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第３５回鈴鹿市都市計画審議会議事録（要約） 

 

開 催 日 時：平成２７年２月３日（火）１３：００～１４：４５ 

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），板谷明美，北川正敏，西川潤子， 

長谷康郎，福嶋礼子，矢田和夫，山本忠之，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 

都市整備部長 湯淺雅文 

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：諮問第１号 鈴鹿市都市マスタープランの改定について 

        ○諮問内議題：鈴鹿市都市マスタープラン全体構想（素案）の骨子につ

いて  

公開非公開の別：公開 

傍  聴  者：なし 

議事録署名者：北川正敏委員，西川潤子委員 

配 付 資 料： 

（事前配付資料）事項書 

議案書 

参考資料１「現在の都市マスにおける市街地拡大検討地区」 

参考資料２「改定案の市街地拡大検討地区」 

参考資料３「現在の都市マスにおける土地利用の方向図」 

鈴鹿市都市マスタープラン改定スケジュール（案） 

 

審議会の内容（要約）： 
幹事（都市計画課長） 

 只今から，第３５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。 

まず，副市長より，あいさつを申し上げます｡ 

 

宮﨑副市長 
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 皆様，本日はお忙しい中，第３５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

す。 

本日，諮問，議題とさせていただいております鈴鹿市都市マスタープランの改定につい

ては，学識経験者などで構成されます「鈴鹿市都市マスタープラン見直し検討委員会」に

てご議論いただきながら，平成２４年度からその作業を進めております。 

平成２４年度には，市民アンケートの実施，現行都市マスタープランの総括，改定の考

え方の整理を行いました。 

 平成２５年度には，課題整理を進めるために２３行政区ごとに地区別会議を実施いたし

ました。 

 平成２６年度については，全体構想素案の作成にとりかかり，この１月に開催されまし

た見直し検討委員会にてご承認いただき，「鈴鹿市都市マスタープラン全体構想（素案）の

骨子」がようやくまとまりました。 

 本日はその骨子についてご審議いただき，ご承認をいただければと思います。 

よろしくご審議賜りますよう，お願い申し上げます。 

 

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１６名（審議会委員１５名と都市マスタープラン担当臨時委員１

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。 
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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北川委員と西川委員にお願いします。 

それでは，諮問第１号「鈴鹿市都市マスタープランの改定」について，事務局から説明

をお願いします。 

 

事務局（岡田） 

 議案書の１ページをご覧ください。 

 本市の都市計画の基本方針を示す鈴鹿市都市マスタープランの改定作業を実施するため，

第３０回鈴鹿市都市計画審議会において，｢鈴鹿市都市マスタープラン見直し検討委員会」

の設置についてご承認いただき，調査審議が進められているところです。 

この検討委員会で取りまとめた「鈴鹿市都市マスタープラン」の改定案について，貴審

議会でご審議いただき，改定作業を進める必要があることから，鈴鹿市都市マスタープラ

ンの改定について，貴審議会に調査審議をお諮りします。 

 以下は参考のものとなっております。 

 

議長（新田会長） 

 ただいま，事務局から諮問に関する説明を受けました。 

都市マスタープラン見直し検討委員会の設置を，平成２４年度の第３０回都市計画審議

会で承認し，改定作業を開始していましたが，今回の審議会で鈴鹿市都市マスタープラン

の改定について諮問されるということですね。 

今回の諮問を受理し，今後は審議会の議題とすること，また，都市マスタープラン見直

し検討委員会にて改定作業の調査・研究を引き続き行うことと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。 

諮問第１号につきましては，お受けすることといたします。 

それでは，続きまして，議題「鈴鹿市都市マスタープラン全体構想（素案）の骨子につ

いて」事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（岡田） 

 議題１について，お手元の資料に基づき，説明いたします。 

 議案書の全体構想素案の骨子について説明し，引き続き参考資料をもとに市街地拡大候

補地，今後のスケジュールについて説明いたします。   

 それでは，まず骨子について説明いたします。 

１月２０日に開催されました見直し検討委員会，１月２６日に開催されました庁内検討

会議を経て修正したものが，本日お配りしました資料となります。事前にお渡ししました

資料との変更点も踏まえ，一通り説明いたします。 
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まず，議案書２ページの表紙をご覧下さい。 

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 地域別構想への展開」となります。 

本日お示ししますのは，第１章から第３章の骨子についてです。 

 なお，本日お配りした資料において，第５章のタイトル「地域まちづくりへの展開」を

「地域別構想への展開」に変更しております。変更した理由については，次ページで説明

いたします。 

議案書３ページでは，「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

ています。 

ここでは，都市マスタープランについて，１－１で目的を，１－２で役割を，１－３で

目標年度を，１－４で対象区域を，１－５で構成を記述しています。 

都市マスタープランの計画期間は通常１０年間が一般的ですが，市の総合計画である「新

たな中・長期的計画」と計画期間を整合させ，８年後を目標年度とさせていただいていま

す。 

 ３ページ右下の図「都市マスタープランの構成」をご覧下さい。 

都市マスタープランの改定作業として，平成２５年度までに現行都市マスタープランの

総括や課題の整理を行い，そこから鈴鹿市が目指すべき都市づくりのテーマと視点を整理

し，「新たな中・長期的計画」との整合を図りながら「都市づくりの基本理念」を定め，そ

こから鈴鹿市の「都市構造」はどうあるべきかを示し，そのうえで５つのテーマ別の「都

市づくりの方針」を定めることを示しています。 

実際の作業では，まず５つのテーマ別の方針を定めて，それらを集約した形で「将来都

市構造」と「土地利用方針」を導きだしています。「テーマ別の都市づくりの方針」を定め， 

そこから「将来都市構造」と「土地利用方針」を導く手法は，現行の都市マスタープラン

にはない新たな手法です。 

「第４章 都市づくりの実現」に向けては，「テーマ別の都市づくりの方針」や「土地利

用方針」を実現するため，道路，公園などの整備方針や土地利用の方針等について示して

いくものであり，第３章までの骨子を固めた後，作成していきます。 

また，現行の都市マスタープランでは，全体構想とは別に，市内を６つに区分した「地

域別まちづくりの方針」を示していますが，これは全体構想の詳細版，拡大版としてのも

のでしかないため，今回の改定作業では作成せず，全体構想のみといたしました。 

地域別につきましては，全体構想が完成した後，改定後に「地域別構想」として地域と

の協働により，目的に合わせ，個別に順次作成していきたいと考えています。その具体例

としては，後ほど説明させていただきます「土地利用方針」の中で触れたいと思います。 

事前配布資料との変更点として，ページ右下にある「図 都市マスタープランの構成」

を修正しております。全体構想に基づく地域個別の計画名称を「地域まちづくり計画」か

ら「地域別構想」に変更いたしました。 
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これは，現在地域課が進めています｢地域づくり支援制度」にて同じ名称の「地域まちづ

くり計画」が使われており，この都市マスタープランとは異なる内容の計画策定をイメー

ジしていることから，混乱のないように名称を変更したものです。 

国土交通省が定める「都市計画運用指針」においても，全体構想に対し「地域別構想」

という名称を使っていることから，本都市マスタープランにおける地域別の計画について

は，「地域別構想」とすることといたしました。 

議案書４ページでは，「第２章 基本理念と将来都市構造」について記述しています。 

先程も触れましたが，平成２５年度まで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，ページ右側にある「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・景観の都市づくり」としています。 

そして，これら５つのテーマを支える２つの視点として，「地域力を活かした都市づくり」

「ライフサイクルコストを縮減する都市づくり」としています。 

事前配布資料と比べ，５つのテーマの５番目と，２つの視点の１番目を変更しておりま

す。事前配布資料では「⑤ 水と緑・景観を活かした都市づくり」としていたところを， 

「⑤ 水と緑・景観の都市づくり」に，「Ⅰ 地域力を育む都市づくり」を「Ⅰ 地域力を

活かした都市づくり」に変更いたしました。 

議案書５ページでは，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」と，各テーマに基づく「都市づくりの方針」を記述し

ています。 

なお，ページ右上の「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，今後企画課と協議しながら決めさ

せていただきます。 

事前配布資料との変更点は，表の最下段，２つの視点について個別に都市づくりの方針

を掲げておりましたが，２つの視点は，本来５つのテーマとそれらの都市づくりの方針に

かかるものであり，個別の方針ではなく，具体的な取り組みとして表現させていただきま

した。 

議案書６ページでは，「将来都市構造」について記述しています。５つのテーマから導か

れる「将来都市構造」のイメージ，概念を示しています。 

事前配布資料と比べ，都市構造はそもそも５つのテーマで構成されておりますので，２

つの視点についてはページから削除しております。 

議案書７ページは，「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た

ものであります。 

「将来都市構造図」は，長期的，概ね２０年後の将来図を示しており，都市構造の要素

となる「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います。 
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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います。 

「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，何らかの要因に基づき変化し

ていく可能性を持った箇所に設定するものとしています。 

例えば，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，

「新土地需要エリア」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

皿となり得る箇所としています。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」の周辺及び「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」とをつなぐ部分について，

新しく「スマートインターチェンジ利活用エリア」を設定しています。 

事前配布資料と比べ，スポーツ・レクリエーションエリアの考え方を変更し，新土地需

要エリアの説明に「工業系」を追記しました。また，新土地需要エリアの設定においては，

中勢バイパスの津市方面へ繋がるところの南側の沿道部分を削除しました。 

議案書８ページは，「将来人口の設定」と「将来市街地規模の設定」ですが，いずれも仮

置きの段階です。 

議案書９ページから，「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います。 

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，「●都市拠点における土地の高度利用などによる

商業の活性化と充実」「●新たな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（仮称）鈴鹿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産業などの維持と活性化」を掲げています。 

また，その下にそれぞれの方針に基づく施策を記述しています。ページ右は，その考え

方を図面として示したものです。 

事前配布資料と比べ，中勢バイパスの津市方面へ繋がる南側の沿道部分の新土地需要エ

リアの設定を削除しています。 

議案書の１０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います。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「津波浸水予測区域」，「液状

化危険度の高いエリア」等の情報を記載しています。 

この中で「土地利用規制見直しエリア」は，「津波浸水予測区域」内にある高さ１０ｍ以

上の建物の建築が認められていない「第１種低層住居専用地域」について，「用途地域」の
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見直しなどを検討していく「エリア」として設定しています。 

事前配布資料と比べ，「用途地域見直しエリア」を「土地利用規制見直しエリア」と名称

を変更しております。また，沿岸部の考え方を図面右下の枠の中に追記しております。 

議案書１１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，「●都市拠点における土地の高度利

用と都市機能の誘導」「●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

区域における既存指定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います。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

色しています。既存指定集落は，グレーのドットで表記しており，小学校，中学校，地区

市民センターを記入しています。 

事前配布資料と比べての変更点は，鉄道駅，バス停からの円を１キロメートルから 

５００メートルに変更しています。これは，市街化区域の居住促進，また，市街化調整区

域における集落の維持を目的に，今後，居住の誘導を図ることが望ましい箇所を検討する

ために，ひとつの考え方として，市内の鉄道駅・バス停から徒歩でおおよそ１０分程度の

範囲を目安に，円により表示しております。また，住居系の市街化区域拡大検討地区を追

記しております。これにつきましては，後ほど詳しく説明いたします。 

議案書１２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います。ページ右は，その考え方を

図面として示したものです。市街化区域を薄いオレンジ色で着色し，既存指定集落をグレ

ーのドットで表記しています。鉄道駅・バス停に加え，鉄道・バスの路線図を記載し，鉄

道駅・バス停から半径１キロメートルの利用圏から外れる「公共交通空白地域」を紫色で

示しています。 

議案書１３ページは，「水と緑，景観の都市づくり」です。 

「水と緑，景観の都市づくりの方針」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」「●地区の景観資源を活かした魅力的な景観空間の創出」「●都市拠点における良好

な景観形成」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います。ページ右は，その考え方を

図面として示したものです。 

議案書１４ページでは，「都市づくりのテーマ」を支える「２つの視点」として，「地域

力を活かした都市づくり」「ライフサイクルコストを縮減する都市づくり」を掲げ，それぞ

れの取り組みについて記述しています。 
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事前配布資料との変更点は，２つの視点は，５つのテーマ全体に関係するものであるこ

とから，個別の方針ではなく，視点の考え方を示すこととして，表現を変更しております。 

議案書１５ページでは，これまでの「５つのテーマ」の考え方を重ね合わせ，７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「土地利用方針図」として記

載しています。 

７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，目標年度の平

成３５年度における土地利用の配置をゾーン別に設定しています。 

７ページとの違いですが，「土地利用方針」は土地の用途を示したものであり，拠点の表

示はありません。また，「スマートインターチェンジ利活用エリア」が，１３ページの「土

地利用の方針」ではインターチェンジ周辺のみ円で記載しており，７ページの「将来都市

構造」では，東名阪自動車道の鈴鹿インターチェンジとを結ぶエリアとしています。これ

は，両インターチェンジを結ぶ主要な幹線道路を，消防道路とするのか，鈴鹿中央線延伸

部分とするのか，現時点で未定のため，幹線道路沿道の土地利用についての考え方を示す

「スマートインターチェンジ利活用エリア」について，土地利用の方針には，設定してお

りません。 

当初は，主要な幹線道路の候補である，この２路線を大きく囲む形で，「スマートインタ

ーチェンジ利活用エリア」として設定することも検討いたしました。しかし，２路線を含

む大きな円を描いた場合，円内のすべてについて「スマートインターチェンジ利活用エリ

ア」の考え方を示しているとの誤解が生じる可能性があります。 

そこで，７ページの将来都市構造図と，１５ページの土地利用方針の目標とする年度設

定の違いから，「スマートインターチェンジ利活用エリア」については，このように設定い

たしました。 

次に，現在の都市マスタープランの「土地利用方針」との違いを説明いたします。参考

資料３も併せてご覧ください。 

まず，都市構造の構成要素のひとつである「ゾーン」について考え方を整理し，変更し

ております。 

現行都市マスタープランでは，現況を含め将来の土地利用の方向性，方針が，ある程度

はっきりとしている地区と，将来的な工業地や物流業務地の開発需要の高まりを想定した

地区を，同じ「ゾーン」という名称にて取り扱っています。前者の例としては，「住宅ゾー

ン」，「農業ゾーン」で，後者の例としては，「新土地需要ゾーン」です。 

新しい都市マスタープランでは，将来的になんらかの要因に基づき変化していく可能性

をもった区域については「エリア」の名称を用いて，「ゾーン」と区別しています。 

 現行の「交流ゾーン」は，「スポーツ・レクリエーションゾーン」と「学術研究ゾーン」

に分け，一方，「近隣商業ゾーン」と「沿道利用ゾーン」は，ひとつにまとめています。 

 「自然保全ゾーン」「自然活用ゾーン」「レクリエーションゾーン」は，改定する都市マ

スタープランにおいては，「自然共生ゾーン」とまとめています。 

 また，内容としての主要な変更箇所は，先程も触れました「スマートインターチェンジ
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利活用エリア」の設定，また，農業共生ゾーンの，農村環境センターを含めたその周辺で，

交流施設等の充実について検討が必要なこともあり，「スポーツ・レクリエーションエリア」

を設定しました。 

 「既存工業・新工業ゾーン」については，県立青少年の森の北側と御薗工業団地東側を

外し，「農業ゾーン」としました。しかし，引き続き工業系の「市街地拡大検討地区」とし

ており，土地利用の方向性，考え方としては，大きな変更はありません。 

 「スポーツ・レクリエーションゾーン」のうち，スポーツガーデン北側が「自然共生ゾ

ーン」となっていますが，「新土地需要エリア」を設定し，また，スポーツ・レクリエーシ

ョン利用については，「自然共生ゾーンのレクリエーション型」として「自然共生ゾーン」

としました。 

 １０ページでも触れましたが，「土地利用規制見直しエリア」は，用途地域を見直すのか，

また，避難ビルの建築を単体で認める手法をとるのかなどを，津波被害を想定した「防災・

減災」の観点から協議していくエリアです。 

これが，地域のみなさんと策定していく「地域別構想」の具体例の一つです。 

 同じように住宅ゾーンの詳細区分についても，「地域別構想」を地域のみなさんと策定し

ながら定めていきたいと考えています。 

 事前配布資料との変更点としては，「スポーツ・レクリエーションエリア」の考え方の変

更，それと市街地拡大検討地区の追記です。住居系，工業系を併せて追記しております。 

以上が第３章まで，「全体構想」（素案）の骨子の説明となります。 

なお，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として，

事業の実施担当課における計画を記載します。 

第５章は，「地域別構想」を策定していくための仕組み，地域別構想の例などについて，

記載する予定で現在作業を進めています。 

それでは，引き続き参考資料に基づき，市街地拡大候補地について説明いたします。 

 まず参考資料１をご覧下さい。 

これは，現行の都市マスタープランにある市街地拡大検討地区です。薄いブルーが現在

の市街化区域です。赤い斜線が住居系，青のドットが工業系，赤の破線が商業系と，それ

ぞれの市街地拡大検討地区として示しております。また，「新土地需要ゾーン」を青の破線

で示しております。 

この，市街地拡大検討地区が，今後の鈴鹿市の市街化区域の拡大の候補地となります。

これは，あくまで候補地としての位置づけであり，この範囲を全て市街化区域にしていく

ものではありません。この中で条件の整ったところについてのみ，市街化区域の編入につ

いて，決定権者である三重県と協議を開始するものです。 

住居系については，その規模は，三重県の定める都市マスタープラン，「整備開発及び保

全の方針」の人口フレームにて定められています。 

ちなみに前回の本審議会開催時にご質問いただきました人口フレーム算定の根拠データ

は，平成１７年度の国勢調査に基づく社会保障・人口問題研究所のデータを使用していま
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す。 

この市街地拡大候補地について，新しい都市マスタープランでどのように取り扱うべき

かを見直し検討委員会で，ご議論いただき検討を進めてまいりました。 

次に，参考資料２をご覧下さい。 

人口減少社会，超高齢化社会といった社会情勢の変化の中で，財政状況はますます厳し

くなるものと考えられます。新しい都市マスタープランには，「ライフサイクルコストの縮

減」といった視点もあげており，集約型都市構造を目指し効率的な都市づくりを進める上

で，市街化区域の拡大については慎重に検討する必要があります。 

あくまで候補地であり，それを全て市街化にする考えではないものの，事務局としては，

候補地そのものを縮小する方向で検討いたしました。 

津波浸水予測区域，鈴鹿川等河川の浸水想定区域，液状化危険度の高い区域，また，他

法令により土地利用の方向性が明確に示されている箇所について，候補地から除外する方

向で検討いたしました。 

検討した結果の市街地拡大候補地です。 

これらを，新しい都市マスタープランでは，市街地拡大検討地区として位置づけたいと

考えております。 

最後に，今後の予定について説明いたします。 

 お手元のスケジュールをご覧ください。 

本日の「都市計画審議会」で，この骨子をご承認いただき，２月１７日の「行政経営会

議」で庁内合意を得たいと考えております。 

その後，議会対応のうえ，４月１日からパブリックコメントをこの内容で行いたいと考

えています。 

また併せて，４月６日から１０日と２７日，２８日，３０日に，１階市民ギャラリーで

掲示を行い，市民に意見を求めていくことも予定しています。このことにつきましては，

昨年度実施した地区別会議の参加者に案内通知を送付し，ご覧いただいたうえ，ご意見を

いただければと思っています。なお，現時点での事務局の予定ですので，調整の結果，変

更となることがございます。 

その後，具体的に冊子としてのとりまとめを行い，市の次期総合計画となる「新たな中・

長期的計画」とも整合を図りながら，オープンハウスなどを行い，市民のご意見をお聞き

しながら作成していきたいと考えています。 

最終案ができましたら，１１月に本審議会にてご答申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。 

なお，本日はこの骨子にて，パブリックコメントにかけることについてご議論をいただ

き，ご承認いただければと思います。 

以上で，説明を終わります。 

 

議長（新田会長） 



11 
 

 ご意見ご質問があれば，お願いします。 

 

中西委員 

 資料の１１ページで，図中の平田野中学校の場所が旧場所になっているので，確認して

ください。 

 続けて，テーマ３の１つ目の「都市拠点における土地の高度利用と都市機能の誘導」の

ところの「医療の誘導」について，「鈴鹿市駅，平田町，白子駅周辺」というのは，考え方

が狭いのではないかと思います。鈴鹿市は２次救急として鈴鹿中央病院と鈴鹿回生病院が

ありますが，医療機関の位置のバランスから考えて，鈴鹿川から西の地域における医療の

あり方を検討することが重要と考えます。 

 また，地域包括ケアシステムも含めて，全てのところで在宅医療も含めた支援圏が形成

されるかということも，ここから読み取れるようにしてもらったほうがよいと思いますが，

その点についてはどう整理されていますか？ 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 都市機能の一例として医療や福祉，公共施設を書かせていただいており，全体的に医療

をこの部分だけに集約するということではありません。都市マスタープランでどこまで記

述できるかということがありますが，詳細版等で何らかの形で表現できるかどうか，一度

検討させていただきたいと思います。 

 

中西委員 

 今の件は，医療機関に対する道路のあり方など諸々のことと関係がありますので，しっ

かり検討していただきたいと思います。 

 

議長（新田会長） 

 重要なご指摘と思います。検討よろしくお願いします。 

 

福嶋委員 

 稲生地区周辺に市街地拡大検討地区として大きなエリアが設けられていますが，これに

ついて行政はどういう働きかけをしていくのですか？ 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 現時点では，行政から具体的積極的に働きかけるということはありません。 

 あくまでも拡大候補地として設定し，都市計画法の提案制度による民間活力を活かした

市街地の形成を想定しています。 

 条件が整えば事業者の方から地権者や地域の合意のもとでまちづくりの提案をいただく

ための土台として，候補地の中でご検討いただくという意味で広げております。 
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 行政としては受身の姿勢にはなりますが，積極的な投資はリスクを伴うこともあり，そ

れらを踏まえて民間のやる気を引き出すような形で設定しております。 

 

福嶋委員 

 例えばプロパーさんがこの地区以外のところで開発を計画しようとされる場合は，こち

らのほうへ誘導されるのでしょうか？ 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 むしろ，こちら以外は認めないというスタンスです。この拡大候補地の中で最適と思わ

れるところを選択していただくことになります。これ以上の拡大は絶対にありません。 

 

議長（新田会長） 

 かなり強い意思表示になりますが，開発許可のプロセスの中で，どのようなチェックを

していきますか？ 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 提案基準の中で地区計画を用いて民間開発を承認するという形をとっております。市街

化調整区域における住居系の地区計画制度の運用指針がありまして，その中の「位置の条

件」として「現在の都市マスタープランで検討地区として位置づけられているところでな

いと認めません」と明文化しており，それに基づいて運用しております。他の場所でご相

談いただいても，その時点で採用させていただくことはできないとしてお断りすることに

なると思います。 

 

福嶋委員 

 プロパーさんの計画の規模によって，認める認めないの差はあるのですか？ 

 

幹事（都市計画課長） 

 大規模な開発については，地区計画の制度を適用させていただくことになります。 

 個々の家については開発の許可基準があります。許可は要しないものの，農家住宅や市

街化調整区域に長年お住まいの方のお子様等の家である分家住宅は，建築可能となります。 

 福嶋委員が想定されている５戸等の宅地分譲を目的とした開発は，市街化調整区域であ

りますので，基本的にできません。 

 唯一区画を割るような形で建築が可能なのは，指定既存集落にあります，以前から建っ

ていた住宅がある非常に敷地が大きい土地の場合で，属人性を外して，１区画２００平方

メートル以上で割る場合です。ただし，単に割るだけですので，区域内に道路をつくるな

どのことは認められておりません。 

 それ以外には，市街化調整区域内で新たに造成して開発することは，今の制度ではない
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というのが現状です。 

 

福嶋委員 

 わかりました。 

 

藤浪委員 

 コンパクトシティの説明で，鉄道バス周辺範囲を１キロメートルから５００メートルに

変えたということでしたが，その考え方を聞かせてください。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 できるだけ効率的・集約的にという市の意思を示したいとして，５００メートルに設定

させていただきました。当初の１キロメートルでの表示をしますと，ほぼ市全域を網羅す

ることになり，積極的にどちらへ居住を誘導していくことが一番効率的かという，市の目

的や意思をはっきりと示すことができませんでした。そういった意思を明確にする意味で，

各バス停のところにおおよその徒歩圏１０分程度という距離という想定で，５０メートル

の円を書かせていただきました。 

 特に市街化調整区域については，既存集落の維持が目的ですので，集落に関係するバス

停についてのみ５００メートルで円をふらせていただきました。そこへ強制的に誘導する

ということではないのですが，今後コンパクトなまちづくりを目指していく中で，そうい

ったところへ集めていくということも考え方のひとつの例であるとして，挙げさせていた

だいております。 

 

藤浪委員 

 逆にモビリティの高い部分では１キロメートルとして国は公共交通空白地を考えますが，

それとの整合のことがあります。 

 それと，直線距離で設定していますが，徒歩１０分といっても土地の高低差で違いが出

てくると思いますが，それは考慮されていないのですか？ 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 この付近にも誘導していくのが有効ではないかという考え方を示したものですので，決

して５００メートルに固執したわけではありません。 

 

議長（新田会長） 

 少し補足します。 

 委員がおっしゃられることは，計画的に誘導する場合に公共交通空白地域をどう設定す

るかという話と，実際の公道上で歩いていく距離はどのくらいかという実態の話との両方

があって，なかなか難しいのです。 
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 参考までに私たちが調査した例では，自転車と徒歩とで調べてみると，５００メートル

は自転車がほぼ発生しない完全徒歩圏なんです。これが，５００メートルから１キロメー

トルになるとフィフティ・フィフティ（半分ずつ）になり，１．５キロメートルになると

ほぼ自転車であるという結果になります。 

 その時に，概念には実距離と直線距離の２つがあって，ここでは直線距離で半径５００

メートルでやっていますが，実距離になると５００メートルを１．２倍するなど地域によ

って違います。また，坂道があったときには割り引いて考えないといけなかったり，健常

者が概ね１分間で８０メートルのところ高齢者の場合は５０メートルで計算するなど，な

かなか難しいので，とりあえず１キロメートルと５００メートルにしましたが，この場合

は，できるだけ歩いて暮らせるまちづくりを誘導したいという意思表示であると思います。 

 

中西委員 

 スケジュール案について。４月に骨子の素案をパブリックコメントと公表とありますが，

公表の仕方はどのように考えていますか？ 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 パブリックコメントは通常の手法を使い，１か月間公表させていただきます。 

その期間に合わせて市民ギャラリーで同じ内容のものを掲示して，市民の皆様からご意

見を頂戴するという形を考えています。 

市民ギャラリーの掲示については，２５年度に実施した地区別会議の委員の方々にもご

案内し，見ていただくようにしたいと思っています。 

 

幹事（都市計画課長） 

 補足いたします。 

 今後庁内においてこの期間中にイベント等があった場合は，そちらに協力を求めて，ど

こか一部でも場所をお借りできるのであればそこでも掲示をさせていただきたいと思って

おります。 

 また，関係団体の件については，鈴鹿商工会議所様にも相談にあがらせていただきたい

と考えております。すでに，宅地建物取引業協会様からは説明依頼を受けております。 

 

中西委員 

 公表が議会対応後というのは分かりますが，ここに書かれていることは，読み込むだけ

でもかなり難しいものです。しかし，中身は市民生活に非常に関わってくる部分が多いの

で，できればケーブルテレビ等を利用しながらわかりやすく説明し，その上でパブリック

コメントに入るという手順も重要になってくると考えます。 

 全部の項目に何が書いてあるのかと言われても，私たちでも直感的にはわかりません。

しかし，内容は２０年後のまちのことや，今後８年間のことであり，４０代以前の世代に
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は非常に大切になってきます。当然，女性にも分かりやすく説明していくことも大切です。 

 例えば子育てに関係する部分や高齢者福祉に関係する部分など，わかりやすい切り口で

解説した上でパブリックコメントに入っていくという，丁寧なやり方をしてもらいたいと

思いますが，どうお考えでしょうか？ 

 

議長（新田会長） 

 ケーブルテレビは良い方法だと思いますが，活用できるのですか？ 

 

幹事（都市計画課長） 

 手法については，委員にもご相談させていただきながら，少し検討させていただきたい

と思います。 

 ケーブルテレビは，できないことはないと思いますが，時間の関係上その場で細やかな

説明は非常に難しいのではないかと思います。 

 

中西委員 

 鈴鹿市に住まわれる方にとって非常に重要なことですので，担当課とも相談して行政情

報の時間やそれ以外の形も含めて取り上げてもらえないかなど，しっかり取り組んでもら

いたいと思います。 

 

議長（新田会長） 

 その辺りの検討をお願いします。 

 

幹事（都市計画課長） 

 担当課と検討いたします。 

 

福嶋委員 

 スケジュールの中に，庁内での意見交換として２月１７日に行政経営会議とあります。

庁内で違う意見が出た場合は，どの程度反映させていくのか，あるいはどの程度検討され

るのかをお尋ねします。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 ２月１７日の行政経営会議の前に，１月２６日に庁内の主幹課長で構成する庁内検討会

議を開いております。その会議には，部内調整を終えた上で臨んでいただいております。

その庁内検討会議で出された意見もある程度反映させていただいた上で，行政経営会議に

かけさせていただこうと思っております。 

 行政経営会議でさらに意見をいただくことがあれば，必要に応じて修正させていただき，

その後の作業を進めたいと考えております。 
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福嶋委員 

 プランの実行部隊は，概ね庁内の各部署であると思います。どれだけ意思統一ができて

意欲を持っていくかということがかなり重要と思いますので，是非力を入れてお願いした

いと思います。 

 

議長（新田会長） 

 リーダーシップは大丈夫ですか？ 

 

幹事（都市計画課長） 

 庁内検討会議の下にグループリーダーで構成している作業部会があります。そこで議論

を積み重ねた案を都市マスタープラン見直し検討委員会にかけるような形でさらに案を練

り上げ，その上で庁内検討会議にかけて，ほぼ合意を取らせていただいているというのが，

今の状態です。 

 

議長（新田会長） 

 行政経営会議のメンバー構成は？ 

 

幹事（都市整備部長） 

 市長，副市長，各部長と，部長級の女性職員・地区市民センター所長が数名と，ほぼ部

長職全員の会議です。 

 

議長（新田会長） 

 課長まではしっかり意思疎通をされて，上に挙げた段階でご意見をいただくことになる

んですね。あまり変わるというようなことはないんですね？ 

 

幹事（都市整備部長） 

 基本的には合意の下に会議を開かせていただいたという形をとりますので，部長の段階

でそれが大きく覆るようなことはないと思います。 

 

議長（新田会長） 

 それでは，特にご意見がないようですので，質疑を終わりたいと思います。 

 いくつか重要なご指摘をいただきましたし検討事項も残っておりますので，それらを検

討していただいて，今後の都市マスの案に反映していただくようお願いします。 

 それでは，議題「鈴鹿市都市マスタープラン全体構想（素案）の骨子」につきまして，

審議会として了承いたしたいと思いますが，いかがでしょうか？  

先程の宿題もありますが，これはこれで対応していただくということになります。 
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   ≪異議なしの声あり≫ 

 ありがとうございました。 

 それでは，審議会としてマスタープランの素案の骨子は了承いたします。 

続きまして，その他とありますが，事務局から何かありますか？ 

 

幹事（都市計画課長） 

 今回はございません。 

 

議長（新田会長） 

これで，事項書の内容は委員の皆様のご協力を得て全て終了することができました。 

委員の皆様，ありがとうございました。 

それでは，進行を事務局の方へお返しいたします。 

 

幹事（都市計画課長） 

 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｡  

本日はどうも有難うございました。 

 

 

 上記のとおり第３５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   北 川 正 敏 

           （原本は自署） 

 

署名人   西 川 潤 子 

                               （原本は自署） 

 


