑守 

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 

同グループ主幹 奥西真哉，同グループ副主幹 岡田洋昭 

同課景観グループ グループリーダー 西野耕治 

同グループ 福島奈津紀 

同課総務グループ グループリーダー 角谷元彦 

同グループ主幹 髙﨑知奈美  

議     題：（１）鈴鹿市景観計画の変更について 

        （２）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 

議案書 

参考資料（鈴鹿市景観計画の変更） 

「鈴鹿市景観計画の変更について」資料 

「鈴鹿市都市マスタープランの見直しについて」資料１ 

－地区別会議の実施状況 

「鈴鹿市都市マスタープランの見直しについて」資料２ 

－地区別会議の意見とりまとめ 

「その他事項について」資料（鈴鹿市都市計画審議会組織及び運営要領） 

 

 

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３３回鈴鹿市都市計画審議会を開催させ
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ていただきます｡ 

まず， 初に，副市長よりあいさつを申し上げます｡ 

 

宮﨑副市長 

 皆様，本日はお忙しい中，第３３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御協力をいただき，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。 

さて，本日の議題は２点ございます。 

１点目は，鈴鹿市景観計画の変更についてでございます。 

これは，当審議会に諮問させていただき，ご審議いただくものでございます。 

変更の内容は，昨年の９月に都市計画決定いたしました「道伯地区 地区計画」の区域

における「地区別景観づくり計画」についてでございます。 

鈴鹿市景観計画の変更に該当するため，景観法により都市計画審議会からの意見聴取が

必要となりますので，ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

２点目は，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。 

昨年度よりスタートしております，現行の鈴鹿市都市マスタープランの見直しの現状の

報告となります。 

昨年１１月より開催しております２３行政地区ごとの地区別会議の実施状況について，

そこでいただいたご意見の取りまとめの方法，今後の進め方などについて報告をさせてい

ただき，委員の皆様のご意見をいただきたいと考えております。 

委員の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，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，１つ目の議題，「鈴鹿市景観計画の変更について」は，景観法に基づき，鈴鹿市都

市計画審議会へ諮問させていただくものです。 

２つ目の議題「鈴鹿市都市マスタープランの見直しについて」は，現在作業中の「鈴鹿

市都市マスタープランの見直し」についての途中報告です。この２つ目の議題につきまし

ては，本審議会への諮問ではなく，委員の皆様からご意見をいただく場とさせていただき
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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，会長にご確認いただいた後，市ホームページに公開とさせて

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。 

本日の議題は，２件ありますが，まず，１つ目の議題の諮問第１号「鈴鹿市景観計画の

変更」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「鈴鹿市景観計画の変更」について，説明いたします。 

これは，前回７月２４日の第３２回都市計画審議会でご審議賜りました「鈴鹿都市計画

地区計画の変更」として，約６．５ヘクタールの良好な市街地形成を図ることを目標とす

る道伯地区地区計画におきまして，「地区別景観づくり計画について，理念や地区の景観形

成方針を定め，方針の実現に向けた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を検討すること。」との意見を付してご承認いただきまし

た。 

このことから，道伯地区地区計画区域におきまして，地区の現状を踏まえ，景観特性を

もとに良好な景観形成を進めるために，地区別景観づくり計画案を策定することとなりま

した。 

これは，景観法に基づく鈴鹿市景観計画の変更にあたり，景観法第９条第８項の規定に

より，あらかじめ鈴鹿市都市計画審議会からの意見聴取が必要とされていることから本審

議会に諮問するもので，変更内容は地区別景観づくり計画（道伯地区）（案）の策定です。 

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。 

 

都市計画課景観グループリーダー 

それでは，資料に基づきまして，鈴鹿市景観計画の変更について，説明させていただき
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ます。 

議案書３ページをご覧ください。 

「１．地区の現状」について説明させていただきます。 

当地区は，鈴鹿市の南部に位置し，良好な低層住宅地であります，鈴鹿ハイツに隣接し

たところにあります。現況は農地で占められており，周辺も含めて緑豊かな自然環境が維

持され，景観計画の類型区分では，「平野部水田地」と位置付けられている地区であります。 

パワーポイントをご覧ください。 

この図面は，「景観計画の景観類型区分図」でございます。計画区域は，印で示されたと

ころでありまして，この場所は，「平野部水田地」に該当いたします。 

再び，議案書の方へ戻ってください。 

当地区の付近には，飯野小学校，稲生高校，鈴鹿サーキット，青少年の森公園，大型商

業施設等があり，都市計画道路の中勢バイパス，野町国府線の整備が現在進行中であり，

今後交通の利便性が更に高まる地区であります。 

その中で，民間事業者による大規模な住宅開発団地の計画が進められており，良好な住

環境の維持増進を図るため，都市計画法に基づき「地区計画」の決定が平成２５年９月 

２６日に行われたところであります。 

議案書５ページをご覧ください。 

 地区の景観の特性について説明させていただきます。 

 計画区域の北側に，優良な農地が拡がっており，計画区域の西側は，里山樹林地が残さ

れているところにあります。計画区域の南側は，大規模な住宅団地が形成されております。 

景観の特性といたしましては，計画区域の西側から北側にかけて「良好な田園景観」が

形成されており，計画区域の南側には，「良好な住宅地景観」が形成させています。計画区

域は，ちょうど，両方の景観特性の影響を，受けるところに位置しております。 

議案書７ページをご覧ください。 

「２．良好な景観の形成に関する方針」について説明させていただきます。 

地区の現状，地区の景観特性，昨年９月に決定された「道伯地区 地区計画」の内容をも

とに検討いたしますと，「景観形成の目標」といたしましては，「専用住宅地として，良好

な住環境を確保するため，周辺の自然環境と調和のとれた緑とうるおいのある景観の形成

を進める。」という目標が考えられます。 

また，景観形成の目標を実現化するための「景観形成の基本方針」といたしましては，

４つの基本方針が考えられます。 

１つ目は，「主要道路については，歩車分離等の整備を図り，ゆとりのある安全な空間を

演出する。」という方針が考えられます。 

２つ目は，「公園の緑，住宅地の緑化などを，適正に維持管理することにより，景観の保

全を図る。」という方針が考えられます。 

３つ目は，「地区計画により，住宅地ごとに緑化や建物の形態・規模の統一化を促し，ま

ちなみの統一を図る。」という方針が考えられます。 
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４つ目は，「道路，公園，調整池等の公共施設は，景観上重要な要素の一つであることか

ら，周辺の自然環境と調和のとれた整備を図るよう努める。」という方針が考えられます。 

議案書８ページをご覧ください。 

「３．良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項」について説明させていただ

きます。 

「（１）届出対象行為」について説明いたします。 

良好な景観の形成に大きな影響を及ぼすと考えられる行為につきまして，届出対象行為

とし，その行為が，景観形成基準に適合することによって，「景観形成の目標」であります

「専用住宅地としての，緑とうるおいのある景観形成を進めること」ができるものと考え

ております。 

したがって，届出対象行為といたしましては，建築物・工作物・土地の形質の変更に係

る全ての行為について，本来であれば，届出の対象とすべきであろうと考えられます。 

しかし，あまりに細かいものまで何でもかんでも届出対象行為にするのは，現実的では

ないと思われますことから，届出対象行為の規模といたしましては，建築確認申請の対象

規模を基本として考えております。 

ただし，この区域で行われることが想定しづらい行為につきましては，現在，市全域に

かかっている届出対象行為の規模と同じ規模にしようと考えております。その内容が資料

８ページから１０ページの表に書かれております。 

参考資料２ページをご覧ください。 

届出対象行為の規模の内容について，わかりやすい表記にいたしました。この資料に基

づいて説明をさせていただきます。 

はじめに，建築物です。この計画区域内の届出のほとんどが建築物に係る行為であると

想定しております。建築物の新築，増築，改築若しくは移転，外観を変更することとなる

修繕若しくは模様替え，又は色彩の変更については，全てが届出の対象となります。 

次に，工作物です。工作物の種類によって届出対象の規模を変えております。工作物の

うち，計画区域内に新設される可能性がある工作物については，建築確認申請の規模に合

わせようと考えております。 

具体的には， 

①煙突 高さが６メートルを超えるもの， 

②装飾塔・記念塔 高さが４メートルを超えるもの， 

③高架水槽・サイロ・物見塔 高さが８メートルを超えるもの， 

④擁壁・柵・塀 高さが２メートルを超えるもの， 

⑤自動車車庫の用途に供するもの 築造面積５０平方メートルを超えるものについて，

届出対象規模とさせていただきたいと考えております。 

これらの工作物は，建築確認申請の規模に合わせることから，市全域の届出対象規模よ

りは少々厳しいものになっております。 

次のページをご覧ください。 
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次に，これから説明させていただく工作物の届出対象の規模は，市全域の届出対象規模

と同じものです。 

⑥架空電線用の鉄筋コンクリート造の柱・鉄柱・木柱  例えば，高圧線鉄塔が該当し

ます。高さ３０メートルを超えるものを対象としております。この計画区域内に新設され

る可能性がある工作物でありますが，建築確認申請が不要であるため，市全域の届出対象

規模に合わせております。 

⑦アンテナ・鉄筋コンクリート造の柱・鉄柱・木柱  例えば，携帯電話基地局が該当

します。高さ１０メートルを超えるものを対象としております。この計画区域内に新設さ

れる可能性がある工作物に当たります。建築確認申請の規模は高さ１５メートルを超える

ものであり，市全域の届出対象規模は高さ１０メートルを超えるものであるため，対象規

模が厳しい方を採用することから，市全域の届出対象規模に合わせております。 

その他の工作物であります，ウォーターシュート，コースター，メリーゴーランド，観

覧車，アスファルトプラント，コンクリートプラント，クラッシャープラント，汚物処理

場，ごみ焼却場，高架鉄道，高架道路，橋梁，歩道橋については，この計画区域内に新設

される可能性が想定しづらい工作物でありますことから，市全域の届出対象規模に合わせ

ております。 

土地の形質の変更，つまり，土地の開墾・土石の採取，屋外における土石，廃棄物，再

生資源の物件の堆積につきましても，この計画区域内で想定しづらいことから，届出対象

規模を市全域の届出対象規模に合わせております。 

議案書１１ページをご覧ください。 

先ほど説明をさせていただきました届出対象行為につきまして，法律又は条例の規定に

より，届出の対象から除外している行為が定められており，このページに書かれておりま

す。この基準は，現在，市全域でも，同じ基準で取り扱いを行っています。 

議案書１３ページをご覧ください。 

「（２）景観形成基準」について説明させていただきます。 

届出対象行為が，景観形成基準に適合する必要があることにつきましては，先ほど説明

をさせていただきました。 

今回ご提示させていただきます，景観形成基準は，遵守事項と協議事項で構成されてお

ります。 

遵守事項といいますのは，「景観形成の目標や基本方針を阻害しないための必ず守るべき

景観形成基準」のことです。 

協議事項といいますのは，「景観形成の目標や基本方針に沿った景観の魅力向上を図るた

め，事業者と鈴鹿市との間で協議調整を行い，具体的な整備内容の共有化を図るべき景観

形成基準」のことです。 

言い換えますと，協議事項は，景観の魅力向上を図るための推奨事項，グレードアップ

項目であると考えております。届出者と協議調整を図りながら，景観の魅力向上を図るた

めの景観誘導を積極的に行っていきたいと考えております。 
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それでは，建築物・工作物の景観形成基準について説明させていただきます。 

景観形成基準につきましては，景観形成の目標，基本方針を踏まえ，「道伯地区 地区計

画」で，定められている地区計画の方針，地区整備計画を基本ベースに検討をしてまいり

ました。 

その結果，遵守事項といたしましては，地区計画の「地区整備計画」の内容をそのまま

定めていきたいと考えております。 

本日配布した資料の１ページをご覧ください。道伯地区の地区計画の内容でございます。 

資料の３ページをご覧ください。道伯地区の地区計画の地区整備計画でございます。 

建築物等に関する事項で，建築物の高さの 高限度，建築物の敷地面積の 低限度，壁

面の位置の制限，建築物の形態意匠の制限，かき・さく又はへいの構造の制限が定められ

ております。 

議案書１３ページをご覧ください。 

先ほど挙げさせていただきました地区計画の制限の内容を，そのまま，景観形成基準の

遵守事項としてあげてございます。 

それでは，景観形成基準で特筆すべき事項について説明させていただきます。 

次のページをご覧ください。 

建築物・工作物の形態・意匠でございます。 

形態，外観につきましては，遵守事項として，地区計画と同じように「形態，外観は，

周辺の住宅地とつながり，緑豊かな田園風景と調和のとれたもの」と考えております。 

その具体的な景観整備のイメージとして，協議事項において「勾配屋根等を採用するな

ど，周辺の緑豊かな自然環境と調和のとれた景観を形成する。」ことを考えております。 

また，建築設備，ここではクーラーの室外機が考えられますが，「建築設備は，前面の道

路から見えない位置に配置するか，植栽やルーバーの設置等により当該設備が直接露出し

ないように修景を行う。」ことを考えております。 

素材につきましては，遵守事項として，地区計画と同じように「素材は，周辺の住宅地・

田園風景との調和に配慮するものとする。」ことを考えており，その具体的な景観整備のイ

メージとして，協議事項において，「タイル，石材，硬質の木材など，耐久性に優れ，劣化

や汚れの防止のため，できる限りメンテナンスが容易な素材を使用する。」ことを考えてお

ります。 

次に，建築物・工作物の色彩でございますが，地区計画におきましては，「色彩は，鈴鹿

市景観計画ガイドラインの住宅地景観の景観形成基準に準ずるものとする」と定められて

おり，この具体的な内容といたしましては，青の点線で囲まれた部分が，景観形成基準に

当たります。 

議案書１４ページをご覧ください。 

その内容を遵守事項として定めており，具体的に文章に書くと，「建築物及び工作物の外

観の色彩の制限は，次の表のとおりとする。ただし，着色していない木材，土壁，ガラス

等の色彩又は建築物等の一壁面の面積の１０パーセント程度でアクセント色として用いる
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色彩についてはこの限りでない。」となります。 

更に協議事項，すなわち推奨事項としては，鈴鹿市景観計画ガイドラインの住宅地の望

ましい色彩（推奨色）に準じて定めていきたいと考えております。 

よって，協議事項といたしましては，「建築物の外壁は，暖色系色相（ＹＲ）を基本とし，

彩度を低く抑え，明度をやや高い色を用いるなど，暖かみがあり落ち着いた雰囲気をもつ

住宅地景観を形成する。」こととなり，そのための色彩は，表のとおりであります。 

次のページをご覧ください。 

次に，緑・地形・接道部でございますが，遵守事項として，地区計画と同じように「か

き，さく又はへいは，生垣又は開放的なさくとし，高さが１．５メートル以下のものとす

る。」ことを考えております。 

更に協議事項，すなわち推奨事項として，「接道部をできる限り緑化するなど，潤いの感

じられる景観を形成する。」ことや，「敷地内を芝生や土で覆い，生育環境に合った樹木の

植栽等を高木，中木，低木をバランスよく配置するなど，潤いのある景観を形成する。」こ

とや，「緑の適切な維持・管理を行い，清掃活動などに努める。」ことを考えております。 

次のページをご覧ください。 

建築物・まちなみの景観のイメージです。 

勾配屋根で統一されており，高木・中木・低木がバランスよく配置されております。室

外機が直接露出しないように植栽で修景がなされております。 

次のページをご覧ください。 

次に，土地の形質の変更に関する景観形成基準は，次の表にまとめさせていただいてお

ります。現在，市全域で規定されております，景観形成基準並びにそのガイドラインと同

じ基準を，道伯地区の景観形成基準にもあてはめようと考えております。 

パワーポイントをご覧ください。 

今回の「地区別景観づくり計画（道伯地区）（案）」の策定に当たり，区域内の土地所有

者様に対して，地区別景観づくり計画案についてのご意見・ご質問の場を設けました。 

本年１月１５日付けで区域内の土地所有者様１１名の方に「地区別景観づくり計画（道

伯地区）（案）」を送付し，随時，ご意見・ご質問を都市計画課でお受けできるようにいた

しました。現時点では，土地所有者様からのご意見・ご質問は受けておりません。 

また，区域内の土地所有者様１１名の方を対象に，２月４日火曜日午後７時から，道伯

公民館におきまして「地区別景観づくり計画（道伯地区）（案）」の説明会を開催しました。

説明会には土地所有者様７名の方にご参加をいただき，「地区別景観づくり計画（道伯地区）

（案）」に関するご意見・ご質問はありませんでした。 

以上のことを踏まえますと，区域内の土地所有者様には，「地区別景観づくり計画（道伯

地区）(案)」についてご了承をいただいたものと考えております。 

以上で，議題（１）諮問第１号 鈴鹿市景観計画の変更について説明を終わります。 

ご審議のほど，よろしくお願いいたします。 
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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   

 今回は鈴鹿市の中でも先進的なまちをつくるということですが，今回，民間事業者がこ

の土地を開発されましたが，事業者さんはこのことについてどういう風に捉えていらっし

ゃるのでしょうか？ 

 

都市計画課景観グループリーダー 

 民間事業者の方には，地区計画を策定するときから，景観に関する配慮について説明と

お願いをさせていただいており，それに関してご了解を得ながら進めさせていただいてお

ります。 

 

福嶋委員 

 土地所有者の方にも説明されて，それに対する質問はなかったとのことでしたが，それ

は，全体的に積極的に協力しようとするのか，戸惑われたりわからなかったりという反応

だったのか，そのあたりはどうでしょうか？ 

 

都市計画課景観グループリーダー 

 地区計画を策定する段階から説明させていただいておりますので，ご賛同いただいたと

思っております。今回は，計画に掲載されている景観の要素について，色の説明など具体

的な説明をさせていただきましたので，それに関してもご理解いただいたのではないかと

考えております。 

 

福嶋委員 

 良質な土地で景観が良いと，土地所有者の方は高く売れるかなと思われるでしょうし，

逆に購入側からすると条件が高くて手が届かないという感覚をもたれる方もいらっしゃる

と思います。 

そういう点で，土地所有者の方が積極的に対応していただいて進めていただくことが一

番だと思いますので，うまく進むように，懇切丁寧な説明をお願いしたいと思います。 

 

議長（村山会長） 

 ご意見ありがとうございます。事務局はどうでしょうか？ 

 

幹事（都市計画課長） 

 土地の所有者というのは大きく２つに分かれます。 

 ひとつは開発事業者さん，もうひとつは代替地という形でそのままご自身が所有され将
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来的に家を建てられる方です。 

 代替地として所有されている土地所有者の方は，積極的にではなかったとしても，ハー

ドルもさほど高いものではないので，良好な景観を維持でき良い場所に，将来家を建てら

れるから良いとご理解いただいているのではないかと思います。 

 開発事業者さんについては，土地を販売される際に，私どもの考え方をパンフレットな

どを用いながら重要事項等として説明していただけるよう，今後もご理解を求めていく必

要があると思っております。 

 

中西委員 

 議案書９ページの制限に関する事項の中で「擁壁・さく・塀」とありますが，議案書 

１５ページのところの景観形成基準のところも同じように，「かき，さく又はへいは，生垣

又は開放的なさくとし，高さが１．５メートル以下のものとする」というのがあります。

平均されるような形に読みとれるのですが，このあたりはどのように整理されているので

しょうか？ 

 

都市計画課景観グループリーダー 

 まず，地区計画のなかで「かき，さく」として１．５メートル以下としてあるものの，

実際には発生しないのではないかというご指摘かと思います。 

これにつきまして，参考資料３ページをご覧ください。基本的に単独での設置は擁壁だ

けと考えておりますが，建築物と一体となって工作物が設置された場合には，この「さく」

の設置は考えられるのではないかと考えまして，基本的にはこのようにさせていただきた

いと思います。 

 

中西委員 

 続けてお聞きしたい。 

１４ページの「建築物・工作物の色彩」において，外観に使用可能な色彩範囲や推奨色

の遵守事項と協議事項があるのですが，直接どのようになるのかがわかりません。 

この中でグリーンは「その他」の中に入ってしまっているのか見当たらないのですが，「建

築物・工作物の形態意匠」のところを見ると，「緑豊かな自然環境と調和のとれた景観を形

成する」となっていて，参考資料の裏のマンセル値のＧのところを見ると実際にはかなり

狭くなっています。 

私は，緑のところに緑系の建物があるのはあまり違和感がないと感じるところですが，

グリーンについてはどのように考えられて，ここに取り入れることになったのですか？ 

 

都市計画課景観グループリーダー 

 「建築物・工作物の色彩」につきましては，景観計画における市全域の基準に準じてお

りますので，市全域の住宅地に関してはこの基準で運用しております。 
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色彩基準における景観形成基準は，市全域で決めた使用可能な色彩範囲の中の共通した

必要 小限の基準とすると考えております。用途が住宅地であったり工業地や自然であっ

ても，市全域で必要 小限度の色彩基準をこのように定め，この範囲内で運用する必要が

あると考えておりますので，これについて緩和することは現在考えておりません。 

 

議長（村山会長） 

 少し補足しますが，鈴鹿市が景観行政団体として独自の景観計画をつくるときに，基本

的に三重県景観計画よりも同等あるいは厳しい内容にしなくてはならないという制約があ

りましたので，その意味では一般的に基準が少し厳しいと思います。その鈴鹿市景観計画

に沿った内容にしてあるということです。 

 

中西委員 

 先ほど福嶋委員が言われたことに関連してですが，２月４日に説明会を実施したという

ことですので，土地所有者さんや事業者の方には伝わっていると思いますが，やはり 終

的には，この地域に住む方々が景観形成基準をしっかり理解していることが必要だと思い

ます。 

初は事業者さんが建てて守っていくことで良いでしょうが，１０年経てば主体は土地

所有者さんになるわけです。パンフレット等をつくる考えはないとのことでしたが，ここ

の景観形成基準や自分たちが住むまちの考え方を，何らかの形で理解していただくために，

基準を決める側の鈴鹿市が住民にお知らせするなどの努力が必要だと思いますが，その点

については，どうお考えですか？ 

 

事務局（伊藤） 

 第３２回都市計画審議会でご審議賜りました地区計画策定の折に，事業者さんから，都

市計画法に基づいた提案制度を活用した地区計画を定め，こういうまちづくりにしたいと

いう提案がありました。その際，地権者さんだけではなく周辺の自治会も含めての合意形

成をしっかり図っていただき，それを受けての地区計画策定でした。 

先ほどの参考資料のとおり，この地区計画の中には，景観についての配慮についてしっ

かり書き込んでありますので，周辺自治会含めての合意が取られていると考えております。 

 

中西委員 

 私が言うのは，周辺の方ではなくて，これから住む方に対して，この内容を伝えておく

必要があるのではないかということです。 

この場所に住まれる方は，この場所の価値というものを選択されるわけです。その価値

を維持していくために景観形成基準をみんなで守っていくことも必要だという理解のため

の手配を 初にしっかりやっておかないと，後になってそのことについていろいろ揉め事

が出てくることも考えられるので，事業者さんだけでなく，鈴鹿市も積極的にするべきで
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はないかと思いますが，いかがですか？ 

 

幹事（都市計画課長） 

 購入していただいた方に，地区計画や景観形成基準を十分理解していただくことが非常

に重要と認識しておりますので，事業者さんが販売されるときに，土地を購入される方に

十分理解していただいて購入していただくという手法については，今後も進めていきます

のでよろしくお願いいたします。 

 

議長（村山会長） 

 参考までに。他の自治体では，景観計画だけでなく建築協定も地区計画もそうなのです

が，住宅地に「この地区は協定によって良好な環境が維持されています」というようなプ

レートが張ってあります。 

それが景観を阻害する場合もあるのですが，センスの良いものであれば，住宅地の中に

掲示板のようなものを作って，そこにＰＲも兼ねて示しておくと，住宅地の方たちにも伝

わりますし，数年後にも景観のルールがあることが伝わると思います。 

 

幹事（都市計画課長） 

 参考にさせていただきます。 

 

福嶋委員 

 「建築物・工作物の形態意匠」というところで，望ましい基準として，屋根は「勾配屋

根」，外壁については「タイル，石材，硬質の木材」となっているのですが，これはどうい

う過程でこういうものを一番 適と選ばれたのか教えていただきたい。 

特に「硬質の木材」というのはどういうものでしょうか？ また土壁とか木だけという

のはダメなのかということも含めてお願いします。 

 

都市計画課景観グループリーダー 

 ガイドラインの１９ページをご覧ください。 

こちらに，市全域における基準の中の素材の部分があり，基本的には，この考え方を踏

襲しております。その中の「具体的な配慮の内容」の２番目に，「耐久性に優れ，時間とと

もに景観に溶け込む素材の使用」という記載があります。 

今回は，どちらかというと，やはり住宅地景観を重視して景観形成基準を作成しており

ますので，それでいきますと，「具体的な配慮の内容」の１番目「周辺の景観との調和への

配慮」というのは，歴史的な町並みや集落，自然景観が広がる場所について適用している

ということになります。 

２番目の「耐久性に優れ，時間とともに景観に溶け込む素材の使用｣は市全域で共通した

基準と考えており，その中に「タイル・石材・硬質の木材など，耐久性が高く時間ととも
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に趣きが出る素材を使用する。」や，「劣化や汚れの防止のため，できる限りメンテナンス

が容易な素材を使用する。」というのが明記されております。 

この内容を，そのまま協議事項として道伯地区にも当てはめ運用していこうという趣旨

です。 

「タイル・石材・硬質の木材など，耐久性が高く時間とともに趣きが出る素材を使用す

る。」というのは，市全域の景観形成基準を決めたときの当初内容であり，逆にそれに逸脱

するとおかしくなるので，それを踏襲した形で記載しました。「タイル・石材・硬質の木材

など」は単なる例記と考えており，「耐久性に優れ，劣化や汚れの防止のためできる限りメ

ンテナンスが容易な素材」などのあたりを形態意匠として捉えているのではないかと思い

ます。例えば， 近のサイディング（外壁に張る板材の総称。一般的に、セメントやセラ

ミック、金属を使った工業製品化された外壁材）やＡＬＣ（エーエルシー，軽量気泡コン

クリート）などの材料を使っていただいてももちろん問題はなく，耐久性に優れメンテナ

ンスが容易であれば問題ないと考えております。 

 硬質の木材についてですが，素材が硬い木材と認識しており，例えば，広葉樹であれば

「ナラ」「タモ」「クリ」「ブナ」などになります。現実にそれらが使われているかについて

は，内装材や床材などにはありますが，外装材としては建材メーカーさんが出されたもの

について確認していくことになるのではないかと考えております。 

土壁につきましては，基本的に景観形成の目標自体が，「専用住宅地として，良好な住環

境を確保するため，周辺の自然環境と調和のとれた緑とうるおいのある景観の形成」と決

めてありますことから，土壁の採用は趣旨目的を考えますと問題はないと考えております。

耐久性においてはサイディングなどの建材よりは若干落ちるのではないかと思っておりま

すが，その辺はちゃんとメンテナンスをすればと考えておりますので，それらを踏まえて

協議をさせていただきながら，決めていきたいと思っております。 

 

福嶋委員 

 私としては，住宅は住宅メーカーが建てたものだけではなくて，在来工法の家や土壁を

使った家も良いのではと思います。 

調和のあるまちをつくりたいと思っていますが，緩やかな多様性があって住みやすく良

い景観というのがよいのではないかと思っています。在来工法の家で，こういうところに

住みたいと思う方も含めて，規定を良い方向に緩やかにしていただければ良いなと思って

います。 

 

議長（村山会長） 

 今の説明を踏まえて，この内容について特に異議はないでしょうか？ 協議事項なので，

これは申請者と市の間で話し合いができる範囲ということになりますので。 

 

福嶋委員 
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 「など」という表現に，何があるのかなと思いましたので。 

 

議長（村山会長） 

 そうですね。重要なのは，その後の「劣化や汚れの防止のためできる限りメンテナンス

が容易な素材」という部分だと思いますので，これを運用される担当者がきちんと理解し

ておればよいと思います。 

 

福嶋委員 

 「勾配屋根」を一番に選ばれていますが，設計士さんや若い方などは勾配屋根ではなく

てフラットな屋根のほうが好きだというのもあると思いますが，これはやはり勾配屋根の

ほうがまちなみが整ってきれいということでの選択でしょうか？ 

 

都市計画課景観グループリーダー 

 周辺は，鈴鹿ハイツさんなども含めて昔に建てた住宅地ですので，勾配屋根が多くあり

ます。街並みの統一的なことで考えますと，基本的にはまず勾配屋根で協議をしていこう

かと考えております。 

ただ， 近は宣伝等で３階建てなどのフレーズを用いてフラットな屋根の家も結構建て

られているところもありますので，それについては許容する範囲で，色目をあわせるなど

も含めて協議をしていこうと思っておりますが，始めにお話しさせていただくのは，まず

勾配屋根はどうかということだと思います。 

 

議長（村山会長） 

 屋根の件について，開発事業者さんからは問題視されていませんか？ 例えばデザイナ

ーズハウスなどで，フラットな屋根をむしろ積極的につくっていきたいという方もいらっ

しゃいますので。特に無ければ，勾配屋根を想定して考えているということですね。 

 

都市計画課景観グループリーダー 

今のところ，開発業者さんとお話しする中では，勾配屋根についてのお話はありません。

土地はいずれハウスメーカーさんに移ると思いますが，鈴鹿市景観計画の内容については

すでに行き渡っていて，話はしていただいていると思っております。 

 

竹口委員 

 これからのまちづくりで景観を踏まえる場合，電柱の地中化を考えていくべきではない

でしょうか。 近，どこのまちでも地中化が進んでおり，まちが非常にきれいになってい

ます。今回の計画で，電柱の地中化については視野に入れなかったのでしょうか？ 

 

幹事（都市計画課長） 
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 そこまでは求めていこうとは思っておりません。非常に工事費等がかさむようにお聞き

しています。 

また，開発事業者さんがそういうご意向であっても，それにご協力いただく電力会社さ

んやＮＴＴさん等のご理解も得なければならないと思いますので，実現化はなかなか難し

いのではないかと思います。 

過去においても，電柱の地中化をしようとされた開発計画の事例がありましたが， 終

的には実現しませんでした。 

 

竹口委員 

 景観を踏まえて言うならば，これからの時代は地中化などを考えられたほうがよいので

はないかと思います。 

それと建物の話ですが，素材は経年劣化していくものであり，変色していきます。しか

し古くなってきて，その素材が交換しようと思っても新しい材料に変わっていて，全部張

り替えすることになってしまい，非常のお金のかかるようなことになってきます。非常に

難しい話なのですが，家の素材が何十年も保管されているなどを踏まえて建物を建てるこ

とができたらと思います。タイルや石材も変色しますし，硬い木も当然朽ちていくもので

すから。そういうことについては，どう考えられていますか？ 

それから，非常にきれいに植栽されていますが，問題はその後の皆さんの使い方です。

道路や電柱や花壇の周りに雑草が生えたりしても，誰もそれを整備しません。これこそ，

まちづくりの基本ではないかと私は思いますが，そのあたりの考え方はどうでしょうか？ 

 

幹事（都市計画課長） 

 まず，電線の地中化の件ですが，今後，別の地区で地区別景観づくり計画を検討するよ

うなことがあれば，開発事業者さんにどこまでご協力いただけるかわかりませんが，その

都度，話を投げかけることはできると思います。ただし，実現するかどうかはわかりませ

ん。 

 それと建てた後のメンテナンスのことですが，まちづくり協定などがある場合はそれを

ご理解いただくから買っていただいていると思っています。むしろ，それよりも，買って

いただいてから１０年１５年経って，お子様が成長されて車の台数が増えて，それまで緑

地だったところを除去しなくてはならなくなったなどメンテナンスの時に，自分たちのま

ちのあり方を長く認識していただくことができるような周知の方法等が課題なのではない

かと思っていたところです。 

 先ほど村山会長からお話のあった看板等を建てるというのも，ひとつの方法かと思って

おります。 

 今後，いろいろ検討していきたいと思っておりますので，委員の皆様方にもご指導いた

だければと思っております。 
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大窪委員 

 この計画にあたって，周辺自治会等の方々に，計画の前提等の説明会はされたのですか？ 

 

事務局（伊藤） 

 地区計画策定の折に，開発事業者さんが周辺自治会へ説明会を実施したという資料等を

添付して，提案制度を活用したご提案をしていただいており，それを当方が確認しており

ます。 

 

大窪委員 

 そうすると，都市計画課としては，この計画にあたって特別に説明会をしていないとい

うことですね。隣接する自治会さんからどういう計画になっているのか，どういうまちが

できるのかという声があると思いますが，今後説明会を開催される予定はあるのですか？ 

 

幹事（都市計画課長） 

 地区計画の決定をさせていただく場合は，今後の開発行為についてご理解を求めていく

必要がありますので，周辺自治会等へもお知らせし，説明会をさせていただいております

が，今回のことについては，ある意味上乗せ基準ということになりますので，周辺自治会

への説明会は必要ないのではないかと考えております。 

 

大窪委員 

 鈴鹿ハイツさんから見て景観がそぐわないような部分があるのではないかという声があ

りましたので，協議がされていないのかなと思いましたし，そういう協議の場があったほ

うがよいのではないかと思ってお聞きしました。 

 

幹事（都市計画課長） 

 地区計画の決定にあたっての地区整備計画が，今回の景観に伴う遵守事項とほぼ同一と

なりますので，これがまちなみの概要を表したものであると思いますし，近隣自治会の住

民の方々にもご理解いただいていると思っています。 

今回の計画は，家を建てていただく方に，さらに協議事項にて少し厳しい基準をお願い

していくわけですので，今の地区計画の地区整備計画についてご理解をいただいていると

いうことは，当然それ以上のものについても同様にご理解いただいているものと思ってお

ります。 

 

竹口委員 

 １５ページの「緑・地形」の規定について，「かき，さく又はへいは，・・・」とあり，

隣のページにまちのカラー舗装などの写真が載っていましたが，植栽をつくった場合，大

きくなって根が張り，根が上に上がってくると，カラー舗装したところはデコボコになっ
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てきて，そこで躓いたり，また非常に見苦しくなってきます。 

これは白子の東側の道路にも見られるのですが，こういう部分への対応は，どう考えて

いくのですか？ それは仕方のないこととして終わらせるのでしょうか？ それとも行政

が後の手入れをしていくのでしょうか？ 

 

幹事（都市計画課長） 

 民地側に設置された樹木が歩道部分等に根を張って，その部分で隆起したことが考えら

れると思います。私どもは道路管理部局ではありませんので，そのあたりの取り扱いにつ

いて今軽く発言するべきでないと思いますが，基本的には原因者と道路管理者との話し合

いだと思っております。しかし，そうなりますと，緑化はあまりしないほうがよいのでは

ないかという意見にまで発展しかねますので，その辺についてはご理解いただきたいと思

っております。 

今回の件につきましては，車道はカラー舗装されないと思います。 

 

竹口委員 

 ここには，「緑の適切な維持・管理を行い，清掃活動などに努める」と書いてありますが，

大きくなった木などは落ち葉等も含めて非常に困っている状態です。そういうときに，景

観条例を踏まえたなかで，まちづくりのひとつとして清掃活動を徹底していくような行政

の施策はあるのですか？ 

 

幹事（都市計画課長） 

 今回の件については，購入していただいた方が自覚を持って落ち葉等について管理して

いただく必要があろうかと思います。 

併せて，そういったことも含めて，購入者にご理解いただくよう開発事業者を通じて説

明を十分していただく必要があるのではないかと感じております。 

 

議長（村山会長） 

 今後の運用等も踏まえて非常に有意義な意見交換だったと思いますが，諮問案について

は特段反対意見はありませんでしたので，諮問案については適当であると判断したいと思

いますが，いかがでしょうか。 

【異議なし】 

 それでは，諮問第１号につきまして，原案を適当として答申をいたします。 

答申案を事務局に作成させますので，後ほどご確認をお願いします。 

次に，２つ目の議題である「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（都市計画課長） 
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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。 

前回開催されました第３２回鈴鹿市都市計画審議会で報告させていただきましたとおり，

鈴鹿市都市マスタープランの見直しを行うにあたり，課題整理を行い，その熟度を高める

ことを目的に，昨年１１月より，２３行政区ごとの地区別会議を開催いたしております。 

本日は，この１月末日までに開催された地区別会議の開催結果についての概要を報告さ

せていただくとともに，今後，全地区の地区別会議終了後に，地区別会議でいただいたご

意見をどのように整理し，都市マスタープランの見直しに反映していくのか等について，

報告させて頂きます。 

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，都市マスタープランの見直しについて，説明いたします。 

平成２５年７月２４日に開催されました，第３２回鈴鹿市都市計画審議会にてご説明い

たしましたように，昨年１１月より２３行政区を対象に，課題整理を目的とした地区別会

議を開催いたしております。 

地区別会議の開催は１月末日時点で１９地区，２月に入り先週に３地区を実施し，残り

１地区となっております。 

本日は，途中経過の報告となりますが，地区別会議の実施状況と，その地区別会議でい

ただいたご意見を，今後どのように整理していくかについて報告させていただきます。 

それでは，地区別会議の実施状況について，資料１に基づき，まず，地区別会議開催ま

での準備から報告いたします。 

地区市民センターに対して，自治会組織に偏ることのないよういろいろな分野から，そ

の地区の実情に応じた委員選定を依頼いたしました。 

委員選定の後，地区別会議の開催日時を設定し，資料１－①を開催通知とあわせ，約 

１か月前に委員の皆様に配布させていただきました。 

資料１－①の内容は，１ページから６ページが「地区別会議の目的」，「都市マスタープ

ランとはなにか」，「ワークショップ形式で行う地区別会議の進め方」，昨年度とりまとめま

した「８つの都市づくりの方向性」について，そして７ページ以降が該当する地区のそれ

ぞれの課題表です。 

そして，資料１－①の配布とともに，地区別会議の傍聴についてのお知らせを市広報に

あわせ，それぞれの地区の自治会を通じて回覧し，また，各地区センターに案内を掲示さ

せていただきました。回覧と掲示により，どなたでも，地区別会議を見学していただくこ

とができ，会議でのご発言はできませんが，お気づきの点については，別途お聞きするこ

とをお知らせさせていただきました。それが，３１ページにある回覧文です。 

併せて，市のホームページでも都市マスタープランの見直しについての項目を新たに設

けて，平成２５年度からの取り組み状況とあわせ，地区別会議の開催日時と傍聴について

お知らせしております。 
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次に，実際に行われた会議の進行について，報告いたします。 

地区別会議は，市の説明，ワークショップ，発表等も含め，概ね２時間で行っておりま

す。地区別会議には，地区別会議委員，行政側としては，都市計画課長のほか都市計画課

職員，コンサルタントの担当職員，そして，専門のファシリテーター（議事進行の調整役）

が出席いたしました。 

まず冒頭に，課長の挨拶，市職員，コンサルタント，ファシリテーターの自己紹介を行

い，その後，都市マスタープランとはどういうものかということ，地区別会議の目的，会

議の進め方，８つの都市づくりの方向性，検討課題について，事前に配布しました資料 

１－①，１ページから６ページと，３０ページ以降の課題表を利用して説明を行いました。

また，会場には，検討課題について「８つの都市づくりの方向性」に基づき図面化できる

①から⑥までと，個別まちづくりの方針の例，現行都市マスタープランの土地利用構想図，

都市マスタープラン見直しの工程について掲示させていただきました。３２ページから 

３７ページが課題図で，３８ページが都市マスタープラン改定の流れになります。３９ペ

ージが会場の写真になります。 

説明の後，ワークショップを約１時間で行いました。 

４０ページにある８つの都市づくりの方向性の表と，４１ページにある地区の図面を 

Ａ１サイズでテーブルに置き，地区別会議委員に，まちづくりについて普段感じておられ

る事，課題として感じておられることや，地区の長所，伸ばしたい特徴について，付箋紙

に記入して発言していただきました。そして，ファシリテーターが，付箋紙に書かれたご

意見内容が，８つの都市づくりの方向性のどれに該当するかを発言者と話し合いながら，

８つの都市づくりの方向性の表を用いながら分類をしていきました。 

そして，ワークショップ終了後，班ごとで取りまとめを行い，発表を行いました。 

発表については，当初，ファシリテーターが行う予定でしたが，大半の会議で，地区別

会議の委員の方に行っていただくことができました。 

そして，発表終了後に４２ページにある「振り返りシート」にて「８つの都市づくりの

方向性」についてのアンケートと自由意見の記入をお願いいたしました。 

また，４３ページにある「ご意見記入シート」として別紙を用意させていただき，会議

終了後約２週間を目処にご意見を提出していただくことといたしました。 

傍聴者の方にも，このご意見シートと同じものをお渡しし，ご意見をいただけるものと

いたしました。 

後に都市計画課長より，今後の都市マスタープラン見直しについての工程の説明を行

うとともに，「全体構想，テーマ別構想」の策定に加え「個別まちづくりの方針」について，

各地区の機運の高まりに併せ，進めさせていただきたいことを説明いたしました。 

この地区別会議の状況については，１２月１７日開催の深伊沢地区でケーブルネット鈴

鹿の取材を，１月１７日開催の牧田地区では地域誌の取材を受けております。 

ケーブルネット鈴鹿の放送と地域紙について，ここで紹介したいと思います。 

まず，ケーブルネット鈴鹿の放送です。 
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【放送を流す】 

次に地域誌です。 

【パワーポイントで提示】 

それでは，次に会議結果，地区別会議委員の出席数，傍聴者数について報告いたします。 

現時点で実施済みは２３行政区のうち２２地区で，地区別会議委員の出席者数は３２７

人，傍聴者数は８１人となっております。 

次に，地区別会議で行いました振り返りシートで記入いただきましたアンケート結果に

ついて報告いたします。 

１月開催分の１９地区について，これまでの傾向として，全体的に土地利用の活性化や，

円滑な道路ネットワークの形成，排水対策や津波対策についての関心が高く，「８つの都市

づくりの方向性」のうち，大部分の地区で①（産業を支える土地利用やインフラ等の整備

推進），②（災害からまちや地域を守る防災・減災まちづくりの展開）について多くの方が

高い関心をお持ちであるといえます。 

特徴的なのは神戸地区で，①（産業を支える土地利用やインフラ等の整備推進），②（災

害からまちや地域を守る防災・減災まちづくりの展開）についてより，神戸城跡を活かし

た景観まちづくりを中心に⑥（地域資源を活かした景観まちづくりの促進）について高い

関心をお持ちでした。以上が地区別会議の実施状況の報告となります。 

では，続きまして，地区別会議でいただいたご意見をどのように整理し，とりまとめて

いくかについて，資料２に基づき説明いたします。 

資料２の中の資料２－①，１ページをご覧ください。 

会議記録として，地区ごとにとりまとめを行っております。 

これは，第１回開催の河曲地区のものです。 

１ページから３ページが，８つの都市づくりの方向性ごとに分類された班ごとの意見，

そして４ページから５ページが，その図面です。 

６ページと７ページが，振り返りシートでのアンケート結果，振り返りシートでの自由

意見，そして，ご意見記入シートでのご意見となります。 

このようなスタイルで会議記録として，いただいたご意見をそのまま，地区ごとに整理

いたします。 

次に８ページをご覧ください。 

地区別会議，振り返りシート，ご意見記入シートで頂いたご意見をどのように整理する

かを説明いたします。 

まず，資料２－①の会議記録をもとに，いただいたご意見を，大きく３つに分類するこ

とから始めます。「都市マスタープランの見直しに関するもの」，「他分野に関するもの」，

そのいずれにも属さない「その他意見，感想等」の３分類です。 

大きく３つに分類した後，「都市マスタープラン関連」については，「８つの都市づくり

の方向性」に基づき整理いたします。 

そしてさらに，実施を担うべき主体はどこか，行政なのか，行政と民間の協働なのか，
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民間なのか，現時点では未定とするのかについて，整理を進める考えです。そして，その

課題の目標とすべき時期はいつごろなのかについても，関連する実施計画等により，整理

ができればと考えております。 

「都市マスタープラン関連」以外の「他分野関連」につきましては，いったん，産業に

関すること，医療福祉に関すること，教育文化に関すること，生活環境・コミュニティ等

に関すること，魅力向上に関すること，その他の６項目に分類いたします。そして実施を

担うべき主体を「都市マスタープラン関連」と同様に，整理し，行政における担当課を示

し，その対応方針を整理したいと考えております。 

それでは，例として，「河曲地区」で説明いたします。 

資料２－③，９ページをご覧ください。 

資料２－①の会議記録の「ワークショップ」，「振り返りシート」，「ご意見記入シート」

にある全てのご意見を，「都市マスタープラン関連」「他分野関連」「その他感想等」の３つ

に分類しました。「都市マスタープラン関連」が●，「他分野関連」が◎，「その他感想等」

が○，の記号をそれぞれの意見にマークして分類しております。 

９ページは河曲地区ですが，１４ページ以降に１月中に開催済みの１９地区全てについ

て同様の整理がされております。 

次に８７ページの資料２－④をご覧ください。 

分類された意見を集約して，語句を整え，取りまとめます。河曲地区でいただきました

ご意見が集約整理された形としての表，そして，それの図面になります。これが，地区ご

との取りまとめ結果となります。 

次に，９ページの資料２－③と，８７ページの資料２－④とを併せてご覧いただきたい

のですが，地区別会議でいただきました，それぞれのご意見がどのように集約されたか，

どの言葉に包含されることになったかがわかる様に，９ページにあるご意見に番号が振っ

てあります。 

例えば，①「産業を支える土地利用やインフラ等の整備推進」の項目の１班のご意見で

ある「都市機能は，１箇所にまとめるのではなく，ある程度分散させたほうが良い。」は 

①－１とあり，それが，８７ページの①－１「都市機能の計画的分散配置」といった言葉

に整理されております。 

９ページにあるとおり，ワークショップでのご意見，振り返りシートでの自由意見，ご

意見記入シートでのご意見について，感想意見等の○を除く，「都市マスタープラン関連」

の●と「他分野関連」の◎に分類されたものは，全て番号が振られており，ご意見がどの

ように整理され分類されたか，どの言葉に集約されていったかがわかるようになっており

ます。 

次に１４４ページをご覧ください。 

８７ページで整理されたキーワードは，１４４ページの「地区の検討課題」において，

新たに「地区別会議」として項目を設け整理し，その他の項目の語句等についても再度整

理しながら，「地区の検討課題」の熟度を高めていきたいと考えております。 
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今後，２３行政区全地区の地区別会議が終了し，それらの課題の整理がされ「地区の検

討課題」の熟度が高まりましたら，それを鈴鹿市全体の課題図としてさらに集約していく

ことを予定しております。 

また，地区別会議のとりまとめが整いましたら，一定の期間，地区センターにて結果を

掲示し，ご意見を頂戴させていただくことも考えており，関係団体からの意見聴取，庁内

調整を目的とした鈴鹿市都市マスタープラン庁内検討会議，同会議の作業部会や都市マス

タープラン見直し検討委員会でのご議論等を経て，全体構想，テーマ別構想の素案策定に

向けて，順次，作業を進めていきたいと考えております。 

さらに，この素案としての事務局案について，オープンハウスといった手法を試みるこ

とや，それにパブリックコメントといった従来からの手法を組み合わせることにより，幅

広い世代，立場の方からご意見をいただき，総合計画の策定の進捗とも歩調を合わせなが

ら，見直しの作業を進めていきたいと考えております。 

資料１の３８ページの表により，地区別会議にて，都市マスタープラン見直しの大まか

なスケジュールを示しましたが，地区別会議が当初想定以上の内容量となり，その取りま

とめ作業にも，予想以上の時間を要しております。ひとつひとつの工程を着実に行い，順

次，次の工程へと進んでいきたいと考えております。 

なお，資料２の資料２－③，２－④，２－⑤につきましては，１月末日までに実施済み

の１９地区分について，取りまとめた結果を本日の審議会資料として添付いたしておりま

す。 

今月，２月２５日には飯野地区の地区別会議開催が予定されており，それにより２３行

政地区全地区について地区別会議が完了いたします。 

全地区の結果とりまとめが完了次第，資料２－③，２－④，２－⑤について残り４地区

分を本審議会委員の皆様にお送りさせていただきたいと思います。本日の資料とあわせ，

何かご意見，お気づきの点等がございましたら，ご意見を頂戴できればと思います。 

なお，ご意見をいただく期間等については，資料送付の際，併せてご案内させていただ

きたいと思いますので，よろしくお願い申し上げます。 

以上で都市マスタープラン見直しについての報告を終わります。 

 

議長（村山会長） 

 私も都市マスタープラン見直し検討委員会に参加しておりまして，活発に議論している

ものですから，事務局に対して難しいお願いをしているのですが，ほとんど完璧に近いく

らいその要求に応えていただいています。 

特に，都市マスタープランにおける市民参加の会議なので，都市マスタープランにいろ

んな意見を反映させたいのですが，そこに都市マスタープランの範囲に入らない意見につ

いても，他の担当課に意見を伝えていただいていて，対応方針まで整理していただいてい

ます。 

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｡ 
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幹事（都市計画課長） 

 答申案ができましたので，ご確認をお願いいたします。 

   【答申案，配布】 

 

議長（村山会長） 

 今，お手元に答申案を配布しましたので，確認をお願いします。 

 では，都市マスタープランの内容に戻します。ただいま説明のありました件について，

ご意見ご質問があればお願いします。 

 

中西委員 

 この地区別会議，７か所ほど傍聴に行かせていただきました。 

取組としては良いと思いますが，率直な感想としては，地区市民センター所長さんが人

選をしているということで，非常に年齢層に偏りが見られます。４０代よりも下の世代の

参加者がほとんどいません。都市マスタープランを１０年後２０年後というスパンで考え

ていくときに，この世代のまちに対する考え方が入ってこないというのはいかがなものか

と疑問に思ったわけです。 

２３地区中あと１地区というところまで進んでいるので，それに対してというわけでは

ありませんが，さらに見直しを良いものにしていくために，せめて，１０の中学校区の 

ＰＴＡを対象に同様の取組をしていただいて，その世代の意見を取り入れていただくこと

が必要ではないかと思います。それをやっていただいた上で次に進んでいただきたい。 

ここに資料として揃えられているものも非常に良いものだと思うのですが，都市マスの

見直しを考えるにあたって，やはりそれがないのが，非常に残念です。傍聴しに行ったと

きにお聴きした「２０代３０代の人の意見はどのようにして聴くのか？」という意見も踏

まえて，そういう世代の意見を反映していくような取組をしていただきたいと思います。 

 今後，市役所の中でオープンハウスを実施予定とのことですが，やはりＷｅｂ（ウェブ）

をもう少し活用するとか，その上で名古屋市総合計画でも用いられたＣＯＬＬＡＧＲＥＥ

（コーラグリー）という手法を活用していただいてはどうかと考えます。 

私が傍聴した中で，８つの柱のうちの⑧（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）は，これから重要な論点になるのではないかと思いますが，実際はあまり一

般的には取り上げられないということもありましたので，そういう部分をもう少し念入り

に作りこみしていただきたいと思います。 

まずは，これからの子育て世代も含めての４０代ぐらいの世代に，これからの鈴鹿市の

あり方に対する考え方を聴く機会を設定していただいてから次のステップに進んでいただ

きたいというのが１点目，ライフサイクルコストのところは，コンパクトシティ等々この

考えの中に入ってくると思いますので，その点について地区に対して返すときにもう少し

説明をしっかりしていただきたいというのを２点目の意見として言わせていただきます。 
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議長（村山会長） 

 ４０代以下の参画については，どこの自治体もとても苦労しているのですが，事務局は

どうでしょうか？ 

 

幹事（都市計画課長） 

 若い世代の方の意見をもう少し取り入れたいというのは，同じ思いです。 

そもそも今回地区別会議を実施するにあたっては，昨年度にとらせていただいた市民意

識アンケートでは非常に熟度が達していない，密度が低いということでしたので，もう一

度白紙の状態で，課題について地区に入っていくべきだというご意見をいただきましたの

で，実施させていただきました。 

人選については，自治会長さんだけでなく，いろいろな分野の方，土地利用とは関係の

ない方も参加していただいてはというご指摘もありましたが，私どもとしては更に女性の

方にも是非入っていただくことをお願いし，複数人の女性の方に必ず来ていただくという

配慮もいたしました。 

４０代以下の若い方々の参加をどうしていくべきかということですが，これから実施す

る飯野地区においてもそういうことについて人選にも非常に配慮いただいたのですが，

終的には，若い方々にはやはり時間を取っていただくのが難しかったのではないかと思い

ます。 

今後の対策としましては，地区別会議の結果は写真等も含めながら地区市民センターに

貼り出し，地区市民センターにお越しいただいた方からもご意見をいただけるような場を

提供したいと思っております。 

また，次期総合計画策定の折に，市民の方々からご意見をいただく場があれば，私ども

も参加させていただいて，若い方々のご意見を集めたいと思っております。 

ライフサイクルコストにつきましては，地区別会議のおいては非常に難しい検討課題だ

ったのではないかと思いますが，非常に大切な課題ですので，テーマ別構想の策定に当た

っては十分配慮をしていく必要があると認識しております。 

委員の皆様からもご意見をいただきながら進めていきたいと思っております。 

 

中西委員 

 実際のところ，子育て世代は，住民票を取ったり要望事項を寄せたりする以外は，地区

市民センターに行かないと思います。女性も男性も子育て世代もいる小中学校のＰＴＡに

向けて資料を発送し，アンケート調査等をして意見をもらうという取組など，直接働きか

けたほうがよいと思います。 

 

幹事（都市計画課長） 

 参考にさせていただきたいと思います。 
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議長（村山会長） 

 パブリックコメントやオープンハウスを来年度実施するにあたっては，いかに効率的効

果的に実施するかということですね。都市マスタープラン見直し検討委員会でも検討した

いと思います。 

 

福嶋委員 

 分類されている「●◎○」について，「◎」がもっと多いかなと思っていましたが，案外

少ない感じで，そういう意味では目的に沿ったものができたのではないかと思っています。 

しかし，都市マス関連は防災等も含めて全庁で扱わなければならないものですので，都

市計画課が先陣を切って全庁的に対応できる体制をつくっていただけるとありがたいと思

っています。 

 

議長（村山会長） 

 本日事務局でまとめていただいた地区別会議での意見を，次の都市マスタープラン見直

し検討委員会で参考にしていきたいと思いますし，委員の皆さんもご意見等をいただける

ようであれば，なるべく早いうちに事務局へご提出いただければと思います。 

 それでは，その他事項について，事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（角谷） 

 それでは，鈴鹿市都市計画審議会組織及び運営要領の改正について，説明いたします。 

 改正内容につきましては，議事録署名の内容を現行の規則に追加するものです。 

現在の議事録は，審議会等の会議の公開に関する指針に基づき，審議会の会議は原則公

開，また審議会の結果の公開につきましては，議事録を作成し，その内容を事前に会長に

確認していただいたうえでインターネットに公開させていただいております。 

それでは，改正内容については説明いたします。 

第９条議事録の次に「第１０条 議事録署名」，「第１項 議事録には議事録署名人２名

が署名する」と加え，「第２項 会長は会議の議事に先立ち，出席した委員のうちから議事

録署名人２名を指名するものとする」を加えさせていただきます。 

そして第１０条を加えたことによって，前第１０条と第１１条を，第１１条第１２条と

改めさせていただきます。 

現在は，会長に事前に議事録の内容を確認していただいておりますが，これからは会長

の確認に加えまして，要領に則り議事録署名人に議事録の内容を確認の上署名していただ

くこととなります。 

この改正について，議事録の内容の真実性の担保に客観性を持たせることとなります。 

次回の審議会から実施させていただくことなりますので，よろしくお願いいたします。 
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議長（村山会長） 

 赤字で示されている部分を追加するということですね。他の審議会もこのようにしてい

るんですよね。 

 

事務局（角谷） 

 景観審議会をさせていただいておりますし，他の審議会も同様にしております。 

 

議長（村山会長） 

 より信頼性の高い議事録になるということですね。何か，ご意見等はありますか？ 

 特にないようですので，鈴鹿市都市計画審議会及び組織運営要領の改正につきましては，

事務局で事務手続きを進めてもらいますようお願いします。 

それでは議事進行を事務局にお返しいたします。 

 

幹事（都市計画課長） 

 ご審議ありがとうございました。 

後に１点報告がございます。 

本審議会会長の村山会長が，このたび，現在の名古屋大学大学院 環境学研究科 都市

環境学専攻准教授から，東京大学大学院 工学系研究科 都市工学専攻 准教授にご就任

なされることとなり，村山会長より本審議会会長を辞したい旨の申し出をいただきました

ことから，今年度を持ちまして本審議会会長を辞任されることとなりました。 

村山会長におかれましては，平成２０年度より都市計画審議会委員として，また，平成

２４年度からは都市計画審議会会長として，多くの案件についてご審議を賜りました。 

ありがとうございました。 

それでは，村山会長より，一言ご挨拶をいただきたいと思います。 

 

【村山会長 ご挨拶】 

  

幹事（都市整備部次長） 

 村山会長，本市の都市計画審議会へのこれまでのご尽力，誠にありがとうございました。 

村山会長におかれましては，本市審議会会長を退任されますが，本市といたしましては，

都市マスタープラン見直し等重要な案件が継続中であり，今後も，なんらかの形で，これ

までと変わらぬご指導を賜りたいと考えております。 

これからもご指導のほど，よろしくお願い申し上げます。 

 本審議会会長の選任につきましては，鈴鹿市都市計画審議会組織及び運営要領第４条の

規定により，次回の都市計画審議会にて選任をさせていただきます。 

 なお，その他の１号委員の皆様におかれましては，来年度も引き続き，都市計画審議会

委員の１号委員としてよろしくお願い申し上げます。 
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それでは，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。 

 

 

 

 


