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第３４回鈴鹿市都市計画審議会議事録（要約） 

 

開 催 日 時：平成２６年１１月２０日（木）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）新田保次（会長），伊藤睦，板谷明美，北川正敏，西川潤子， 

長谷康郎，福嶋礼子，矢田和夫，吉島隆子， 

泊り育美，山口善之，藤浪清司，中西大輔，竹口眞睦 

（鈴   鹿   市）副市長 宮﨑守 

都市整備部次長 松上昇司 

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 奥西真哉 

同グループ副主幹 岡田洋昭，同グループ主査 政谷治樹 

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）「鈴鹿都市計画区域区分の変更」（三重県決定）について 

        （２）「鈴鹿都市計画用途地域の変更」（鈴鹿市決定）について 

公開非公開の別：公開 

傍  聴  者：なし 

議事録署名者：板谷明美委員，伊藤睦委員 

配 付 資 料： 

（事前配付資料）事項書 

議案書 

（当日配布資料）鈴鹿市都市マスタープラン全体構想（素案）の骨子（未定稿版） 

 

審議会の内容（要約）： 
幹事（都市計画課長） 

 只今から第３４回鈴鹿市都市計画審議会を開催させていただきます｡ 

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。 

それでは，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，平成２６年度初めての開催となります，第３４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，本市の都市計画に関する事項について，ご審議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
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す。 

本日諮問させていただく案件は，２件ございます。 

三重県が決定いたします『鈴鹿都市計画 区域区分の変更』と，鈴鹿市が決定いたしま

す『鈴鹿都市計画 用途地域の変更』についてご審議をいただきます。 

 まず，『鈴鹿都市計画 区域区分の変更』ですが，三重県が決定するものでございます。 

 市街化区域編入予定箇所の道伯地区と，市街化調整区域編入予定箇所の稲生塩屋一丁目

地区の２地区についてでございます。 

 次に『鈴鹿都市計画 用途地域の変更』ですが，こちらは，鈴鹿市が決定するものでご

ざいます。区域区分の変更にあわせ，この２地区の用途地域の変更を行います。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 また，本日は，その他事項において，現在改定作業中の都市マスタープランの途中報告

をさせていただきます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

 

幹事（都市計画課長） 

 本日の都市計画審議会は，本年度初めての審議会でございます。 

前委員の離職，市議会の役員改選等がございましたことから，新たにご参加いただく委

員の方もお見えですので，改めまして委員の皆様方を審議会委員名簿により，ご紹介をさ

せていただきます。お名前を読み上げましたら，一言ご挨拶いただければと思いますので，

よろしくお願いいたします。 

【各委員・事務局職員 自己紹介】 

改めまして，委員の皆様，よろしくお願い申し上げます。 

審議に入る前に，新しく本審議会会長を選出する必要がございます。どのように選出さ

せていただきましょうか？  

  【事務局の提案を求める発言あり】 

事務局としましては，新田委員が適任かと存じます。 

新田委員におかれましては，大阪大学にて，交通計画，都市・地域計画について研究さ

れ，日本都市計画学会論文奨励賞や国際交通安全学会賞等を受賞されました。また， 

２００２年には大阪大学教授に就任され，現在は鈴鹿工業高等専門学校の学校長をお務め

です。大阪府内の市の都市計画審議会委員としてのご経験もおありであることから，都市

計画審議会の会長職も適任と思います。 

当審議会会長を新田委員にお願いしたいと存じますが，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す。 

それでは，会長は新田委員にお願いいたしたいと思います。 

新田委員，ひと言ご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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新田会長 

 大変な役割を担う立場になりましたが，皆様のご協力で円滑に進めたいと思っておりま

すので，よろしくお願いします。 

 私は学生時代からずっと，こちらに来るまでは大阪大学におりました。交通計画を専門

としまして，主にサスティナブル（持続可能）な社会をつくるための交通システムのあり

方について，環境と福祉の両面から研究しております。 

特に，環境では，ＣＯ２削減が今でも言われておりますが，ＮＯｘ・ＰＭ（ノックス・

ピーエム）など道路公害に対する問題から入って，今は地球環境ということで交通の役割

を認識しております。 

福祉の面も，２０００年に交通バリアフリー法ができまして，白子駅の駅舎マップなど，

鉄道事業者と行政がタイアップして，さらに民間企業も含めてバリアフリーを推進するな

ど，ずいぶん進んできております。 

コンパクトシティという話も出てきておりますが，鈴鹿市については，私はある意味楽

観視しております。全国的には少子高齢・人口減・地方再生などと言われておりますが，

鈴鹿市は今のところ人口減にはなっていないので，この力を持続しながら，今までの資源

や，新しくできるスマートインターをうまく活用したまちづくりができないかと思ってお

ります。 

そうは言っても，一方で安全安心の面で非常に自然災害的なリスクもありますから，そ

れに対する備えもきっちりしていく必要があると思います。 

この会でいろいろ鈴鹿市のために尽力していきたいと思っております。よろしくお願い

いたします。 

 

幹事（都市計画課長） 

 続きまして，審議会条例第５条３項に基づき，会長から職務代理者の指名をお願いいた

します。 

 

新田会長 

 それでは，会長権限で指名させていただきます。 

皆様それぞれ見識ある方でございますが，これまでも職務代理者をご経験いただいてお

ります吉島委員にお願いしたいと思いますので，よろしくお願いします。 

 

幹事（都市計画課長） 

 それでは，吉島委員，職務代理者をよろしくお願いいたします。席の方へおつきくださ

い。ご挨拶をお願いいたします。 

 

吉島委員 

 職務代理者の経験者としてご指名いただきましたが，皆様のような専門の知識はありま
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せんので，皆様の声をお聞きして，私なりに務めさせていただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

 

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。ご理解を賜ります。 

   【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，議事録作成のため，録音させていただきます。議事録は，要約記録とし，会長に

確認いただいた後に公開とさせていただきます。 

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

議事進行をよろしくお願いいたします。 

 

議長（新田会長） 

 それでは，規定によりまして私が議長を努めさせていただきますので，よろしくお願い

いたします。 

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。 

議事に先立ちまして，要領第１０条に基づき，議事録署名人を名簿順で２名指名します。

本日の議事録署名人として板谷委員と伊藤委員にお願いします。 

それでは，お手元に配布させていただいております事項書に基づきまして，進めさせて

いただきます。 

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

思います。 

それでは，諮問第１号『鈴鹿都市計画区域区分の変更』についてと，諮問第２号『鈴鹿

都市計画用途地域の変更』について，２件続けて提案説明をお願いします。 

 

事務局（岡田） 

 諮問第１号の｢鈴鹿都市計画区域区分の変更｣については，三重県にて決定を行うものと

なっており，平成２６年９月３０日付けにて三重県知事からの市に対する意見照会を受け，

本日付議をさせていただくものでございます。 

区域区分の変更箇所は，市街化区域編入予定箇所の道伯地区と，市街化調整区域編入予

定箇所の稲生塩屋一丁目地区の２地区でございます。 

諮問第２号の｢鈴鹿都市計画用途地域の変更｣については，鈴鹿市にて決定を行うもので，

区域区分の変更にあわせ，この２地区でございます。 
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初めに，市街化区域編入予定箇所の道伯地区について，説明いたします。 

当地区は，昨年度開催いたしました第３２回鈴鹿市都市計画審議会の｢地区計画の変更｣

の件でご議論いただいた道伯地区のことでございます。 

｢地区計画の変更｣を行った経緯について，少し説明いたします。 

当地区は，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き，地区計画の変更を行っております。 

まず，平成２４年８月２０日に事前相談をいただき，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。 

平成２５年２月１４日に，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，依

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の小委員会（都市計画

提案制度に関する小委員会）にお諮りいたしました。この小委員会は，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。 

その後，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

計画の原案の条例縦覧を行い，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「都市計画の案」を作成し，平成２５年６月２４日

から７月８日までの期間において，都市計画の案の法定縦覧と，併せて意見募集を行いま

した。 

その後，平成２５年７月２４日に開催されました都市計画審議会にお諮りし，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，平成 

２５年９月２６日に都市計画決定の告示を行う運びとなりました。 

その後，平成２５年１０月１６日に開発行為の許可が出され，事業の着手がされました。 

次に，議案書２ページの予定箇所の位置について説明いたします。 

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６．３ヘクタールでございます。 

当地区付近につきましては，飯野小学校や創徳中学校といった公共施設，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，大型商業施設等が立地しており，

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。 

次に，市街化区域に編入する際の条件について説明いたします。 

こちらは，市街化区域における地区計画制度の運用基準であり，市街化区域編入が前提

条件となっております。 

基本的な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
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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が必要となります。保留人口については後ほど説明いた

します。 

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

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，地区計画の変更を行っており，

市街化区域編入の条件を充たしています。 

こちらは，平成２４年９月１８日に三重県が決定しております，現在の鈴鹿都市計画区

域における人口フレームです。 

議案書１ページをご覧ください。 

黒色の人口数は，三重県都市マスタープラン改定時の平成２２年の数字とその１０年後

の平成３２年の数字でございます。赤色の人口数は当地区が市街化区域編入後の数字とな

ります。議案書では，変更後の数字となっております。 

三重県都市マスタープランでの鈴鹿都市計画区域の人口は、今後もしばらく増加するこ

とが見込まれ、基準年である平成２２年の市街化区域内人口１５２，０００人が，１０年

後の平成３２年には１５４，０００人になり，２，０００人の増加が予測されております。 

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

１世帯当たりの人口が，平成３２年には２．４２人まで減少する見込みです。このことに

より，今後，人口増加の伸び率以上に世帯数が増加することとなり，より多くの宅地が必

要となります。 

この人口と平成２２年の既存の居住地内の人口に，未利用地の宅地化促進により受け入

れ可能となる人口，広域拠点で受け入れ可能となる人口等の要因を加味し，算出した人口

が「配分する人口」として１５０，０００人となり，平成３２年に，現在の市街化区域の

範囲で，受け入れが可能な人口となります。 

平成３２年には市街化区域からあふれると推計される「保留する人口」としては，人口

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

いた残り，およそ４，０００人となります。なお，表記上「千人単位」とするため「４千

人」と示されておりますが，計算上の実数は３，６２９人となります。 

この「保留する人口」が，市街化区域を拡大するために必要な人口でございます。 

当地区の市街化区域編入時の居住人口は約４００人となり，この３，６２９人より差し

引いた残りの「約３千人」が編入後の保留する人口となります。 

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。 

当地区は赤い円でお示しした箇所となり，「低層住宅ゾーン」及び「検討地区」として位

置付けされております。「検討地区」とは，地区計画制度の運用基準で説明したように，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
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を検討するものとして位置付けられております。 

次に，現地の状況を撮影したものがありますので紹介いたします。 

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番でございます。 

初めに，南側から撮影いたしました①番の写真となります。 

こちらは，施工前でございます。 

下の写真が，施工中でございます。 

次に，北側から撮影いたしました②番の写真となります。 

こちらは，施工前でございます。 

下の写真が，施工中でございます。 

写真中心部の道路は，当地区から北側の市道へ延びる歩道付きの１０メートル道路でご

ざいます。 

このように，市街化区域編入を前提とした市街化調整区域における地区計画制度を利用

した開発事業が進行し，道路・公園・調整池等の都市基盤整備が確実となったことから，

今回，市街化区域に編入を行うものです。事業者からは，今年の１２月末には開発の完了

検査まで終了する予定と聞いており，現在，設計業者より地区計画の届出等のご相談もい

ただいておるところでございます。 

次に，諮問第２号の｢鈴鹿都市計画用途地域の変更｣についてでございます。 

都市計画図を拡大した道伯地区の位置図となります。 

市街化区域編入時の用途地域については，隣接する市街化区域内の低層戸建住宅団地と

一体的な土地利用を図ることを目指し，同一用途である第一種低層住居専用地域として指

定いたします。 

２地区目の，市街化調整区域編入予定箇所の稲生塩屋一丁目地区について説明いたしま

す。 

当地区につきましては，昨年度開催いたしました第３２回鈴鹿市都市計画審議会のその

他事項にて，２号委員より，稲生公民館で開催されました鈴鹿市議会の議会報告会で，市

民より「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。市街化調整区域に変更してほしい。｣とのご意見があった

と報告をいただいております。 

地権者からは以前より要望をいただいており，決定権者の三重県と協議したいとの回答

をしておりました。また，地元の自治会長や農業委員から市街化区域からの除外要望もい

ただいたため，本審議会にお諮りする運びとなりました。 

それでは，次に議案書２ページをご覧ください。予定箇所の位置について説明いたしま

す。 

当地区は，市街化調整区域との境に位置しており，区域面積は約０．２ヘクタールでご

ざいます。南側に接続する市街化調整区域には，優良農地が広がっており，農業の生産基

盤としての維持・保全が図られております。 
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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，北側から撮影いたしましたのが①番，左の北西

側から撮影いたしましたのが②番でございます。 

当地区は農地として土地利用がされており，接続する市街化調整区域には，優良農地が

広がっています。 

こちらは，農振農用地の位置を示したものでございます。桃色が市街化区域，水色が農

用地区域，黄色が農業振興地域となっております。写真にて，ご確認いただきました優良

農地は，当地区に隣接している農用地区域でございます。市街化調整区域編入後は農用地

区域に編入する予定でございます。 

このように，営農意欲が高く，当分の間営農を継続することが確実と認められ，周辺土

地利用の状況も鑑み，市街化調整区域に編入を行うものでございます。 

次に，諮問第２号の｢鈴鹿都市計画用途地域の変更｣につきましては，市街化調整区域編

入後，用途地域は廃止となります。 

変更内容についての説明は以上でございますが，最後に，都市計画の案を平成２６年 

１０月１４日から１０月２８日までの間縦覧いたしましたので，結果を報告いたします。 

縦覧者は４名，意見書の提出はございませんでした。 

以上で説明を終わります。 

 

議長（新田会長） 

 ご質問やご意見がございましたら，ご発言をお願いいたします｡ 

 

福嶋委員 

 道伯地区は，昨年の審議会でも挙がっていた地区ですが，その折にプロパーさんが規制

をかけてレベルの高いまちづくりをしていこうということだったのですが，現在どのくら

い進んでいて，まちに住もうという方がどの程度あるのか，教えてください。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 現場については１２月中に完了検査を受けて開発行為が完了する予定です。まだ基盤整

備が整っておりませんので，建築行為そのものはまだ発生しておりません。ただ，いろい

ろとお問い合わせはすでにいただいておりまして，地区計画を定めていること，景観計画

による地区別景観づくり計画も併せて設定しておりますので，その内容にもとづいて，何

件かについていろいろと調整させていただいているところです。 

 

福嶋委員 

 １番については，様子がわかってきて，編入していく過程についてはとても納得できて，

良いまちができるといいなと考えています。 

 ２番の稲生塩屋については，今までの方向から言うと逆で，市街化区域を外して農地に
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ということですが，非常に近年珍しいので，個人的なことなのでプライバシーの保護の範

囲で結構なのですが，実際にやりたいという方がどのような方で，どのくらいの農営意欲

をもっていらっしゃるのか，今後どのようになっていくのかを説明してください。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 ご要望いただいた方はご退職されてみえて，農業を専門にされていると聞いております。

また，その方の子どもさんも農業をされていて，引き続き農業を営んでいきたいというふ

うに聞いております。 

 

福嶋委員 

 それでは，これからも長きにわたって農営がされていくということなのですね？ 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 そのように判断させていただきました。 

 

福嶋委員 

 周囲の方たちは同じ様なお考えの方もみえるのか，あるいは今までどおりにということ

なのか，どうでしょうか？ 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 ご要望いただいた方を通じて確認させていただきました。周囲には農業をされている方

もみえるのですが，市街化区域に入っているところは，その後の宅地利用等の可能性もあ

ることから，このままの市街化区域で置いておいてほしいということでした。地区の自治

会長さんや農業委員さんからもご同意の要望書や意見書をいただいております。 

その辺も含めまして，決定権者である三重県と協議し，辺縁部であるということで，都

市的土地利用にも支障がないと三重県と鈴鹿市が判断して，今回の手続きに入らせていた

だいたところです。 

 

議長（新田会長） 

 福嶋委員のご指摘の件については，非常に珍しく，大阪のときはそういうケースが全く

なかったものですから，私も非常に興味を持っておりました。 

保留人口に関しては，どのようになるのでしょうか？ 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 保留人口の算定は，決定権者の三重県にお願いしております。先程の保留フレームの中

で，新しく市街化区域に入る道伯地区は３，６２９人から減じられ，今回調整区域に戻す

ほうは面積が小さいので僅かですが，少しの人数を戻すと，トータルで３，２３６人とな
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っております。 

 

議長（新田会長） 

 それは保留人口で，まだ使えるということですね。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 はい。 

 

議長（新田会長） 

 生産緑地は，どうなっていますか？ 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 鈴鹿市においては，生産緑地の指定は今のところありません。 

 

中西委員 

 人口フレームの数字は三重県から提出されているとのことでしたが，基準年の１０年後

に対して，全体として１９７，０００人から１９９，０００人で，２，０００人増加とい

うことですが，その算出根拠を教えてください。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 数字につきましては，２４年度に改定された３２年度目標年次の三重県都市マスタープ

ランで設定された数字です。算出根拠は確認させていただいて，後ほどご報告ということ

でもよいでしょうか？ 

 

中西委員 

 すぐ出ないということであれば，それで結構なのですが，確か国立社会保障・人口問題

研究所の人口データだと，１０年後は全体として減少傾向となっていたと思います。その

中で，ここで２，０００人増とあるのは，自然増を想定しているのか，それとも社会的な

移動で増加すると考えているのか，そのあたりが知りたかったので，お願いします。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 確認させていただきます。 

 

議長（新田会長） 

 それは，各委員さんにも回してもらえるということですか？ 

 

都市計画課計画グループリーダー 
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 まずお調べして，中西委員に回答させていただき，よろしければ次回２月に開催予定の

都市計画審議会でご報告という形でお願いしたいと思います。 

 

議長（新田会長） 

 非常に興味ある内容なので，よろしくお願いします。 

 それでは，ご意見等出尽くしたように思いますので，ここで意見をまとめたいと思いま

す。 

平成２６年１１月６日付け鈴都計第９０３号で諮問第１号及び第２号の諮問がありまし

たことについて，平成２６年１１月２０日に鈴鹿市都市計画審議会を開催し審議しました

ところ，原案を適当と判断し，答申をいた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。 

これで，本日ご審議いただく案件は終了いたしました。 

答申案を事務局に作成させますので，その他事項の後にご確認をお願いします。 

それでは，事務局から，その他事項について何かありますか？ 

 

幹事（都市計画課長） 

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

す。 

 

事務局（岡田） 

 それでは，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。 

都市マスタープランの見直し作業を平成２４年度より行っており，昨年度は１１月２２

日から２月２５日まで，２３行政地区ごとに地区別会議を開催し，意見聴取を行いました。 

会議への参加者には，自治会関係者，まちづくり協議会，農業，福祉，文化，消防関係

等地域の実情に応じた，幅広い人選をいたしまして，ワークショップ方式にて行いました。 

その結果について，前回開催されました第３３回都市計画審議会に報告いたしました。 

その都市計画審議会の開催後から，現在までの大まかな流れについて説明いたします。 

昨年の３月１７日に開催されました第６回都市マスタープラン見直し検討委員会にて，

地区別会議の結果報告及び意見取りまとめについてとテーマ別構想についてご議論いただ

きました。 

次に，本年度に入り，昨年度の見直し検討委員会での意見を踏まえ，５月２６日～６月

２６日まで地区別会議の結果の縦覧を行いました。実施内容につきましては，後ほど詳し

く報告いたします。 

その後，８月７日に開催されました第７回都市マスタープラン見直し検討委員会にて地

区別会議の結果の報告と都市マスタープラン全体構想素案の骨子について，章構成に議題

を絞りご議論いただき，１０月２２日に開催されました第８回都市マスタープラン見直し
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検討委員会の際は，素案骨子について，第２章の｢基本理念と将来都市構造｣と第３章の｢テ

ーマ別都市づくりの方針｣についてご議論いただきました。 

その後，本日開催の審議会に報告することとなっておりますので，お手元にお配りして

おります素案の骨子は，まだ未定稿のものでございます。 

それでは，今，説明しました現在までの流れの中で，平成２６年度の５月から６月に実

施いたしました地区別会議結果の縦覧について報告いたします。 

まず，縦覧の実施概要について報告いたします。 

縦覧場所は，都市計画課の窓口以外にも２３地区の市民センターや鈴鹿市のホームペー

ジ，市役所１階市民ギャラリーに掲示し，地区別会議の参加者以外の市民にも幅広く情報

提供できるように努めました。 

縦覧期間は，５月２６日～６月２６日までの１か月間行い，市民ギャラリーにおいては

６月１１日から１６日まで土日を挟み６日間実施しました。また，縦覧と同時に意見聴取

も行いました。 

こちらは，縦覧しました地区別会議結果をまとめたものです。２３地区ごとに作成して

おります。内容といたしましては，青色の箇所が地区別会議での意見を集約整理した部分，

赤色の箇所がその意見を図に示したもの，緑色の箇所は地区別会議の様子を写した写真と

なっております。 

市役所本館１階の市民ギャラリーでの様子を紹介いたします。 

掲示した６日間の内，土日の２日間につきましては，来場者の方にヒアリングをし，積

極的に意見聴取を行いました。特に土曜日は市役所内で子ども議会の説明会があり，若い

世代の親御さんを中心にご意見を伺うことができました。 

次に縦覧の実施結果について報告いたします。６月の１４日と１５日の土日につきまし

ては，積極的に意見聴取を行った結果，１９名の市民の方々からご意見を伺うことができ

ました。縦覧期間内の全体を通して，２４名の市民の方々からご意見のご提出がありまし

た。 

次に今後の予定についてですが，素案の骨子を作成後，素案の詳細の作成作業に入りま

す。１月下旬に第９回都市マスタープラン見直し検討委員会にて素案の骨子案について再

度ご議論いただき，その内容につきまして，２月中旬の第３５回都市計画審議会に報告さ

せていただく予定でございます。それをもとに，詳細案を作成いたします。 

来年度に入りますと，素案の詳細につきまして，都市マスタープラン見直し検討委員会，

都市計画審議会にてご議論いただきました後に，オープンハウスやパブリックコメントを

実施予定ですが，時期につきましては，上位計画である総合計画に代わる｢新たな中・長期

的計画｣が現在策定作業を行っており，来年度にパブリックコメントを実施する予定となっ

ておりますので，調整の上，実施したいと考えております。 

その後，市民からのご意見を踏まえ原案の作成を行い，都市マスタープラン見直し検討

委員会でご議論いただき，来年度末の都市計画審議会にお諮りさせていただく予定でござ

います。その後，来年度内に新都市マスタープランの公表を行う予定でございます。 
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以上が，これまでの報告と，今後の予定でございます。 

さて，参考に，新たな中・長期的計画と都市マスタープランの関係を説明いたします。 

新たな中・長期的計画は，鈴鹿市まちづくり条例にもとづき策定作業を進めるもので，

都市マスタープランの上位計画となっております。 

中・長期的計画の構成は将来都市像があり，その下に基本理念，将来都市像を支えるま

ちづくりの柱がございます。これに向け，施策を行っていきます。 

この施策を実現させるための前提条件として各分野の方針がございます。その１部の土

地利用構想が都市マスタープランの第２章の中の都市づくりの基本理念となり，将来人口，

財政といった部分についても都市マスタープランで整合を図っていきます。 

このように，中・長期的計画の一部として都市マスタープランが位置づけられることと

なります。 

次に，地区別会議の開催もしておりますが，他の関係委員会や関係団体よりもご意見を

お伺いしておりますので紹介いたします。 

まず，新名神高速道路（仮称）鈴鹿パーキングエリア スマートインターチェンジ地域活

性化委員会より，スマートインターチェンジ周辺地域における将来の土地利用の方向性に

ついて，ご意見をいただいております。 

内容といたしましては，①産業の活性化に向け農業・工業施策が実施可能な土地利用， 

②観光振興の向上に向け集客施設の創設が可能な土地利用，これらを可能とするための位

置づけを都市マスタープランにしてほしいとのご意見でございます。 

次に，鈴鹿商工会議所より，（仮称）鈴鹿パーキングエリア並びに鈴鹿パーキングエリア

スマートインターチェンジ周辺の整備事業への取組についての提言書をいただいておりま

す。こちらは，平成２６年９月２２日に鈴鹿商工会議所会頭 山本氏より鈴鹿市長宛てに

いただいております。 

提言いただいた内容につきましては，（仮称）鈴鹿パーキングエリア スマートインター

チェンジ周辺の観光や農業を絡めた｢賑わいづくり｣の展開を図ること，などでございます。 

以上が，これまでの経緯などについての報告でございます。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 続きまして，第６回，第７回の都市マスタープラン見直し検討委員会でご議論いただき

ました，平成２６年度鈴鹿市都市マスタープラン都市計画審議会資料，都市マスタープラ

ン骨子案について説明いたします。 

本日お配りした資料は，現在改定の作業中であり未定稿のものでございます。おおよそ

のイメージとしてご参照いただければと思います。 

まず，章構成は，「第１章 都市マスタープランの策定にあたって」「第２章 基本理念

と将来都市構造」「第３章 テーマ別都市づくりの方針」「第４章 都市づくりの実現に向

けて」「第５章 地域まちづくりへの展開」となります。 

本日は，このうち第１章から第３章について説明いたします。 
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１ページには，「第１章 都市マスタープランの策定にあたって」について記述しており

ます。「１－１都市マスタープランの目的」「１－２都市マスタープランの目標年次」 

「１－４都市マスタープランの対象」「１－５都市マスタープランの構成」について記述し

ております。都市マスタープランの目標年次は，通常１０年後が一般的でありますが，市

の総合計画である「新たな中・長期的計画」と目標年次を整合させるために，８年後を目

標年次とさせていただいております。 

次に２ページです。「第２章 基本理念と将来都市構造」について記述しております。平

成２４年度，平成２５年度と課題整理を進めてまいりました結果，新しい都市マスタープ

ランは，「５つのテーマ」と「２つの視点」により取りまとめることといたしました。 

５つのテーマは，①活力のある都市づくり，②防災・減災の都市づくり，③コンパクト

な住みよい都市づくり，④モビリティの高い都市づくり，⑤水と緑・景観と共生する都市

づくりとしております。 

それら全体に関係するものとして，２つの視点として，「地域力を育む都市づくり」「ラ

イフサイクルコストを縮減する都市づくり」としております。 

３ページには，先ほど説明しました「５つのテーマ」と「２つの視点」について，テー

マの考え方，視点の考え方が記述してあります。また，それらに基づく，「都市づくりの方

針」が記述されております。なお，ページ左の都市づくりの基本理念につきましては，新

たな中・長期的計画の「土地利用構想」の考え方と整合させる必要があり，今後修正を加

える予定でおります。 

４ページは，将来都市構造について記述してあります。５つのテーマと２つの視点から

導かれる将来都市構造のイメージ，概念を示しております。 

５ページには，将来都市構造の概念を将来都市構造図として少し具体化しております。

将来都市構造図は，長期的な将来図として示しております。将来都市構造は，骨格軸，拠

点，ゾーンの３つの要素で構成されるものとしております。 

さらにゾーンの中には，エリアといった概念を取り入れております。ゾーンは，土地利

用の方向性がある程度確定したものとして区分したものです。エリアは，そのゾーンで区

分された土地利用がなんらかの要因に基づき変化していく可能性をもった箇所に設定する

ものとしております。 

例えば，「新土地需要エリア」です。これは，土地利用の方向性としては農業共生ゾーン

として区分されているところに，この「エリア」が設定されることで，「工業系地区計画」

を用いた開発行為等の受け皿となりうる箇所としております。これは，現行の都市マスタ

ープランにある「新土地需要ゾーン」と同じ考え方のものです。 

さらに，これと同じ考え方で，新名神スマートインターチェンジの周辺について，新名

神スマートインターチェンジ周辺エリア，また，新名神スマートインターチェンジと既存

の鈴鹿インターチェンジをつなぐゾーンについて，スマートインターチェンジ利活用エリ

アとして新しく検討しております。 

また，津波やその他の自然災害に対する考え方を整理するために，防災・減災エリアの
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設定についても現在検討中です。凡例は表示しておりますが，設定のエリアについては，

今後，検討いたします。 

６ページは，将来人口の設定と将来市街地規模の設定で，いずれもまだ検討中の段階で

す。 

７ページは，「第３章 テーマ別都市づくりの方針」です。先に説明しました「５つのテ

ーマ」と「２つの視点」それぞれについて，記述しております。 

まず，１つ目のテーマ，「活力ある都市づくり」です。 

活力ある都市づくりの方針として，「主要拠点の土地の高度利用等による商業の活性化と

充実」「新たな地域産業や広域交流を育成するための土地利用の促進」「円滑な幹線道路の

ネットワーク形成と幹線道路沿道の適切な土地利用の誘導」「鈴鹿インターチェンジやスマ

ートインターチェンジ周辺における土地利用の活性化」「市民の生活や雇用を支える既存の

商業や産業などの維持と活性化」を掲げております。また，その下にそれぞれの方針に基

づく施策を記述しております。ページ右はその考え方を図面として示したものです。 

８ページは，「防災・減災の都市づくり」です。防災・減災の都市づくりの方針として，

「地震・津波，河川・内水氾濫，土砂災害など，さまざまな災害対策の推進」「密集市街地

における防災・減災の推進」「避難場所，避難路などの整備・充実」を掲げております。そ

の下にそれぞれの方針に基づく施策を記述しております。ページ右はその考え方を図面と

して示したものです。三重県より公表されております津波浸水想定区域，液状化危険度の

高いエリア等の情報を記載しております。防災・減災エリア，凡例表示のみとなっており，

設定エリアは，今後検討いたします。 

９ページは，「コンパクトな住みよい都市づくり」です。コンパクトな住みよい都市づく

りの方針として，「主要拠点の土地の高度利用と適切な土地利用の促進」「市街化区域にお

ける良好な住宅地の保全・整備」「市街化調整区域における集落の保全と計画的な土地利用

の促進」を掲げています。その下にそれぞれの方針に基づく施策を記述しております。ペ

ージ右はその考え方を図面として示したものです。市街化区域の中の住居系，商業系の用

途について，黄色で着色しております。そして，既存指定集落をグレーのドットで表記し

ております。小学校，中学校，地区市民センターを記入し，また，市内の鉄道駅，バス停

を表示し，その利用圏として，それぞれ半径１．０キロメートル，５００メートルを表示

しております。 

１０ページは，「モビリティの高い都市づくり」です。モビリティの高い都市づくりの方

針として，「安全で円滑な道路ネットワークの形成」「ユニバーサルデザインに配慮した生

活道路・通学路・自転車道の整備」「公共交通サービスの充実と交通結節点の利便性向上」

を掲げています。その下にそれぞれの方針に基づく施策を記述しております。ページ右は

その考え方を図面として示したものです。市街化区域を水色で着色し，既存指定集落をグ

レーのドットで表記しております。鉄道駅，バス停に加え，鉄道，バスの路線図を記載し

ております。 

１１ページは，「水と緑，景観と共生する都市づくり」です。水と緑，景観と共生する都
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市づくりの方針として，「豊かな自然環境や拠点となる緑地・公園などの保全・活用」「優

良農地の保全と営農環境の整備促進」「官民協働による公共施設や民有地内における緑化の

推進」「歴史・文化・自然などの地域資源を活かした景観形成」「主要拠点における良好な

景観形成」「地区の景観資源を活かした魅力的な景観空間の創出」を掲げております。その

下にそれぞれの方針に基づく施策を記述しております。ページ右はその考え方を図面とし

て示したものです。 

１２ページは，都市づくりのテーマを支える２つの視点として，地域力を育む都市づく

り，ライフサイクルコストを縮減する都市づくりと，それぞれの方針について記述してお

ります。 

１３ページは，これまでの５つのテーマの考え方を重ね合わせ，５ページで説明しまし

た将来都市構造図をさらに具体化した形で，将来土地利用方針図として記載しております。

５ページの将来都市構造は長期的な考え方を示すもので，こちらは，それよりも中期的な

考え方を示すものとしております。 

以上が，第３章までの説明となります。 

第４章は，第３章までにある都市づくりを実現するための具体的な施策を事業実施担当

課における計画を記載し，第５章は，地域別のまちづくりの方針について記載する予定で

現在作業を進めております。 

第１章から第３章までも未完成であり，今後作業を進め，来年１月に都市マスタープラ

ン見直し検討委員会にお諮りし，その後，改めてこの骨子案の完成したものを本審議会に

お諮りしたいと思います。 

現段階の途中経過の報告として，都市マスタープランの骨子案について報告させていた

だきました。 

 

議長（新田会長） 

 ご質問やご意見がございましたら，ご発言をお願いいたします｡ 

 

中西委員 

 ２月の時にも言わせていただいた件ですが，２月以降，若い世代，３０代４０代などＰ

ＴＡや子どもさんが学校に行っている世代に対して，どのような働きかけをされているの

かお聞きしたい。その年代に働きかけることが大切ではないかと指摘させていただいたと

思うのですが。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 まだ課題整理を進めて骨子案を策定している段階ですので，これがお見せできる状態に

なったときに，もう一度市民の方々からご意見をいただきたいと考えております。その機

会に，若い世代の方も含めてご意見を頂戴できればと考えております。 
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中西委員 

 その時に頂戴するではなくて，実際問題８年後を目指すということですよね。 

本来なら２０年後３０年度に向けたこの８年間という位置づけで考えれば，今後責任を

持って取り組んでいかなければならない世代が，この内容についてしっかり知って，それ

に対して自分達の意見を持って働きかけるということがないと，この計画の推進自体がう

まくいかなくなる可能性があると思うのです。 

ただ，完成した状態でいくと，パブリックコメントをやっても，計画自体が大きく変わ

りそうなものについては，実際のところほとんど「ご意見を承ります」ということで止ま

ってしまいます。 

骨子案がまとまってから公表するということでしたが，事務局として，その大きく考え

方の転換が出てきた場合にも対応していくという考え方がきちんとあるのかということを

聞かせてほしい。 

 

幹事（都市計画課長） 

 今後予定されている都市マスタープラン見直し検討委員会の委員の方とも協議させてい

ただいて，出す段階について，さっそく調整させていただきます。 

その場合，市民の皆様に案を提示するということになりますので，議会への情報提供等

も含めて，委員の方々ともお話しさせていただきたいと思います。 

 

議長（新田会長） 

 私も都市マスタープラン見直し検討委員会の委員長をしていますので補足します。 

今日のご発言の内容は前にもお聞きしましたし，今日も重々承知しています。具体的に

３０代４０代，働き盛り子育て盛りの世代に方々への聞き方について，是非その辺も工夫

しながら，ご意見があったらお聞きしたいと思います。反映等についても，委員会で検討

させていただきたいと思います。 

 

福嶋委員 

 防災・減災エリアの図示の方法については「検討中」ということですが，やはり防災・

減災というのは切実な課題なので，積極的に作っていただきたいと思います。 

その中で，地権者ともうまく意見が統一されないと様々な困難があるのではないかと思

っているのですが，そのあたりはどういうふうに解決されていこうと思っていますか？ 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 ここでは，地権者の方と合意を採らせていただくということまでは考えておりません。 

ただ，市としてこれからの将来都市像を示していくなかで，まず災害の情報を把握して，

それを市民の方にも知っていただくということも大切ですし，それに基づいて市の方針を

整理していく，方向性を示していくというのが，ここでの最大の目標と思っております。 
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ですので，鈴鹿市全体を見てどうかということを示していきたいと考えております。具

体的にこの部分がどこに入るかなどのところまでのお示しは難しいと考えております。 

 

中西委員 

 「ライフサイクルコストを縮減する都市づくり」という視点があるのですが，未定稿の

資料を出す際に，それを裏付けるデータ等が不足しているのではないかと思います。 

先日，総合計画の市民検討会に行きましたら，「鈴鹿市の経営環境診断」として，今後の

財政フレーム等の予想が書かれている資料がありました。そのような資料をきちんと提示

しておかないと，漠然とこれだけを言っても，それはわからないですよね。このような資

料を作成する際には載せていくことが，新しい中・長期的計画と都市マスタープランを重

ねていくときに非常に重要になってくると思います。 

ライフサイクルコストでいえば，道路が全て維持できるかなどの課題に対して，自分達

はどう考えていくのかなど，非常に大切な部分があると思うので，そこを少し検討してい

ただきたいと思います。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 ありがとうございます。参考にさせていただき，検討させていただきます。 

 

西川委員 

 「モビリティの高い都市づくり」のところで。鈴鹿に来て８年くらい経ちますが，鈴鹿

の土地も，道路がものすごく狭いということを実感しています。 

「ユニバーサルデザインに配慮した生活道路，通学路，自転車道の整備」というのは，

具体的にどんな道路なのですか？ 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 都市づくりの方針のひとつに挙げさせていただいております。 

これが具体的にどのようなものをイメージしているかというご質問でしたが，この方針

の下に施策として「安全性・利便性の確保や，通学路，道路空間におけるバリアフリーデ

ザインを配慮する」ということを挙げさせていただき，歩行エリアなどの歩行環境の確保

についても書かせていただいております。 

これをさらに具体的に実施するということについては，今から担当課等とも協議をして，

第４章の実施計画の中でできる範囲で詰めさせていただき，記載していきたいと考えてお

ります。 

このようなことについて，目標としては，こういうかたちのものを目指すとして掲げさ

せていただいているところです。 

 

議長（新田会長） 
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 一般的な専門的な解説になりますが，少し補足します。 

 「ユニバーサルデザインに配慮した生活道路，通学路，自転車道の整備」というのは，

基本的には，道路整備と上を走る公共交通などのサービスの両方が入ってくると思うので

す。 

ユニバーサルデザインは最初から作りこみの段階からバリアフリー化を進めていくとい

う話です。２０００年に交通バリアフリー法ができました。今は交通と建築物とが一体化

したバリアフリー法になっています。 

道路計画で一番大切なのは，段差の解消や勾配です。片勾配で車いすが滑り出したりし

てはいけないですし，交差点部で視覚障害者と車いすとの折り合いをつけるには，今やっ

ている２センチ段差が譲り合える境界なのですね。これをフラット化すると視覚障害者に

とって境目が分からず危険ですし，上げすぎると車いすが困ってしまいます。 

そういう面から見ると，鈴鹿市内の道路は歩道が不足しています。幅は狭く，段差も勾

配もありすぎる。これからは高齢者や障害者に配慮した道路整備も必要です。一方で，大

きな道路整備も進んでいますので，そこに最初からそういう仕掛けをしていくということ

も必要です。 

それから，自転車ですが，鈴鹿市は自転車が走る道路がないのですよね。歩道も車道も

非常に危険な中で，自転車が走れる空間を造ったらどうか。公共交通サービスが決して充

実しているとは言えないので，学校に行く場合もそうですが，やむを得ず自転車や車を使

わざるを得ない人がたくさんいます。 

だから，公共交通サービスのバリアフリーも含めて，サービス向上が必要だということ

をイメージしています。 

 

西川委員 

道路交通法で，自転車が車道や歩道を走ることについても決めていますよね。 

 

議長（新田会長） 

 そうですね。１９７０年に交通戦争という時代があって，そのときに自転車が軽車両だ

からということで当たり前に車道を走ったときに，事故者数がものすごく増えたのです。

それで，やむを得ず通行可にした歩道がいくつかあります。そこは自転車が走ってもいい

のですが，それが当たり前のようになって，どの歩道でも自転車が走り，今度は歩行者と

自転車の事故が増えてきました。そこで，道路交通法を見直して，７０歳以上と１３歳未

満は自由に歩道を走れるけれども，それ以外の人は通行可の歩道しか走れず，警察が厳し

く取り締まる状況になっています。 

ただ，そうすると昔のような事故が増えるような状況になるため，自転車道をきっちり

と整備していくなど，ハード面から見直そうということが求められるということです。 

 

北川委員 
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 資料の４ページですが，３で「コンパクトな住みよい都市づくり」とありますが，白子・

牧田・神戸という地域などのことですが，最近こういう地域では空き家が多くなってきて

います。都市計画の中で，そういう空き地の利用方法について何か考えはありますか？ 

 

幹事（都市整備部次長） 

 昨日，空き家新法（空家等対策の推進に関する特別措置法）が可決されまして，法律と

して６月に完全施行ということになりました。その中で，「空き家等」の「等」には空き家

を壊した後の空き地も入ってくるとされ，その空き地についてどうするかということも出

てきているということです。 

 空き地は個人の所有物ですので，行政が勝手に入っていって利用を考えることはできま

せんが，全体を見る中で，行政がいかにお手伝いできるかについて，いろいろと相談して

いく必要があると思っています。 

今，直ちにどうということはお答えできませんが，今後検討していきたいと思いますの

で，よろしくお願いしたいと思います。 

 

藤浪委員 

 ９ページに「市街地拡大検討地区の図示の方法については現在検討中」とありますが，

この辺りの考え方をお聞かせ願いたい。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 検討地区につきましても，判例表示はしてありますが，まだこれは検討中でございます。

今後，案が固まりましたら，ご提示させていただきたいと考えております。 

 

議長（新田会長） 

 今日の市街化区域編入の話も，そういうのに入るのですか？ 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 今日の市街化編入の件につきましては，現行の都市マスタープランで拡大候補地が決め

られておりまして，そちらを根拠に考えております。 

これについては，新しい都市マスタープランを基に，今後検討する考えでおります。 

 

藤浪委員 

 もう少し具体的に，いつまでに？ 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 都市マスタープラン改定に併せてご提示することになると思いますので，事務局案をう

まく整理できれば，次回の都市計画審議会にてご提示できるのではと思っております。 
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中西委員 

 １０ページの公共交通サービスについて。市の担当部署が商業観光課とありますが，そ

こと今後の考え方のすり合わせをした上で，ここに書かれているのですか？ 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 現在，すり合わせ中です。こちらの案を商業観光課と協議して修正し，次に検討委員会

等に諮って意見を受け，今はその意見を踏まえた事務局案としての段階です。ですので，

公共交通サービスに限らず，全て，完全に庁内調整は取れておりません。 

言葉についてもこれで調整したいと思っておりますが，最終的にご提示する段階で変更

点が多数あるかと思います。 

 

中西委員 

 ちょうど，「○」の一番上の部分，「公共交通サービス」のところが「ザービス」になっ

ていて誤字だと思います。公共交通サービスについては，公がサービスを提供するのか，

それとも，広い意味での民間が住民協議会を立ち上げてやるのか，少し整理してもらった

ほうがいいのではと思います。 

あと，地区別検討会議の中で，確か久間田だったと思いますが，今後自動運転の車が出

てくる可能性があるのではとおっしゃってみえた方もみえるので，その点もここの中に活

かしていただいたほうがよいのではないかと思います。 

それと，このモビリティについては，今日私と藤浪委員は大津に行っていたのですが，

これから燃料電池がどうなるかわかりませんが，ＰＨＶ（プラグイン ハイブリッド ヴィ

ークル，プラグインハイブリッド自動車のこと）やＥＶ（エレクトリック ヴィークル，電

気自動車のこと）を考えたときに，モビリティのあり方として，鈴鹿市の中で，充電でき

る体制をどのように整えるのかという視点もこの中に必要になるのではないかと思うので，

その辺りも加えていただいたほうがいいのではと思います。 

 

議長（新田会長） 

 重要な視点をありがとうございます。今日の新聞にも，トヨタ自動車のミライがもうす

ぐ実用化されて市販されるということが載っていて，充填基地のことが大きな課題とされ

ていました。 

それから，先ほどご指摘の公共交通も，交通基本法ができて，地域公共交通活性化再生

法の絡みもありますので，勉強していただいて検討していかれたらと思います。 

 

福嶋委員 

 先ほども中西委員もおっしゃったのですが，地区別会議でいろんな意見を聞くことは非

常に大事で一番の基本だと思いますが，作り上げていくときに，庁内で関係部署といかに
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すり合わせをして意見統一をしていくかということも，一方でとても重要なことかと思い

ます。是非そちらもしっかりやっていただきたいと，お願いします。 

 

議長（新田会長） 

 現在の調整状況などを，簡単に報告してもらえますか？ 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 都市マスタープラン見直し検討委員会でもご意見をいただき，その案をもとに，全ての

部署の主管課の課長が入った庁内の検討会議というのを設置し，昨年度は２回ほど開催し

ました。また，それの下部組織として，都市マスタープランに深く関わる分野の部署のグ

ループリーダーを集めた作業部会もあります。そこでも十分に意見を交換し，事務局案と

して最終的にまとめていきたいと考えております。 

 こちらの思いと実際に事業を実施する担当課の思いが一番ぶつかるところですので，意

見調整が難しく，思い通りのかたちにできるかどうかはまだこれからなのですが，頑張っ

てやりたいと思っております。 

 

福嶋委員 

 是非，絵に描いた餅にならないようにやっていただきたいと思います。 

 

議長（新田会長） 

 いかに予算を取ってきて実行していくかということが大変ですね。 

 非常に貴重なご意見をたくさんいただきましたので，事務局で整理していただいて，都

市マスタープラン見直し検討委員会で議論するように整理していただきたいと思います。 

 

幹事（都市計画課長） 

 ありがとうございます。 

都市マスタープラン見直しについて何かお気づきの点がございましたら，１１月いっぱ

いを目途に，事務局までご連絡をいただければと存じます。 

その他事項は以上でございます。 

 

議長（新田会長） 

 それでは，答申案の配布をお願いします。 

 お手元に答申案を配布しましたので，ご確認をお願いいたします。よろしいでしょうか？ 

 異議もないようですので，当審議会は，市長からの諮問のありました，諮問第１号及び

諮問第２号について，別紙のとおり市長に答申いたします。 

 それでは，進行を事務局の方へお返しいたします。 
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幹事（都市整備部次長） 

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。 

 

 

 上記のとおり第３４回鈴鹿市都市計画審議会の議事の経過及びその結果を明確にするた

めにこの議事録を作成し，議事録署名人２人が署名する。 

 

 

署名人   板 谷 明 美 

           （原本は自署） 

 

署名人   伊 藤   睦 

                               （原本は自署） 

 


