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第３７回鈴鹿市都市計画審議会議事録（要約） 

 

開 催 日 時：平成２８年１月８日（金）１３：３０～１５：２０ 

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，髙橋享，西川潤子，長谷康郎 

福嶋礼子，村山顕人，矢田和夫，山本忠之，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）市長 末松則子 

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 

下水建設課長 竹嶋昇 

同課計画グループ グループリーダー 小牧孝充 

下水総務課長 山口和也 

土木部河川雨水対策課長 河村寛   

同課計画グループ グループリーダー 渥美良雄 

 

議     題： （１）諮問第１号 ｢鈴鹿都市計画下水道の変更｣（鈴鹿市決定） 

について 

（２）諮問第１号 鈴鹿市都市マスタープランの改定について 

              （平成２７年１月８日付け鈴都計第１１２５号） 

 
公開非公開の別：公開 

傍  聴  者：なし 

議事録署名者：長谷康郎委員，山本忠之委員 

 

配 付 資 料： 

（事前配付資料）事項書 

議案書 

参考資料１ 鈴鹿市都市マスタープラン全体構想概要版（案） 

及び概要版（案）のポイント 
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審議会の内容（要約）： 

 
幹事（都市計画課長） 

 只今から，第３７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，市長より，あいさつを申し上げます｡ 

 

末松市長 

 皆様，明けましておめでとうございます。本日はお忙しい中，第３７回鈴鹿市都市計画

審議会に御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，御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。 

本日の議題は，２件ございます。『鈴鹿都市計画 下水道の変更について』と『鈴鹿市 都

市マスタープランの改定について』ご審議をいただきます。 

まず，『鈴鹿都市計画 下水道の変更について』ですが，本市では，水環境の保全や多発

するゲリラ豪雨に対応するため，汚水と雨水の下水道事業を推進しております。その事業

の進捗にあわせ，排水区域を拡大する変更です。 

次に，『鈴鹿市 都市マスタープランの改定について』ですが，平成２４年度より，見直

し作業に入り，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｣や庁内主幹課長などで構成されます｢庁内検討会議｣を設置し，議論を重ねて参りました。

昨年の５月には，整理した課題から基本理念を導き出し｢鈴鹿市都市マスタープラン全体構

想の骨子（案）｣を作成し，本審議会でも御審議いただきました。 

その後，骨子案を基に本冊がようやくとりまとまりましたので，本日はその本冊について

御審議頂き，御承認をいただければと思います。 

 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） 

 ここで，新しく委員になられた方のご紹介をさせていただきます。昨年，５月に鈴鹿市

自治会連合会会長の改選が行われ，新しく髙橋亨様が会長職に就任されました。 

このことにより，本審議会に新たにご参加いただくこととなりました。髙橋委員より一言

頂戴できたらと存じます。 

 

髙橋委員 

 新しく任命されました髙橋享です。よろしくお願いいたします 
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幹事（都市計画課長） 

髙橋委員，ありがとうございました。これから宜しくお願い申し上げます。 

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。ご理解を賜ります。 

 

 （市長退席） 

 

幹事（都市計画課長） 

ここで，お手元に配布しました資料の確認をお願いいたします。 

第３７回鈴鹿市都市計画審議会 事項書，第３７回鈴鹿市都市計画審議会 議案書， 

参考資料 鈴鹿市都市マスタープラン全体構想概要版（案）及び概要版（案）のポイント 

の以上でございます。お手元に資料が見当たらない方は申し訳ございませんが，事務局ま

でお申し付けください。 

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名中１５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，本日の傍聴人は，来られていません。 

 議事に先立ちまして，鈴鹿市都市計画審議会組織及び運営要領第１０条に基づき，議事

録署名人を２名指名します。名簿順で指名したいと思います。そうすると，本日の議事録

署名人は長谷委員と山本委員になります。委員の皆様，よろしいでしょうか。 

長谷委員と山本委員，よろしくお願いします。 

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。  

議題１ 諮問第１号「鈴鹿都市計画下水道の変更｣について，事務局から説明をお願いし

ます。 

 

事務局（都市計画課長） 

 それでは，議題１ 諮問第１号「鈴鹿都市計画下水道の変更について」（鈴鹿市決定）に
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ついて説明いたします。本日は，事業を担当している下水建設課より，竹嶋課長と小牧Ｇ

Ｌ，下水総務課より山口課長そして，河川雨水対策課より，河村課長と渥美ＧＬが同席い

たしております。 

 本市では，水環境の保全と循環型社会の推進を目指して，下水道の普及に取り組んでい

ます。また，ゲリラ豪雨の多発や都市機能の高度化に伴って，水害に対する被害が増大し

ており，雨水対策とし，雨水整備などを推進しているところです。 

本日は，その下水道について，郡山町と道伯町を排水区域に含め約３，５２８㌶から約３，

６１９㌶に区域を拡大する変更です。 

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。 

 

事務局（政谷）･･･パワーポイントにて説明 

 それでは，議題１，諮問第１号につきまして，説明いたします。ご審議いただきますの

は，「鈴鹿都市計画下水道の変更」でございます。それでは，正面のスクリーンをご覧下さ

い。 

まず前段で，鈴鹿市の下水道について簡潔に説明します。 

三重県では，流域別下水道整備総合計画に基づき，５水域で 流域下水道を計画し，事業

を行っています。本市におきましては，『四日市・鈴鹿水域』で，四日市の南部と亀山市の

３市から 発生する汚水を排除する北勢沿岸流域下水道（南部処理区）の流域関連鈴鹿市

公共下水道として整備・管理を行っております。  

整備状況については，昭和６３年に事業着手し，平成８年には 四日市市にございます

流域下水道の南部浄化センターの稼動に合せて一部供用開始しました。効率的な整備を行

い，順次，下水道事業認可を受けた区域を拡大し，平成２６年度末では，整備済面積は，

約１，９４８ヘクタール，下水道普及率は，約５４％となっております。黒の太い線で囲

まれている区域が，公共下水道計画区域となり，緑色で，着色してある区域が供用開始区

域となります。 

次に都市計画における下水道について説明いたします。 

下水道については，生活環境の改善，水質の保全，浸水防除など都市を支える上で必要不

可欠な施設であり，積極的に都市計画に定めるものと考えられます。都市計画で定める下

水道は，管渠・排水区域・処理場・ポンプ場があり，今回の変更は排水区域を拡大するも

のです。 

排水区域における流域関連鈴鹿市公共下水道に関する都市計画決定の経緯につきまして

は昭和６３年に当初決定を行い，４回の都市計画変更を経て，徐々に区域を拡大し，最後

に平成１６年に変更がなされ現在の排水区域は，汚水･雨水とも約３，５２８ヘクタールと

なっています。 

今回の都市計画の変更は，流域関連鈴鹿市公共下水道におきまして，排水区域を汚水・

雨水とも約３，５２８ヘクタールから約３，６１９ヘクタールに区域拡大します。 

拡大箇所は①の郡山町と②の道伯町です。 
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 ①の郡山町です，太陽の街団地などを含む約８５ヘクタールの区域で，現在は下水道の

代替施設であるコミュニティプラントで下水処理されています。地元住民からの整備要望

も多く，概ね１０年以内に事業完成が見込める区域であり，下水道事業の進捗に伴い,新た

に事業認可を受ける為，必要な区域として含めます。 

 次に②の道伯町です，約６ヘクタールの区域で住民発意のもと都市計画ができる提案制

度を用い,宅地開発を行い，下水道整備されました。下水道全体計画の区域に含まれていま

すが，鈴鹿都市計画下水道の排水区域においては，未決定のことから，合せて変更を行い

ます。 

 以上が， 議題１，諮問第１号鈴鹿都市計画下水道の変更です。  

なお，ここ案件につきましては，これまでの手続き経過についてご報告をさせていただ

きます。 

まず，都市計画変更案の縦覧の日時等を「広報すずか」の１１月２０日号に掲載いたし

まして，１１月２４日から１２月８日まで，縦覧に供しましたが，縦覧者及び意見の提出

はございませんでしたので，ご報告をさせていただきます。その後のスケジュールといた

しまして，本審議会にてご審議賜ったのち，都市計画法第１９条第３項に基づきます県知

事への協議申出を行い，異存なしの回答を頂きましたら，速やかに決定告示を行う予定で

す。 

以上でございます。 

 

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。 

 

平野委員 

何点か聞きたいことがあります。まず太陽の街は現在コミュニティプラント（以下，「コ

ミプラ」）であり，地域内の下水管も整備されているが，コミプラ施設の跡地利用はどうな

るのか，コミプラの先を専用管で海まで繋ぐこととなるが，その管はどうなるのか，区域

内の下水管はそのまま使えるのか，新たに市が整備するのか，その際住民の負担は発生す

るのかを聞きたい。 

 

下水建設課長 

 跡地利用は，基本的には現在の管理者の組合で処理していただくこととなります。つぎ

に配管をそのまま使っていくのかについては，既に３０から４０年経過していることから

下水道施設として利用できるかどうか調査を行った上で，利用するかどうか処理方法も含

めて今後検討していくこととなります。集合処理場からの排水管についても，管の状況調

査を行った上で活用についても検討していく。住民の負担については，基本的に下水道を

整備すると受益者負担金が発生してくる。施設の減価償却を検討し，残価分については減

額しながら負担金をいただくかたちになると思います。 
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福嶋委員 

 実際，コミプラを手直し利用した場合と，新しく設置する場合でのコストの比較のため

市は事前に試算をおこなったのか。 

 

下水建設課長 

 現在，試算はしていない。当然３５年ほど設置後経過しているので雨水の混入等もある

と思われる。その中でライニングなどの更新新をすると，費用も必要となるので，それに

含めて，新たな管を敷設した方が良いか，既存施設を更新した方が良いのか検討していき

たいと考えている。 

下水の処理としては，公共下水のエリアに編入させるので下水道に接続した後，現在コミ

プラ施設は撤去する形になります。どちらが安いかどうかの検討はまだ行っていません。 

 

福嶋委員 

 最初にコスト比較等の検討があってのことだと思っていたので。 

 

下水建設課計画グループリーダー 

 コミプラは地元の管理になっており，それが使えるかどうか判断させていただくことと

なる。市が下流から下水道を整備していく中で，最終の処理場を使わずに接続する方法も

あるし，既存のコミプラが利用できるかどうか判断は必要になってくる。既存のコミプラ

の処理方法，処理能力が基準に達していることも必要になり，すぐに使える施設か，増設，

改築等をして指定管理していくとなると，将来的なスパンを検討していかないとならない。

まだ施設の利用できるかの判断はしていないが，地元の施設をつかった手法は市内ではな

いため，利用できる施設であれば検討できるが，現在は下水道への繋ぎ替えの計画である。 

 

福嶋委員 

 市内の団地にコミプラはあるのか。またこれから団地が増えていく場合，コミプラ発想

ではなく，最初から広域下水道への繋ぎこみとなっていくのか。 

 

下水建設課長 

 市内には，自由ヶ丘，国府台，磯山の近鉄団地で現在稼動している。将来的にそのまま

施設が使えるかはどうか，年数の経過，雨水の流入等，処理が可能かの検討を加え，判断

しなければならない。今まで繋いできたひばりが丘団地等では利用できませんでした。 

高岡台，寺家のサンライズは現在の管を使っています。 

 

都市計画課長 

 今回の道伯の団地のエリアは，新たにできた団地ですが隣接地まで下水道が出来上がっ
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ていたため，開発の段階でコミプラでなく，下水道への接続をするようなかたちとなった。 

もし，下水道エリアから離れた開発であれば，個別の住宅の浄化槽か，コミプラかを開発

事業者と話し合いとなる。 

 

福嶋委員 

 わかりました。 

 

議長（新田会長） 

 今後の事業について，都市計画で決めた後の個別の事業については，コスト計算も必要

になってくると思うが，今回の議題の区域拡大の都市計画決定についての主旨については，

今後市が責任をもって行うことでよろしいですか。他に御意見はありませんか。 

 

中西委員   

 確認で聞きたいが，太陽の街の管で３５年から４０年経過しているとのことであり，埋

まっている管を利用するとなると，あと１５，２０年後に更新が必要になってくると思う

がその更新費用のコスト等について現時点でどれくらいの算出をしているのか。 

 

下水建設課計画グループリーダー 

 先ほど説明させていただいたが，太陽の街は分譲後３５年ほど経過しており，今回の区

域拡大については，下流からの工事を始め１０年以内には太陽の街まで進めていけるので

はないかと思っているが，１０年後には管の傷みも想定できることから，事業が始まった

ときその管が利用できるかどうかは，地元にはいるときには調査を行い判断して行くこと

となる。使えると判断した場合，その修繕費については，家庭用の配管は浅い敷設である

ことから新設費用が効率的である場合が多いことから，１０年後の面的整備の着る時期に

判断することとなるため，現在，補修費用の明確な算出は行っていない。 

 

中西委員   

 下水道区域に認定された時点で，住民と相談するということであるが，下水道区域に行

政が受ける場合は，公共施設等の維持管理総合計画等との関連があるので，できるだけ早

い段階で全体像が見えるようにしてください。  

 

薮田委員 

 お話を聞いていると，計画ありきの感がある。試算がされていないとのことであるがあ

る程度の目算はして欲しい。太陽の街については，下水の対象区域を跨いで管がくること

から，その間の区域の住民との意見調整も必要と思われる。例えば自由ヶ丘等で下水道は

きて欲しいが計画にはなっていないこともある。津市では個人所有の合併浄化槽を市の施

設として扱う制度を昨年より始めたようである。それも参考にして，金銭的な問題や負担
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も含めてすすめていって欲しい。これは私の意見です。 

 

平野委員 

 こちらは雨水の計画についても新たに拡大しているようであるが，道伯地区も含めて，

そこの雨水の処理方法や流末について聞きたいのと，太陽の街の３０年前の調整池で良い

のか下流での改修等は必要ないのかを聞きたい。  

 

河川雨水対策課長 

 道伯も太陽の街でも，基本的には汚水の処理の流れに基づいてやっており，下水道事業

は，汚水整備の区域の中で，雨水整備も併せてよいという制度の中で進めている。今回の

道伯の雨水の流れは，流末である東の浄土池であるがその間の区管の事業認可を受けてい

ません，そのため今回の拡大においては汚水のみの整備であり，雨水整備は流末の整備後

となる。また，太陽の街の調整地については，開発の段階で調整池ができており，下水道

に移行しても雨水の調整池として，今までどおり市が管理していくこととなります。 

 

福嶋委員 

 大きな話になるが，鈴鹿市における下水道の処理について，県下での位置づけはどれく

らいなのか，普及率は高いのか，低いのかを教えてもらいたいのと，下水道計画ついては

今後，拡大していくのか，縮小していくのかを教えてください。 

 

下水建設課長 

 汚水の下水普及率については，全国で７７．６パーセント，三重県で５０．７パーセン

トで全国で３９位，鈴鹿市は５３．９パーセントとなっております。参考で，四日市市で

７４パーセント，津市４４．８パーセント，伊勢市４７．９パーセント，松阪市５０．２

パーセント，桑名市７４．７パーセントとなっております。 

 また将来的な下水道の展望は，国からは１０年以内に整備を進めていきなさいという方

針が打ち出されており，本市は５３．９パーセントであるので１００パーセントにちかづ

けていけるかは１０年以内には難しい状況である。今後の人口減少も含めた対応を検討し

ていけるよう整理をしています。 

 

福嶋委員 

 過疎のところは合併浄化槽で対応していく等の見直しを行うということですか。 

 

下水建設課長 

 基本的にすすめている流域の広域下水道と農業集落排水と合併浄化槽の３つの手法で生

活排水処理を行っていますが，農業集落排水事業については，本年度，三宅・徳居町で事

業が完了いたします。そうなると，残ってくるのは合併浄化槽となりますので，最有力で
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は合併浄化槽になっていくと思われます。 

 

議長（新田会長） 

 よろしいでしょうか。 

 

福嶋委員 

 はい。 

 

議長（新田会長） 

 ご意見をたくさんいただきましたが，議題の排水区域の拡大の懸案については，御異論

なかった用に思われますので，この懸案は認めていただけたと思いますが，よろしいでし

ょうか。（意見なし）皆さま，ありがとうございました。ただ，この後の事業の進め方とか，

費用対効果とか相互試算とか委員から御指摘がありましたのでその意見を踏まえて対応し

ていただくとありがたいと思います。 

それでは，ここで意見をまとめたいと思います。平成２７年１２月３日付け鈴都計第１

０５３号で諮問第１号の諮問がありましたことについて，本日，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。よろしくお願いします。 

 

議長（新田会長） 

続きまして，議題２諮問第１号｢鈴鹿市都市マスタープラン（案）について｣事務局から

説明をお願いします。 

 

事務局（都市計画課長） 

それでは，議題２諮問第１号「鈴鹿市都市マスタープラン（案）について」説明いたし

ます。鈴鹿市都市マスタープラン全体構想の骨子（案）につきましては，前回の本審議会

にて御議論いただいているところです。その後，骨子案についてパブコメを実施しました。

その結果を踏まえ，庁内検討会議，鈴鹿市都市マスタープラン見直し検討委員会等で御議

論いただき，ようやく本冊がまとまりました。本日は，その本冊について，御議論いただ

きます。基本的にはご承認いただきました骨子案に肉付けしたもので，土地利用等の方針

の方向性についての変更はございません。 

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） 

 よろしくお願い申し上げます。 

それでは，議題２｢諮問第１号 鈴鹿市都市マスタープランの改定について｣お手元の資料

に基づき，説明いたします。 

まず，はじめに前回の本審議会開催後からの経緯について御報告し，その後 議案書の
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鈴鹿市都市マスタープラン（案）全体構想について説明いたします。 

 では，経緯について御報告いたします。前のスクリーンをご覧ください。 

前回，５月２５日の本審議会では，鈴鹿市都市マスタープラン全体構想骨子（案）につ

いて御議論いただきました。その骨子（案）を６月２９日に市議会 全員協議会にてご承認

いただきその後，７月６日から８月６日までの１ヶ月間，パブリックコメントを実施いた

しました。この結果を踏まえ，本冊の作成にあたり８月２７日に庁内関係課のＧＬ級で構

成される庁内検討会議作業部会，さらには，１０月１６日に庁内の主幹課長等にて構成さ

れる庁内検討会議を開催させていただき，庁内委員のみなさんのご協力のもと，ご意見を

頂きながら合意形成を図り，作業をすすめました。案として，まとまりました後には，１

０月２２日に外部有識者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で，

御議論いただき，さらに精度を上げ，完成へと進めてきたところでございます。これと平

行して，鈴鹿医療科学大学の学生を対象とした意見聴取，また，１０月３１日に鈴鹿ハン

ターでオープンハウスを実施し，市民の皆様からご意見を頂戴するとともに都市マスター

プランの周知にも努めてまいりました。 

 その後，これまで議論を重ね作成しました本冊を，１２月１日に市長を初め部長級など

で構成される，市の最終意思決定の場であります，行政経営会議に付議し，承認を得まし

たので，本日，本審議会にて御議論をいただく運びとなりました。 

 本日，ご承認いただきましたら議会報告等を経て４月に新しい都市マスタープランを公

表する予定でございます。 

  つづきまして，経緯でご説明しました中のパブコメ，オープンハウス等の実施状況の

ようすの写真もございますので，概要等とあわせてご紹介いたします。 

 まず，パブコメにつきましては，公表は都市計画課，市政情報課，地区市民センター，

公民館，市ホームページで平成２７年７月６日～８月６日までの１ヶ月間 実施し，さらに，

パブコメ期間中の７月２１日～２４日までは，市役所本館１階の市民ギャラリーにて骨子

（案）の掲示をおこない，全体で７件の御意見を頂きました。頂いた御意見としましては， 

テーマが５つは大きすぎる，５つのパターンではなく大きく３つのゾーンにしても良い，

などの意見や直接，都市マスには関係ございませんが，白子駅から江島まで街灯を増やし

て欲しい。との御意見もありました。これら，頂いた御意見につきましては，庁内検討会

議，見直し検討委員会にも御報告し，本冊の内容に変更が必要となる箇所は無いと判断さ

せていただきました。こちらは，市民ギャラリーでの骨子案の掲示のようすです。 

 次にオープンハウスについてです。オープンハウスは，都市マスタープランの案につい

て，さらに市民の意見をお聞きすることと，情報発信することを目的に，平成２７年１０

月３１日の１０時～１７時まで，鈴鹿ハンター１階のセンターコートにておこないました。 

内容としては，センターコートに休憩スペースを設け，気軽に足を運んでもらえる会場作

りを行い，それを囲い都市マスタープランの案を展示いたしました。会場にお越しいただ

いた方に都市マスタープランの説明をおこない，簡単なクイズ及びアンケート調査に協力

をお願いしました。こちらは，会場のようすです。多くの市民の皆様に来場いただきまし



 

11 
 

た。こちらは，会場の床に鈴鹿市全域の航空写真を張り，それを市民の皆様がご覧になっ

ているところです。オープンハウスで頂いた御意見といたしましては，駅前商店街の衰退

を危惧する意見や地震・津波対策に関すること耕作放棄地の対応策は，どうするのかとい

った意見がありました。その中，多かった意見は，モビリティに関することでした。車道，

歩道整備の推進や C－バスの路線，本数等の拡大を，望む意見を多くいただきました。これ

らの頂いた意見につきましては，本冊の内容に反映しております。 

 次にこちらは，鈴鹿医療科学大学での写真です。授業の一環として，都市マスを課題と

し，学生の皆さんより意見をいただきました。こちらの写真は，９月２４日に１回目の授

業で，学生の皆さんに説明をしたときのようすです。授業では，人口増加を推進するグル

ープと，人口減少を受け止め肯定するグループに分かれてもらい，鈴鹿市のこれからのま

ちづくりに必要な施策を，都市マスにある５つのテーマに基づき考えていただきました。

こちらは，１０月２９日の２回目の授業で，グループに分かれ，模擬演習をしていただい

たときのようすです。次に１１月１２日の３回目の授業で，各グループから中間発表をし

ていただきました。その後，１２月２４日の４回目の授業で，中間発表時の内容をさらに

理論構築するなど，内容を充実していただき最終の発表をしていただきました。今回の授

業をとおし，学生の皆さんからいただいた意見としましては，モビリティに関することが

多く，中でも一番身近な公共交通機関であるバスについて，本数の増加や，定時制の確保

を求める意見がありました。 

以上が，前回，本審議会開催後の経緯についての，ご報告となります。 

それでは，鈴鹿市都市マスタープラン（案）全体構想について説明に入らせていただき

ますが，本冊すべてを説明させていただきますと，大変時間を要しますので，既にご承認

をいただいています，骨子案から変更された箇所等につきまして，説明させていただくこ

とで，ご理解いただきたいと存じます。 

 基本的には，骨子案に文章や図等を加え，肉づけさせていただいたものであり，骨子か

ら大きく変更したところは，ございません。 

 それでは，お手元の議案書１０ページをご覧ください。 

まず，第１章です。まとめ方，項目や順番について変更しております。１２ページをご

覧ください。都市計画法に規定されています，「三重県都市マスタープラン」，市が定める

「鈴鹿市都市マスタープラン」などの使いわけを明確化し，それに伴い，記述内容や構成

を精査したことにより，項目や順番の入れ替えを行っています。次に，１５ページをご覧

ください。骨子案にはございませんでしたが，総合計画との関係を明記いたしました。 

次に第２章です。めくっていただいて１８ページです。１８ページから２０ページに課

題整理の段階で実施しました，地区別会議の紹介等を追加しております。次に２２ページ

をご覧ください。「都市づくりの方向性」でありますが，上から３つ目，「コンパクトで住

みよい都市づくり」について，骨子では，「コンパクトな住みよい」でしたが， 

「コンパクトで・・」の方が適切だと判断し，「で」に修正させていただいております。 

めくっていただいて，２３ページです。都市づくりにおける基本理念のイメージ図を，で
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きるかぎりわかりやすいものとなるよう修正しております。次に２６ページをご覧くださ

い。「将来都市構造のイメージ図」につきましても，できるかぎりわかりやすいものとなる

よう修正しております。めくっていただいて，２７ページです。将来都市構造図には，水

と緑，景観の都市づくり図に掲載されています，拠点の中の，茶色の歴史観光拠点を４箇

所追記いたしました。 

次に３０ページをご覧ください。第３章です。 

めくっていただいて，３２ページです。５つのテーマ別都市づくりの方針を重ね合わせる

ことにより，土地利用方針を導きだしたという流れについて，記述文章のわかりやすさの

観点から次のように掲載順を整理いたしました。３２ページに土地利用方針の考え方を示

し，次に３４ページには，骨子案では，最後に掲載していました「土地利用方針図」を先

に掲載させていただいております。その後，５つの「テーマ別都市づくりの方針」と「視

点別取り組み」を掲載させていただいております。３４ページの「土地利用方針の図面」

の変更点ですが，骨子では，記載のなかった「拠点」の表示を追加いたしました。細かな

変更点としては，図書館文化会館を学術研究ゾーンに追加しております。次に４５ページ

をご覧ください。テーマ別都市づくりの方針についてですが，まず「（１）活力ある都市づ

くり」について，①～⑤の方針の掲載順の入れかえを行っています。めくっていただいて，

４８ページです。図にクリーム色で市街化区域を入れさせていただいております。 

次に４９ページをご覧ください。「（２）防災・減災の都市づくり」です。めくっていただ

いて，５２ページです。図に，同じくクリーム色で市街化区域を明示しております。 

 また，黄色の土砂災害警戒区域と赤色の土砂災害特別警戒区域について平成２７年度に

指定予定箇所の追記をいたしました。次に５３ページをご覧ください。「（３）コンパクト

で住みよい都市づくり」です。骨子案では，空屋対策は，方針「②市街化区域内における

良好な住環境の維持・保全，整備」についての中に記載させていただいておりましたが， 

市街化調整区域内も含め，市全体の課題でありますことから，方針④として別であげさせ

て頂いております。次に５７ページをご覧ください。「（４）モビリティの高い都市づくり」

です。方針「②ユニバーサルデザインの・・・」のところの末尾ですが，骨子では，「自転

車道の整備」と，しておりましたが，道路部局との調整の結果「自転車歩行者道の整備」

へ修正させていただきました。次に６１ページをご覧ください。「（５）水と緑，景観の都

市づくり」です。骨子では，方針が，①から⑥まで６つありましたが，他のテーマと比べ，

多かったこと，また，このうち３つにつきましては，景観に関する方針でしたので，本冊

では，「④地域資源を活かした良好な景観形成」に一体化させていただきました。次に６５

ページをご覧ください。「視点別取り組み」についてです。次ページの６６ページ「(2)ラ

イフサイクルコストを縮減する都市づくり」の取組について骨子では，一つ目「長寿命化

計画などによる効率的な投資の推進」と二つ目「ストック・資源の有効利用」に整理させ

ていただいておりましたが，内容を再整理しました結果，「①公共施設等総合管理計画に基

づくマネジメントの推進」と「②ストック型社会への取組み」に整理し，当初の中で重複

する内容を①に集約し，公共が行うべき方針として整理いたしました。また，その①に対
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して，市民や事業者等，民の取り組みによるものを②として明確化し，公共はそれを促進

する主旨で表現を精査しております。 

めくっていただいて，第４章です。 

７０ページをご覧ください。第４章以降は，骨子案では，記載されていません。第４章は，

実施に向けた，各担当課の考え方や現在ある整備計画等を記載しております。めくってい

ただいて，７１ページです。土地利用・市街地整備についての方針です。７２ページから

住宅ゾーン，商業ゾーン，工業ゾーン，交流ゾーンでの方針が７４ページまで続きます。 

７５ページをご覧ください。左に市街地整備方針の図を右に市街地形成検討地区の図を掲

載しております。めくっていただいて７７ページです。道路整備についての方針です。 

三重県の｢都市マスタープラン｣，｢道路整備方針｣及び鈴鹿市の｢道路整備プログラム｣に整

合した方針となっております。次に８２ページをご覧ください。道路整備の方針図を掲載

しております。めくっていただいて，８３ページです。本計画の目標年度における，都市

計画道路の整備目標量を記載しております。次に８４ページからは，公園・緑地について

の方針です。めくっていただいて，８５ページです。公園緑地の整備目標量を記載してお

ります。右には公園緑地の整備方針図を掲載しております。次にめくっていただいて，８

７ページです。河川・下水道整備についての方針です。８８ページには河川と雨水施設の

整備目標量を記載しております。めくっていただいて，右ページには下水と集落排水の整

備目標量を記載しております。 

次に９２ページをご覧ください。第５章です。めくっていただいて９４ページです。 

地域別構想の策定についてその取組みの枠組み，考え方について示しております。新しい

都市マスタープランは，骨子案でもお示ししましたように，全体構想をまず完成させ，そ

の後，地域別構想を平成２８年度以降，順次策定していく予定です。地域別構想は，地域

独自の課題について，全体構想との整合を踏まえ，全体構想とは別に地域ごとに策定する

もので，その考え方，進め方について記載しております。９６ページをご覧ください。 

地域別構想策定の流れ及び具体的なイメージです。全体構想における都市づくりの方針等

を踏まえ，地域独自の課題を抽出し，地域ごとに市民と行政が協力し，地域別構想を策定

します。９８ページをご覧ください。参考編です。こちらは，次頁以降，フレーム計算の

根拠，都市マスタープランの見直しの経緯，そして用語集を載せております。以上が，案

の説明となりますが，完成時には，これとは別に，皆様のお手元に，ご用意させていただ

いております，「概要版」と，概要版を解説し，わかり易く示した「概要版のポイント」と

いうものも作成し，市民のみなさんに公表していく予定であります。 

 

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。 
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平野委員   

 幹線道路について，７９ページの図について，南北の太い線は分かるが，鈴鹿市の課題

となる東西への高速へのアクセスが，この図から感じられない。鈴鹿亀山道路が北にいっ

てしまった中で，南からの道路については磯山バイパスから御薗工業団地から御薗スポー

ツガーデン北側ですが，今そこまで４車線で進み，ホンダ技研の前からも４車線化して，

汲川原橋に繋いでいくようである。南からの導線に努力していただいているようであるが，

その位置づけを見た目で分かるようにしていけないか。県道のため三重県道路整備の促進

する場合にも良いと思う。もう１点，鈴鹿亀山道路は，グレーの点線になっていますが，

先日，三重県より北ルートの発表があったが，鈴鹿としては北バスまでつなげるのに時間

がかかると思います。最低でも汲川原橋への接合までは，具体的な矢印の表示にして，県

にアピールしていけるようして欲しいと思います。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 それでは，７９ページの１６番のラインの表示をもう少し太くした方がよいのでないか

という意見についてと，四角の３番の鈴亀道路の表記をはっきりとＯＫ表示した方がよい

のではないかという意見についてお答えします。まず，一つ目の汲川原橋徳田線について

は，こちらは市でも４車線化事業を進めておりますし，県でもバイパスとして進めてもら

っており，道路としての位置づけは重要で，こちらも４車線化が完成したときに表記の方

法を変えることも必要と考えている。現時点では，このままの地域幹線軸としての記載と

していきたい。 

また，３番の鈴亀道路の表記については，三重県都市政策課とも協議の上，この表記と

なっている。現在の計画の北ルートもルート帯としての表記にとどまっているため，こち

らも改定のこのタイミングの時期には，この記載のままで行きたいと思っている。 

 

議長（新田会長） 

こちらは広域幹線軸となる可能性はあるのですか。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 こちらは，当市の土木総務課の幹線道路企画室との調整をおこない位置づけを検討して

いきたい。 

 

議長（新田会長） 

こちらは都市マスの中間見直しに合わせてすすめていくのですか。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 こちらの見直しは，道路の位置づけの目的で見直しを行うことではないので，適切な時

期で判断いたしたい。 
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福嶋委員 

 今回，全ての項目において，本質的に改定されていますが，今回のマスタープランの改

訂の中で特に変わってきている，色濃くなってきている点は，「コンパクトで住みよいまち

づくり」と，「地域力を活かした都市づくり」など地域の人に力を活かしたことに重きを置

いていると考えてよいのか。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 ご指摘のとおり，全国的にも都市のあり方が変わってきており，これまでのように右肩

上がりの時代ではなく，どんどん効率よく高密度化への動きとなっている。鈴鹿市の都市

形態は若干拡散した特殊な形態であり，三拠点（神戸，平田，白子）がある形となってい

る。これら拠点を活かしながらも，集約すべき所は集約化をすすめていくことをもっと明

確にしていく必要がある。都市マスタープランでも，その方向性では「コンパクトで住み

よい都市づくり」ということで，ある程度の方向性は示させていただいた。これからの実

施については，実際どうするかをこれからすすめていくことになります。あと，もう１点

の「地域力」については，これからは行政だけでまちづくりをすすめて行くことは，非常

に困難と思います。いろいろな面で地域の方々と力を合わせて，都市づくりをすすめてい

ことが大切になってきます。この考え方の導入，方向性として地域別構想の中でも示させ

ていただいておりますし，２つの視点にも取り上げて重要なものである認識となっている。 

 

福嶋委員 

 従来，行政と地域のラインが隔離されていて，スムーズでなかった感じがあったと思う

が，特に地域力を活かしたというテーマで新しい術を使って，実際やっていただく新たな

戦術とかを考えていただくこととなると思います。 

 

議長（新田会長） 

こちらは，見直し検討委員会の委員長として発言させてもらいます。御指摘の２点は重

要な点であるが，他の点がそれに比べて重要度が低いというわけではない。特に２５ペー

ジの内容，テーマ５点，視点２点は全て重要である。特に防災，減災についても十分に意

識してつくってまいりました。 

 

福嶋委員 

 分かりました。 

 

議長（新田会長） 

他に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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中西委員 

 大きなことについて９５ページ，９６ページの「地域別構想今後の展開」についてです

が，都市計画課でも地域はどこを指すのか，明確にはなっていないと思いますが，その中

の公共交通とか福祉であったりとか，これからどのように取組んでいくのか重要になると

思うが，そのことをきちっと，都市計画からの考え方を明確にしていかないと，道路であ

ったり福祉であったり立ち行かなくなると思います。これを曖昧にしたままでは，他の部

署で決まった事としてやっていくと，道路については，公共交通機関に対してどのように

地域をつくっていくかとか，空き家とか居住とかコンパクトにしていくとなると全てに関

連するので明確にして欲しい。 

 ほかのところでは，９５ページ 二段落目のところにもあるが，「策定に当たっては市民

（住民・自治会・地域づくり協議会・ＮＰＯ，企業等）と行政（市）が協力して」となっ

ているが，先日，千葉大に異動された松浦先生のゼミの発表を見て感じたことであるが，

客観的に地域のあり方，景観，建物，配置等を考えていく中で，この中に「学」を明確に

位置づけておくべきでないかと思う。客観的な意見がない中で主観的なことばかりとなっ

ているので，この表現を使うときには「学」を明確にしておくべきだと思うが，この二点

についてどのような考えでありますか 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 １点目の地域の対象を明確化にしてはという意見については，こちらの都市マスタープ

ラン地域別構想の中では対象とする地域をきっちりと特定しておりません。今後いろいろ

な計画を行政と地域の皆さん方と協力してつくっていくことになるので，行政内部で調整

をしながら，例えば地域づくり協議会とか自治会であるとかを対象にして，これから試行

錯誤を重ねて調整していきたいと考えている。ここでは大まかな方向性としてまとめてい

きたいという考え方を示させていただいた。このような市としての考え方を示させていた

だいて，地域の方にも御協力いただき，地域別構想を市として策定していくことを考えて

おります。二点目の９５ページ 二段落目二行目の「市民（住民・自治会・地域づくり協

議会・ＮＰＯ，企業等）」の中に「学」を入れるべきでないかとの意見については，確かに

学生の協力をいただいて一緒に地域別構想を考えていくということは大切な視点だと思い

ます。ただ，大学，高等専門学校のような高等教育機関は鈴鹿市の全地域にあるわけでは

なく，ここで関わっていただく学生の立場としては，地域に住んでいる市民の立場でその

学校が関わっていただくという，たとえば玉垣であれば鈴鹿医療大学，鈴鹿高専等が地域

の市民の立場で関わってもらうのが中心になると考えている。したがって，市民の中にあ

る「企業等」の「等」に，高等教育機関の学生も含まれるものとして事務局は考えていま

す。以上です。 

 

中西委員 

 これからの都市づくりに高齢者のための徒歩圏という観点が重要になってくると思いま
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すので，徒歩の生活圏があって，その上に公共交通の移動がでてくると思うのでその点を

しっかり考えてほしい。また，先程の「学」の考え方について，名古屋大学，三重大学等

の力も広く借りて広い観点で考えていかないと狭い観点の議論になってしまう。その点は

考えるべきであると思う。市内の国際大学，医療大学，高専の力を活用するのは当然であ

り，広く建築であったり，都市づくりであったり，名古屋大学ではファシィリティマネジ

メントもやっているので，そういうところの「学」の知識もきちんと入れて地域別構想を

つくられていかないといけない。「企業等」の「等」に含めるのは非常に違和感がある。 

 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 専門的な学習をしている大学の学生の協力をいただくべきだということについては，・・・。 

 

議長（新田会長） 

 ここは，わたしから説明します。事業所としての大学，高等教育機関は「等」に含まれ

ますが，専門的な学識を持った方の協力は地域を越えてでもあるので，その協力を大切に

するという表現，我々は「産・官・学の協力」という言葉をよく使いますが，そのような

表現がありませんか。この中にいれるのは難しいですね。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 御意見については重要な視点と認識しておりますが，表現としては，どうしましょうか。 

 

都市計画課長 

 全体構想の章であればよいと思うが，あくまで地域別構想となるので，例えば地域づく

り協議会とか自治会単位，例えば栄地区であれば，ここに出てくる「市民」は住民とかそ

の既存する企業も含まれていることで書かせてもらっている。その意味合いで２３行政区

の全てに高等教育機関があれば記載すべきものであると思いますが，全ての地区にありま

せんから，「等」ということで読めるかと判断しました。 

 

村山委員 

 書き方は難しいと思います。大学が専門家集団として，コンサルタントに近い形で行政

のお手伝いをすることがあります。また民間のコンサルタントに一部委託して，客観的な

データに基づいて，地域別構想を作成することもあります。この場合，市内の「学」に関

しては，この「等」に入るし，外の専門家の支援は行政と契約して，大学も受託研究契約

を行っております。それはどちらかというと行政側に含まれると思います。大学もいろい

ろな地域でお手伝いをしますが，全ての地域をサポートするマンパワーは持ち合わせてい

ないので，特殊な事情で，例えば先端的なテーマでたまたま，大学と行政のアプローチが

一致した所で行われる稀なケースであります。これも大切ですが，これに記載すると全て
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の地域でやらざる得なくなりますのでこの記述は，私としては原案でよいと思います。 

 

議長（新田会長） 

 中西委員の主旨は分かりますが，表現が地域別構想となるので・・・。 

話が飛びますが，総合計画では，「産・官・学」等の表現が出ていましたが，入れ方として

は難しいですね。我々専門家としては，当然協力を行っていきます。 

 他にございませんか。 

 

髙橋委員  

 私見になると思いますが意見を述べさせていただきます。自治会の立場から言いますと，

南海・東南海トラフを想定した沿岸地への津波，台風についての影響が大きいとして，行

政懇談会でも議題になります。３４ページで黄色着色の住宅ゾーンが沿岸部に沿って住宅

エリアが配置されております。そのエリアに平行して伊勢鉄道が走っておりますが，その

伊勢鉄道の沿線上に住宅ゾーンをシフトしていく方向性の計画にならないものかと，私は

考えております。近鉄名古屋線は便利ですが，沿線の西側の田んぼはまだ開発されずに残

っていますが，これ以上の開発はおこなわず，住宅エリアは伊勢鉄道沿線にシフトできな

いものかと思っております。利用者が増えれば伊勢鉄道も便利になると思います。また，

調整池も海沿いでは効果がないと思う。海岸からはなれたところが望ましいと思います。

鈴鹿市に安心して定住していただくために考えてもらいたい。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 まず，住宅エリアを伊勢鉄道の沿線に誘導できないかという意見については，新しい市

街地がそちらにできないかということですが，こちらは非常に長期的な展望になると思い

ます。現在，海岸沿いに近鉄線も通っていますし，海岸沿いには都市基盤が形成されてお

ります。そこへ津波の浸水被害の想定がされており，こちらとの兼ねあいも非常に難しい

問題です。徐々に都市の形態は変えていく必要があるのかと感じておりますが，短期間で

行えるものではございません。この８年スパンの都市マスタープランで明確なところまで

の言及はありませんが，３４ページの真中のところに赤い斜線でハッチングしてあるとこ

ろで「市街地形成検討地区」としており，津波の浸水被害想定区域，河川の氾濫被害想定

区域等の災害リスクのあるところをのぞいた場所で，もし今後市街地が促進されるのであ

れば，こちらが候補としてあがる位置づけとして設定しております。必ずしも伊勢鉄道の

駅周辺というわけではありませんが，大きな方向性としてはその視点も持ちつつ，このよ

うな土地利用の計画をさせていただいております。徐々にまちをコンパクトにしていくの

に市街地の配置をどのようにしていくかについても，これからいろいろな方向性が具体的

に見えてくると思いますので，それらを敏感に感知しながら都市づくりを考えて行きたい

と思っております。 
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議長（新田会長） 

 よろしいでしょうか。他に御意見はございませんか。 

おっしゃられるように，都市軸は鉄道を中心に形成されていくことが重要な柱で，いまは

一軸でありますが，鉄道は広域的な話なので三重県と連携して考える必要もありますし，

事業者が民間でもあるので，どちらが先かという話にもなりますが，これは検討に値する

課題です。他にもＪＲ関西本線についても同じであります。 

 

平野委員 

 第４章の内容で具体的に都市マスタープランを実現するための手立てが見えてこないと

思います。いろいろな意見をいただいたが，最初の計画をしてから４０年以上経過したが，

まだ市街化区域の中に未利用地があり，これをどのように利用していくかについての記述

も欲しかった。地区計画で進めるとかで誘導をはかると書いてあるが，具体的にどうやっ

て誘導を図っていくかを，計画を作成したら終わりということでなく，都市マスタープラ

ンの推進条例をつくるとか検討して取組んでいただきたい。１点具体的な配慮については，

８８ページの雨水対策の中に，①の二番目の点で「流出増を伴う開発行為に対しては調整

池の設置による流出抑制の措置などを図る・・」と書いてあるが，私の住んでいる稲生地

区周辺では，１ヘクタール以下であれば調整池が必要ないので，９，８００平方メートル

くらいの開発がおこなわれてきた，結果，水の問題が増えたこともあるので，これも含め

て，市街化区域の中の利用促進を図るような計画を考えてもらいたいし，都市マスタープ

ランの実現のための推進条例設置も検討して欲しい。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 こちらへの回答で即答は難しいですが，いただいたご意見を踏まえて，課題として検討

して行きます。 

 

議長（新田会長） 

 絵に書いたもちで終わらないように実行させる事業計画をつくっていくかですね。 

 

都市計画課長 

 それぞれの事業課の中でそれぞれ予算の範囲でできる限り市街化を促進できるように，

道路整備や下水道整備を進めているところである。調整池については，開発の許可基準を

厳しいものにすれば，それを遵守していただけるかは難しく，例えば，基準を５，０００

平方メートルとすれば，５，０００平方メートル以下の開発で対処されるし，元が９，０

００平方メートルであれば，道路の形態等もよいものができるところを，５，０００平方

メートルに厳しくして，行き止まりの道路になった等の兼ね合いが難しいこともあります。

いま新たな調整池の基準については河川部局で調整をしておりますが，その難しさで議論

を行なっているため，もう少しお時間をいただきたい。 
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中西委員 

 ２点お聞きしたいことがあります。まず１点目は，実際マスタープランが外部に出たと

きに，第三章テーマ別都市づくりの方針のところを読むと，それぞれが別々に見える，実

際は繋がっている部分もあると思う，例えば，５３ページを見てもらうと，下の図のとこ

ろで，拠点エリアの公共交通機関の関係が書いてあるが，①のところに記述はなく，次の

５４ページに記載されている。実際①の説明については，モビリティの５９ページの③の

ところが，その内容になると思われる。このように関連するものについては，関連事項と

して表記する方が実際読むときには分かり易いと思うので，その点を検討して欲しい。 

 

都市計画課長 

 他の記載もありますので，そこだけという訳にはいかない。概要版等の分かり易い方で

記載する方がよいのか，少し検討させていただきたい。 

 

中西委員 

 もう１点，この計画の詳細というより，全体についてですが，実行するには行政が動か

すだけでなく住民の理解が必要になります。市役所の中に，本日の掲示資料の都市計画図

にメインと土地利用について追記していだだいて常設掲示してはどうかと思うのと，計画

期間が２０２３年ということは，選挙権年齢が１８歳に引き下げになることから，今の１

０歳くらいから，実際はこの計画に携わってくるのと考えられるので，小学校，中学校，

高等学校の図書館には，都市計画図とか概要版を置いてもらうことを検討してもらいたい

と思っている。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 まず，大きな都市計画図面を庁内に設置することについては，周知方法として御意見い

ただきましたが，施設管理所管と相談して，周知方法として最も有効な方法を検討して行

きます。もうひとつの，学校等への冊子の配置についても，教育委員会とも相談し，若い

方へも見ていただけるような機会を増やすことを検討してまいります。 

 

福嶋委員 

今回マスタープランの概要版とポイントと本冊については，この３種の使い分けをどう

していこうと考えていますか。 

  

都市計画課計画グループリーダー 

 まず，基本は本冊になります。ただ，オープンハウス等を開催し気づいたことで，専門

的な言葉が多くて分かりにくいという声もあり，いきなり読んでもらうのにも市民の方に

も抵抗があると思いますので，これは本冊としてつくりますが，ホームページへのデータ
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の掲載だけと考えている。本冊については内部資料として作成し，図書館や学校に置くと

かを考えていきます。ここへいたるエントリー版，要約をしたかたちの概要版として，こ

れもホームページへのデータの掲載することを考えており，決定ではないが，印刷したも

のを市民へ無料配布を検討している。ただ，概要版といえども，内容については「都市計

画道路〇〇号線」とか，なかなか市民の方には馴染みのない言葉も多く使われているので，

さらにこれも，解説としてのポイントとしてイラストも入れて，市民の方が関心を持って

もらえる入り口として，エントリー版として２冊はセットで，できたら無料で窓口配布を 

考えている。 

 

福嶋委員 

 地区の活躍とかその会議とかありますが，自治会長への配布はありますか。 

  

都市計画課計画グループリーダー 

 地域別構想の策定の際には，まだ具体的になっておりませんが，少なくともエントリー

版については，お渡しできると思います。 

 

福嶋委員 

 ぜひ，配布していただいて，お話しの題材にしてください。 

 

髙橋委員 

 ５５ページのところですが，空家等の対策について，これを見ると非常にすばらしい内

容が書かれていますが，法の制度によってなかなか難しいと思いますが，現実とかけ離れ

ると信頼性を欠くことになります。内容についてこれでいける確証はありますか。 

 

都市計画課長 

 ここで触れられていますように，現在，「空家等対策計画」の策定に向けて進んでおりま

す。この計画を基に，具体的な対策については，実施計画を策定することになると思いま

すが，都市整備部中心で「空家等対策計画」をまずつくって取組んでいくという姿勢を示

させていただいた。 

 

議長（新田会長） 

 「空家等対策計画」の進捗状況等について，この会への報告はありませんか。 

 

都市計画課長 

 次回の都市計画審議会の折に，それまでの経過ということであれば，報告できると思い

ます。 
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議長（新田会長） 

 貴重な御意見沢山いただけましたが，委員の皆さまよろしいでしょうか。 

いただいた意見については，諮問の内容には修正箇所はなかったと，思われます。お認め

いただけるでしょうか。 

（委員に対し異議の確認･･･異議なし） 

 

ありがとうございました。諮問は承認されました。 

 今後のすすめ方については，いろいろご指摘もありましたので住民に理解してもらうた

めには，その点もきっちり踏まえてもらいたいです。 

また，選挙権が１８歳以上となるといろいろ取組みを行っていきますが，投票する市民

が増えることから本市にとっても重要ですから，学校現場でもいろいろ考えていただきた

い。また，たくさん意見をいただきましたので，整理して今後に活かしていただきますよ

うお願いします。 

それでは，本日の議題１と２をあわせて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。続きまして，その他 とありますが，事務局から何か

ございますか。 

 

事務局（課長）    

その他事項は，特にございません。 

 

議 長 

それでは，答申案ができるまで休憩としますか。案が準備できたらお配りして答申をし

たいと思います。 

           

事務局（課長） 

準備ができました。        

 

議長（新田会長） 

それでは，答申案の配付をお願いします。 

（事務局 答申案配付） 

 

お手元に答申案を配付しましたので，ご確認をお願いいたします。 

（答申案の確認） 

 

それでは，よろしいでしょうか。異議も無いようですので，当審議会は，市長からの諮

問のありました２件について，別紙のとおり市長に答申いたします。 

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
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員の皆様，貴重な意見をいただきありがとうございました。また，昨年早々より一年ほど

の間でしたが，十分議論できたと思います。私の見る限りこのようなすばらしいマスター

プランは他市にはないと思います。これも皆さまのお力のお陰だと思います。感謝申し上

げます，どうも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。 

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｡  

 また，本日ご審議いただきました，議題第２号鈴鹿市都市マスタープラン（案）につき

ましては無事，答申をいただく事が出来ましたので，２月５日に仮の予定を入れさせてい

ただいておりました，都市計画審議会はキャンセルということでお願いいたします。 

宜しくお願い申し上げます。 

 先程の会長のお話にもありましたが，平成２４年度より開始いたしました，鈴鹿市都市

マスタープランの改定につきましては，これまで，本審議会委員の皆様に，多大なる御尽

力を賜り，厚くお礼申し上げます。本日はどうも有難うございました。 

 

 

 

 上記のとおり第３７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   長 谷 康 郎 

           （原本は自署） 

 

署名人   山 本 忠 之 

                               （原本は自署） 


