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第３６回鈴鹿市都市計画審議会議事録（要約） 

 

開 催 日 時：平成２７年５月２５日（月）１４：００～１５：００ 

開 催 場 所：鈴鹿市役所 本館６階 庁議室 

出  席  者： 

（都市計画審議会委員）新田保次（会長），板谷明美，北川正敏，西川潤子， 

福嶋礼子，村山顕人，矢田和夫，吉島隆子 

中西大輔，船間涼子，平野泰治，宮木健，薮田啓介 

（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 伊藤保敬  

 

議     題：（１）鈴鹿市都市マスタープラン全体構想骨子（案）について  

 

公開非公開の別：公開 

傍  聴  者：なし 

議事録署名者：福嶋礼子委員，矢田和夫委員 

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３６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｡ 
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宮﨑副市長 

 皆様，本日はお忙しい中，第３６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，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全体構想骨子（案）

については，前回２月３日の第３５回の審議会において承認いただいているところでござ

いますが，修正をお願いしたい事項及び本年度中に策定を予定しております総合計画との

関連において未確定となっていた事項が確定しましたので，再度ご議論いただくものでご

ざいます。その一点目は，スマートＩＣと鈴鹿ＩＣ周辺の土地利用の考え方について，二

点目は，都市マスタープランの基本理念について，三点目は，将来人口の設定についてで

ございます。 

本日は，この三点を中心に御審議頂き，７月のパブリックコメント実施について，御承認

をいただければと考えております。よろしく御審議賜りますよう，お願い申し上げます。 

 

幹事（都市計画課長） 

 本日の都市計画審議会は，副市長のあいさつにもありましたとおり，本年度はじめての

審議会でございます。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。 

（審議会委員順次紹介） 

 

 引き続き事務局を紹介いたします。 

（事務局職員順次紹介） 

 

改めまして，委員の皆様，よろしくお願いを申し上げます。 

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≫ 

  

まず，本日の資料の確認をお願いします。 

 

（資料確認） 
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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，1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。また，本日の傍聴人につきましては，一般傍聴人の方 １名が来られておりますこ

とを報告します。 

それでは，傍聴人の方の入室をお願いします。 

 

（傍聴人 入室） 

 

また，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福嶋委員と矢田委員にお願いします。 

それでは，議題第１号「鈴鹿市都市マスタープラン全体構想の骨子案について」事務局か

ら説明をお願いします。 

 

事務局（岡田） 

 よろしくお願い申し上げます。それでは，議題１について，お手元の資料に基づき，ご

説明いたします。 

 議案書の全体構想骨子（案）についてご説明し，引き続き，参考資料の１ページのスケ

ジュールについて，ご説明いたします。 

 なお，参考資料の２ページ～５ページに，｢将来都市構造図｣や｢土地利用方針図｣等の変

更案と当初案の対比図をご用意いたしましたので議案書と併せて，ご覧ください。 

それでは，まず，骨子（案）について説明させていただきます。当初骨子（案）は，２

月３日の都市計画審議会にてご議論いただいた後に，市の意志決定の場である行政経営会

議へ２月１７日に付議させていただいております。その際に，産業振興についてもっと積

極的な考え方を，都市マスタープランに示すことができないかとの結論に至り，変更案を

作成いたしました。また，「総合計画」と調整し，保留状態でありました，都市マスタープ

ランの｢基本理念｣と｢将来フレーム｣の整理をおこなっています。それでは，当初骨子（案）
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との変更点も踏まえ，一通りご説明させていただきます。 

まず，議案書の１ページにある骨子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。  

表紙をめくって２ページです。「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。 

都市マスタープランについて，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

の役割，1-3 都市マスタープランの目標年度，1-4 都市マスタープランの対象区域，1-5 都

市マスタープランの構成について記述しています。当初，｢新たな中・長期的計画｣として

おりましたが，現在名称変更を考えていると聞いておりますので，一旦「総合計画」とい

たしました。変更点は，ページ右下の図 都市マスタープランの構成に変更がございます。 

当初案との比較に，参考資料は２ページをご覧ください。当初，未確定であった，都市づ

くりの「基本理念」について「総合計画」との調整ができたことから｢５つのテーマと２つ

の視点」を「基本理念」としました。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「５つのテーマと２つ

の視点」を整理していることから，これらを「基本理念」とすることがふさわしいと考え

ました。また，第４章の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のち，作成していきます。 

 次に３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，と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。変更点につきましては，ページ右側のテーマと視点のタイトルを「５つのテーマ

と２つの視点」から「都市づくりの方向性」に変更しています。 

 次に４ページです。こちらは総合計画の「将来都市像」と都市マスタープランの基本理

念との関係を示し，「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。 

変更点につきましては，保留状態でありました都市マスタープランの基本理念を「５つの

テーマ」と「テーマを支える２つの視点」とした点です。図左の総合計画にある「将来都

市像」と整合を図り，都市マスタープランの「基本理念」を｢５つのテーマと２つの視点」

と定めております。 
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 次に５ページです。「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。このページの変更はございません。 

次に６ページです。「将来都市構造の概念」を「将来都市構造図」としてさらに具体化し

たものであります。「将来都市構造」は，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。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， 

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います。 

変更点につきましては，冒頭で少し触れました，行政経営会議からの意見を受け新スマー

トＩＣや鈴鹿ＩＣ周辺の土地利用の考え方について，変更しています。 

当初案との比較に，参考資料は３ページをご覧ください。当初案では，新スマートＩＣ

と鈴鹿ＩＣのアクセス道路について，未確定であったため，概念として破線で記載し，そ

の道路沿道を「スマートＩＣ利活用エリア」に設定しておりましたが，変更案では，アク

セス道路が確定したことから，具体的に記述し，新スマートＩＣや鈴鹿ＩＣ周辺について，

「新土地需要エリア」と「スマートＩＣ利活用エリア」の設定範囲を変更しています。 

 この変更をおこなうにあたり，考え方の整理をおこないました。新名神高速道路と東名

阪自動車道の 2 本の国土軸に囲まれた範囲の中にある広域幹線軸，地域幹線軸の沿道につ

いては，それぞれのＩＣ利用の相乗効果による新たな土地需要が期待されるため，これに

対応できるものとさせていただきました。エリアの設定については，工業系，物流系の土

地利用について容認していく範囲を「新土地需要エリア」とし，工業系，物流系の土地利

用に加え観光関連施設，６次産業施設等の土地利用についても容認していく範囲を「スマ

ートＩＣ利活用エリア」としています。詳細な設定範囲については，「新土地需要エリア」

を，「当初案」では，都市計画道路「鈴鹿中央線」上に，関西本線 西から，鈴鹿インター

チェンジまで，設定していましたが，「変更案」では，「当初案」に加え，更に西へ，県道

鈴鹿公園長澤線の沿道上を，新名神高速道路まで，延長させていただいております。 

なお，国道３０６号線沿道上についても，北は，四日市市との市境から，南は，東名阪

自動車道のアンダーまでの間を同じく，「新土地需要エリア」に設定しました。また，「ス

マートＩＣ利活用エリア」については，通称 消防道路の沿道について，新スマートＩＣ

周辺から国道３０６号線との交差点までの間を新たに設定しております。 

 次に７ページです。こちらは，「将来フレーム」について記述しています。総合計画と調

整の結果，都市マスタープランにおいて将来人口を２０万人とし，これを人口フレームと

して設定いたしました。なお，将来人口をもとに卸小売販売額・製造品出荷額等を推計し，

目標年度までに，新たな需要が見込まれる市街地規模を参考として算定しています。 

 住居系については，将来人口の推計に対し，ゆとりある住宅環境の形成を目的に，国の

「住生活基本計画」における一人当たりの床面積の居住水準目標を乗じるなどして，住居

系として今後，需要が見込まれる面積を算定しております。商業系，工業系については，

将来人口をもとに，第１次産業，第２次産業，第３次産業の割合を維持するものとし，一
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人当たりの年間販売額，製造品出荷額のこれまでの統計による値等から，目標年次におけ

る商業年間販売額，製造品出荷額を推計いたしました。そして，これらの額から，必要と

なる業務地面積を参考に算出しております。なお，この面積数値そのものが，市街化区域

拡大を示すものではありません。あくまで，都市マスタープランにおいての市街地のあり

方については，この後，説明します第３章のテーマ別の方針で示しており，その考え方を

チェックする意味で，算定した参考値となります。 

 次に８ページです。ここから「第３章 テーマ別都市づくりの方針」です。先に，ご説

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。 

８ページは，一つ目のテーマ，「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，５つの方針を掲げています。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。当初案との比較に，

参考資料は４ページをご覧ください。変更点につきましては、将来都市構造で，説明いた

しました新スマートＩＣと鈴鹿ＩＣ周辺の土地利用についてです。ＩＣ間を結ぶアクセス

道路は、緑色の実線で記述しております。 

 次に９ページです。「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，３つの方針を掲げています。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。変更点は、凡例にござい

ます｢黄色｣と｢赤色」の「土砂災害警戒区域」と「土砂災害特別警戒区域」が新たに指定さ

れましたので，追記しております。 

次に１０ページです。「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，３つの方針を掲げています。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。こ

ちらにつきましての変更点は、特にございません。 

 次に，１１ページです。「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，３つの方針を掲げています。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。こちらに

つきましても変更点は、ございません。 

次に１２ページです。「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，６つの方針を掲げています。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。変更点は、「水と

緑の環境軸」につきまして、南側にございます「中の川」から「堀切川」にかけての軸の

記載ミスによる修正と，海岸沿いに県立自然公園の指定があることから沿岸部に追記して

います。 

 次に１３ページです。「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」と，それぞれの

取り組みについて記述しています。こちらにつきましての変更点は、特にございません。 

次に１４ページです。これまでの「５つのテーマ」の考え方を重ね合わせ，６ページで
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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。当初案との比較に，参考資料は５ページをご覧ください。変更点は，先にご

説明いたしました，新スマートＩＣと鈴鹿ＩＣ周辺の土地利用についてです。以上が第３

章まで，全体構想骨子（案）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。 

 次に，今後の予定についてご説明いたします。お手元の参考資料１ページをご覧くださ

い。本日の「都市計画審議会」で，この骨子をご承認いただき，その後，議会説明ののち，

７月にパブリックコメントを，この内容で実施いたしたいと考えています。また，併せて

７月２１～２４日に，１階市民ギャラリーで，掲示を行い，市民から意見を求めていくこ

とも予定しています。その後，骨子に詳細な記述を加え，本冊としてとりまとめ，１２月

に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。最終案が出来ましたら来年の２月に本審議会にて，ご審議いただきたいと考えて

おりますので，宜しくお願いいたします。その後，公表を平成２８年４月に予定しており

ます。この予定につきましては，現時点での事務局の考えですので，調整の結果，変更と

なることがございます。このあとのご議論についてですが，前回との変更点が中心になる

と思います。ご意見をいただく際は，説明時にご覧頂きました，参考資料の｢将来都市構造

図｣などの，対比図をご利用ください。また，６ページ以降の資料は，パブリックコメント

を実施する際，説明資料として使用する予定でございます。 

記述内容は表現をやわらかくし，骨子（案）を市民に分かりやすくご覧いただけるよう｢都

市マスタープランとは？｣から記載しています。例えば，５つのテーマについては，生活の

中で感じることを例に，説明しています。めくっていただいて，７ページの｢将来都市構造

図｣の説明では，３つの要素である｢拠点｣，｢骨格軸｣，｢ゾーン等｣の説明を｢点｣，｢線｣，｢面｣

の絵に置き換え表現し，右の図では，詳細な位置付けを記述しています。なお，この資料

につきましては，現在作成中のものでございます。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） 

 どうもありがとうございました。先ほどの説明の中の特に変更した点について御議論い

ただきたいと思いますが，質問，御意見はありませんか。 

 

平野委員 

 資料の６ページの将来都市構造の設定のところですが，先ほどの説明の中で新都市需要

エリアでは工業系だけであるとのことで，観光や産業は認めないとしています。またスマ

ートＩＣ利活用エリアは観光や産業は認めますとの説明でしたが，資料の国道３０６号か
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ら上に沿道利用を紫と青の破線で明示してありますが，国道３０６号より西はよく似た感

じであると思います。青い破線のエリアでは観光も商業も認めていくということになりま

せんか。  

  

都市計画課計画グループリーダー 

 先ほどの御質問のエリアの設定についてですが，いずれのエリアも基本的には工業物流

系を中心とした土地利用を一部容認していくことを大前提として考えております。特に消

防道路の反対側の伊船側には既に伊船工業団地があることから，こちらは工業系に特化し

たいという基本的な考えで，消防道路の方につきましては，椿神社等もあることからこち

らも基本的には工業物流系ですが，それに加え観光や６次産業とかも容認していくエリア

にしたいと考えております。 

 

議長（新田会長） 

 よろしいでしょうか。他にございませんか。 

 

福嶋委員 

 先ほどの質問に関連してですが，消防道路のほうで現在もお茶とか花き，さつきとかが

多いと思いますが，６次産業が生じる萌芽（力）が現在の鈴鹿市にあって欲しいですが，

可能性はありますか。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 具体的にどういった形で６次産業が現実化するかどうかはつかみ取れてないです。材料

としては６次産業についてはお茶とかが中心となるかと思いますが，観光面では椿神社も

１つの大きなポイントになると思います。現実的な実現化の感触については，正直つかみ

きれてないですが，これからの可能性として期待しております。 

 

福嶋委員 

 お茶のほうも木のほうもなかなか売れないということで体力が不足していると思います

ので，市のほうでも大きな肩入れをしつつ，萌芽をつくっていって欲しいと思います。 

 もうひとつですが，将来の人口フレームの話ですが，現在の小学生の生徒数ですが１万

人くらいの数ですが，去年は９０人減りました。このように目に見えて若年層が少子化で

減ってきていますが，鈴鹿市は成人の人口が増えるとか特殊な要素がありますか，他の市

に比べて減少率が大きくないような気がします。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 年齢構成別の傾向を他市と比較して特徴があるかどうかは把握していません。 
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福嶋委員 

 他の市に比べて減少率が大きくないような予想がしますので，ひょっとして就業者や，

成人になった方が増えてくるという要素が入っているのかどうかをお聞きしたい。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 この数値については，策定中の総合計画で定める目標年度の目標人口と調整しています。

考え方のベースは，平成２２年度の国勢調査に基づく，社会保障人口問題研究所の推計値

です。こちらの推計値をそのまま使うと，もう少し多い数字の２０万９００人程度になる

かと思いますが，現状としては，もう少し厳しい状況となりそうなこともあり，総合計画

では，少し下方修正し，設定することを検討しています。 

 

福嶋委員 

 ありがとうございました。 

 

議長（新田会長） 

 私も６次産業化については，都市計画サイドでは何が出来るかは限界があると思います。

産業サイドに今日の意見をきっちり伝えてもらい，いろんな工夫をして産業活性化を図っ

ていただけたらと思います。それから人口予測も平成３５年ですが，三重県下でも相当減

っていると思います，たぶん一割は減るような感じと思いますが，幸い鈴鹿市では，自然

増よりは社会増があると思います。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 会長がおっしゃられたように三重県下きびしい状況で三重県をふくめて他市の多くでは

すでにピーク時を越えております。まだ鈴鹿においては，ピークは少し後で，社人研のデ

ータによると２０２０年がピークとなる予測が出ています 

 

議長（新田会長） 

 わかりました。他にございませんか。 

 

中西委員 

 地方人口ビジョンの策定との兼ね合いもあると思いますが，この数字だけで足らないの

は，高齢化率の推移であるとか，その点が抜け落ちているので人口が変わらなくても高齢

化が進めば当然対応してくるものも変わってくるので，この数字だけでは見えないことも

整理するほうがいいと思います。それと別になりますが，９ページの防災・減災の都市づ

くりについて，都市マスタープランの策定をしていただく際の中身について，想定される

被害に対してどのような都市のありかたになっているかの説明になっていますが，最終的

なパブリックコメントを出す際に，今後の可能性として考えたとき，もし想定されるよう
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な浸水，津波被害が起こった場合，当然都市は影響を受けますが，その点についての復興

やその視点については今の検討内容の中身に入っているかどうか。この資料としてはいい

ですが，もしこの想定されるような浸水被害，浸水想定があり，当然海岸線のところは大

きなダメージを受けたり，液状化の可能性があったりすると思いますが，そのような被害

を受けた際にどのように鈴鹿市として都市計画と合わせて復興の考え方を入れていくのか，

その点を検討されているのかどうか聞かせてください。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 今のお話の震災，被災後の計画についての御質問ですが，具体的な記述はここにはして

いないですが，ひとつの考え方として，３つ目のテーマ「コンパクトな住みよい都市づく

り」で市街地の拡大検討地区を設定しております。この検討地区を設定する際には，４つ

目のテーマの図にあるように津波浸水エリアの区域とか液状化の区域，あるいは河川の氾

濫区域とかの今想定しうるエリア区域をすべて排除していきながら検討地区の設定をして

おります。これが市の住みよい都市づくりのエリア設定の考えかたになりますし，被災後

の安全なまちづくりをある程度想定したかたちでつくっているとも言えます。 

 

中西委員 

 ともかく都市計画上でいうのであれば神戸市の被災を受けた長田地区の後談とか，今，

東北での津波被害を受けたところが，その後どのように都市再生したということが大きな

課題となっているわけで，現在，私たちが南海トラフの大規模な地震の被害を想定してい

るなら，その部分をこの計画に考え方を入れ込んでいかないと，いざ被害を受けた場合に

復興の立ち上がりが遅れる可能性もありますのでその点を考えていただくようよろしくお

願いします。 

 

議長（新田会長） 

 よろしいでしょうか。回答をお願いします。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 今ちょうど三重県で地震，津波対策の都市計画指針の策定をすすめています。その方針

が具体的になりましたら検討する必要がありますが，今のところは出来る範囲で準備をし

ております。 

 

議長（新田会長） 

 今後の流れからいくと，都市マスの全体構造骨子が決まった後にそういう検討も行って

いく可能性があるとしてよろしいでしょうか。 

 

都市計画課計画グループリーダー 
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 この内容で既に三重県とも調整しており，新たに方針が出された後，検討の余地があれ

ばさせていただく可能性もありますが，基本的にはこの考え方ですすめていきたいと思い

ます。 

 

議長（新田会長） 

 分かりました。他にありませんか。 

 

平野委員 

 変更点ではないですが，鈴鹿亀山道路のルートが破線で明示されていますが，こちらは

ほぼこのルートになるのですか。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 違います。こちらはイメージで書いてあります。本当はもっと広い幅で書きたいのです

が，あまり広くすると下のベースの絵が分かりにくくなるため少し細くしてあります。ル

ートとしてここに決めたということではありません。 

 

平野委員 

 ６ページのサーキットとか新都市需要エリアについて，サーキットやスポーツガーデン

があり，白子とか栄の南部からの高速道路へのアクセスが非常に悪いです。これについて

新都市需要エリアから高速道路へのアクセスについて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 

 今の時点では汲川原橋徳田線の４車線化の事業に力を入れておりますので，高速道路へ

のアクセスについての対応はこちらで出来ると思っております。 

 

議長（新田会長） 

 鈴鹿亀山道路は，どの区間をいつ頃までに完成させる計画となっていますか。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 昨年度の３月に環境影響評価の配慮書の縦覧がされておりました。その後，環境影響評

価の次の手順にはいっていくと聞いております。都市計画決定については，４，５年くら

い先を目標にしているのではないでしょうか。具体的なスケジュールについては分かりま

せん。 

 

議長（新田会長） 

 かなり計画線がはっきりしていますか。 
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都市計画課計画グループリーダー 

 先の配慮書では中央道路とその付近から少し北に向けての間の幅で示されておりました。 

 

議長（新田会長） 

 他にありませんか。それでは，特にご意見がないようですので，今日の説明に対して特

に変更点はなかったものとして，ただ今後進めていくうえで検討すべき課題が出ておりま

すので，そのへんはよろしく検討をお願いします。 

 それでは，本日の議題の「鈴鹿市都市マスタープラン全体構想の骨子案ついて」はこの

案によりパブリックコメントを実施することを審議会として了承したいと思いますが，皆

様いかがでしょうか。 

 

  【異議なしの声あり】 

 

議長（新田会長） 

 ありがとうございます。異議なしとさせていただきます。続きまして，２のその他とし

て事務局からなにかありませんか。 

 

幹事（都市計画課長） 

 本日その他事項はございません。 

 

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） 

 御審議ありがとうございました。事務局から１点御報告をさせていただきます。冒頭の

それぞれの委員の皆様の挨拶の中で，自治会連合会会長の北川会長の挨拶の中にもありま

したように，このたび北川会長は改選により５月２６日をもちまして会長職を辞任される

ことになり，本審議会の委員として本日が最後となります。北川会長におかれましては，

平成２３年５月に連合会の会長に就任し，約４年間にわたり鈴鹿市行政発展のため格別の

ご協力を賜りました。また都市計画審議会の委員として，都市計画行政についてお力添え

いただき心より感謝申し上げます。それでは北川会長よりお言葉をいただきます。 

 

北川委員 

 ただいま事務局からの説明にありましたが，明日の自治会連合会の総会をもちまして，

自治会連合会の理事ならびに会長を退任することになります。私事ですが，平成元年から
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今日まで自治会長として２６年間，そして自治会連合会の理事として１８年間，その中に

は会長として４年間やってまいりました。私のような未熟なものが組織に入りまして，行

政ならびに諸団体の方々にいろいろと勉強させていただきました。その未熟なものが今日

までこのような会議に出席させていただきましたことにつきましては本当に喜んでおりま

す。このたびは自治会連合会にも規約に基づき定年制がありますことから，本日をもって

今回の役を退任させていただくことになります。長い間ありがとうございました。今後と

もよろしくお願いします。 

 

幹事（都市計画課長） 

 ありがとうございました，改めまして感謝申し上げますとともに，今後の御活躍と御健

勝をお祈り申し上げます。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｡  

本日はどうも有難うございました。 

 

 

 上記のとおり第３６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。 
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