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第３９回鈴鹿市都市計画審議会議事録（要約） 

 

開 催 日 時：平成２９年３月２８日（火）１６：００～１７：００ 

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），麻生洋一郎，坂口博文，西川潤子， 

長谷康郎，福嶋礼子，矢田和夫，吉島隆子 

平野泰治，船間涼子，大窪博，平畑武，原田勝二 

（鈴   鹿   市）副市長 宮﨑守 

都市整備部長 松岡正朋 

都市整備部次長 小河謙一 

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 政谷治樹 

同グループ 坂田菜津美  

同課総務・交通政策グループ副主幹 西村美紀 

同グループ 松田一真  

議     題：（１）都市計画提案制度の取扱いについて 
公開非公開の別：公開 

傍  聴  者：なし 

議事録署名者：大窪博委員，平畑武委員 

配 付 資 料：第３９回鈴鹿市都市計画審議会 事項書 

第３９回鈴鹿市都市計画審議会 資料 

審議会の内容（要約）： 
幹事（都市計画課長） 

 それでは，只今から第３９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，まず，

最初に副市長より，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３９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。 

本日の議題は，「都市計画提案制度の取扱いについて」でございますが，これは，諮問案
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件ではございません。本年度より運用を開始している鈴鹿市都市マスタープランの土地利

用方針に示した新たな市街地の候補地である「市街地形成検討地区等」の一部に，活断層が

存在する可能性があることから，これに対応するための「都市計画提案制度の取扱いについ

て」の案を，事務局より説明させていただき，それについて，委員の皆様からご意見を頂き

たいと考えています。委員の皆様方からの建設的なご意見をいただきますよう，どうぞよろ

しく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≫ 

 

先程の副市長の挨拶にもございましたが，本日は，都市計画の決定に関する諮問を行うも

のではございません。したがいまして，本日説明いたします議題につきましては，従来の答

申をいただく形式をとらず，委員の皆さまからのご意見をいただく場とさせていただきた

いと考えていますので，よろしくお願いいたします。 

ここで，お手元に配布しました資料の確認をお願いします。「第３９回鈴鹿市都市計画審

議会 事項書」，「第３９回鈴鹿市都市計画審議会 資料」の２点でございます。よろしいで

しょうか。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，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，本日の傍聴人は，来られていません。 

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大窪委員と平畑委員になります。
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委員の皆様，よろしいでしょうか。大窪委員と平畑委員，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。 

それでは，議題「都市計画提案制度の取扱い」について事務局，説明をお願いします。 

 

幹事（都市計画課長） 

 それでは，議題「都市計画提案制度の取扱い」について，事務局より説明させていただき

ます。冒頭の副市長の挨拶にもございましたが，本市では，本年度より新しい鈴鹿市都市マ

スタープランを運用しております。この都市マスタープランの土地利用方針の中で，新たな

市街地形成を検討する地区として「市街地形成検討地区」が，また，市街化調整区域の性格

を超えない範囲で工業系・物流系の開発需要に対応する「新土地需要エリア」等が示されて

います。これらの「地区，エリア」は，都市計画法に基づく都市計画提案制度の利用により，

「地区計画の都市計画決定」について，地権者等からの提案が想定されますが，これらの「地

区，エリアの一部」に，活断層が存在する可能性が，国土地理院や三重県のホームページ等

で示されています。 

 活断層については，法的に具体的な規制等が無く，また，位置の特定も困難であり，まち

づくりを進める上で対応が非常に難しいものでございます。そこで，活断層が存在する可能

性がある，これらの「地区，エリアの一部」において，都市計画提案制度を利用した地区計

画の提案があった場合，どのように進めるか，その手続きについて，「都市計画提案制度の

取扱い」として，事務局の考え方を整理いたしました。 

 本日は，この手続きについての事務局の考え方を説明させていただき，委員の皆様より，

ご意見を頂戴したいと存じます。 

 それでは，詳細について，担当より，説明させていただきますのでよろしくお願い申し上

げます。 

 

事務局（政谷） 

 それでは，議題第 1号 都市計画提案制度の取り扱いについて，パワーポイントを使って

説明します。正面のスクリーンをご覧ください。 

 議題の都市計画提案制度の取り扱いですが，【鈴鹿市都市マスタープラン】では，将来都

市像を実現するため，土地利用の考え方を定めており，それに基づき，新たな土地利用展開

の可能性をもった区域は，都市計画法第 21 条の２に規定される都市計画の提案制度を用い

て地区計画等を策定し，計画的な土地利用を図りつつ，開発行為などを誘導，促進します。

その区域は,【鈴鹿市都市マスタープラン】の土地利用方針で示す「新土地需要エリア」・「ス

マートＩＣ利活用エリア」及び「市街地形成検討地区（住居系・工業系）」になり，市街化

調整区域であるものの，新たな土地利用を図るうえで，住宅団地や工業・物流業務地へ展開

の可能性をもったエリア・地区となっています。この「エリア・地区」の中の一部に，今回
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審議していただく点であります，活断層と推定される箇所が含まれています。通常の都市計

画提案制度の手続きでは，活断層についての検討がされていません。近年，活断層による地

震被害が多い中，このような場所で，新たな土地利用を検討する場合の，「提案制度の手続

きの進め方」について，事務局（案）を作成しましたので，審議をお願いします。 

まず，前段で，「鈴鹿市都市マスタープラン」に示す「エリア・地区」について，簡単に

説明します。次に，活断層と鈴鹿市の活断層図をご確認頂いたのち，今後，活断層等の存在

が想定される区域においての，提案制度取り扱いの事務局（案）を説明します。 

こちらは，『鈴鹿市都市マスタープラン』の土地利用方針図になります。都市づくりの基

本理念であるテーマと視点を，鈴鹿市の将来都市構造に展開する考え方を具現化するため，

土地利用の考え方や方向性を示した図です。赤の丸の部分を拡大していますその中に表示

している水色の破線で囲まれたエリアが，『新土地需要エリア』となり，工業系や物流系の

土地需要の高まりにあわせて土地利用を見直す地域として，鈴鹿 IC 周辺や既存工業団地等

を連携する広域幹線軸や地域幹線軸沿道を位置づけしています。道路整備等の条件が整っ

た箇所には，地区計画制度等による計画的な土地利用を図ります。また，紫色の破線で囲ま

れたエリアが，『スマート IC 利活用エリア』となり，工業系や物流系に加え，観光や６次産

業の土地需要の高まりにあわせて土地利用を見直す地域として，（仮称）鈴鹿 PA スマート

IC 周辺及びこれらへのアクセス道路沿道を位置づけしています。こちらも，『新土地需要エ

リア』と同じく，諸条件が整った箇所には，地区計画制度等による計画的な土地利用を図る

エリアになります。 

 続きまして，『市街地形成検討地区』です。赤枠に斜線で示す地区が，『市街地形成検討地

区（住居系）』。 

また，青枠に斜線で示す地区が，『市街地形成検討地区の（工業系）』です。 

『市街地形成検討地区の（住居系）』ですが，新たな住居系の市街地形成の可能性のある

地区として位置付けしています。 

必要に応じて土地利用の見直しを行い，将来，『市街化区域に編入する可能性をもった地

区』となります。 

また，『市街地形成検討地区の（工業系）』は，工業及び物流業務地等の立地誘導を推進す

ることで，既存の工業集積地と一体的に工業ゾーンの形成を図る地区になり，様々な条件が

整った箇所には，地区計画制度等による土地利用を図る地区になります。 

こちらは，土地利用図から『新土地需要エリア』・『スマート IC 利活用エリア』・『市街地

形成検討地区』と『市街化区域』を抜き出して，わかり易く示した地図になります。これら

の『エリア・地区』の考え方ですが，基本的な土地利用の方針は，ゾーン設定されている考

え方によるものでありますが，今後の土地利用展開の可能性がある範囲を示しています。ま

た，あくまで市街化調整区域の性質を超えない範囲のものとしますが，一部，市街化区域に

編入する可能性をもった地区もあります。 

次に，この『エリア・地区』の赤の丸で囲んだ範囲を拡大しますので，ご覧ください。拡
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大した地図の『市街地形成検討地区（住居系）』と『新土地需要エリア』に水色と青色のラ

インが重なっています。水色のラインは，三重県が公表している活断層図の『推定活断層』

を表しています。また，青色のラインは，国土地理院が公表している活断層図の『推定活断

層』を表しています。新たな土地利用の展開が見込まれる区域に，活断層の存在が想定され

る状況です。 

 ここで示す『活断層』，『推定活断層』ついてですが，国土地理院のホームページによりま

すと，主に空中写真判読により調査・作成されたもので，『活断層』とは，最近数十万年間

に，概ね千年から数万年の間隔で繰り返し動いてきた跡が地形に現れ，今後も活動を繰り返

すと考えられる断層。と定義されています。 

 次に，『推定活断層』ですが，地形的な特徴により，活断層の存在が推定されるが，現時

点では明確に特定できないもの。として定義されています。 

 このような活断層図が，自治体・民間機関などで作成され，公表されています。 

 三重県のホームページで公開されている活断層図と国土地理院で公開されている活断層

図を鈴鹿市の『エリア・地区・市街化区域』を示した地図に表示しましたので，ご確認下さ

い。 

 まずは，三重県の活断層図です。三重県防災危機管理部，現在は，防災対策部に組織が変

わっていますが，三重県を北勢及び周辺地域，中南勢及び周辺地域，伊賀・東紀州及び周辺

地域と大きく 3つに分割して調査を行い，位置情報を公開しています。鈴鹿市は，北勢地域

と中南勢地域に跨っており，北勢地域は平成 17 年度，中南勢地域は平成 18 年度に調査が

完了したことが，ホームページに記載されています。赤色のラインが活断層， 青色のライ

ンが推定活断層です。 

続いて，国土地理院の活断層図です。平成 7年に発生した阪神・淡路大震災後，地震災害

を起こす活断層に関する情報及び公開の必要性が高まったことから，2万 5千分の 1の地図

に活断層の位置を詳細に表示した『都市圏活断層図』を平成 7年より作成しています。平成

28 年 11 月 10 日時点では，全国で 181 面作成されており，鈴鹿市に該当する『都市圏活断

層図』は，四日市第２版，津第２版，亀山の３面となります。四日市,津第２版について，

調査時期は不明ですが，平成２１年に新しく更新されたもので，亀山については，平成 20

年調査されたものになります。先ほどの三重県の活断層図同様，赤色のラインが活断層で，

青色のラインが推定活断層，というのをホームページより確認し記載しております。  

こちらは国土地理院と三重県の活断層図を並べた地図です。スクリーン向かって左側が

三重県の活断層図で，右側が国土地理院の活断層図です。大きく違いがわかるのが鈴鹿市北

西部に位置する山間部の一部で，三重県の活断層図には，推定活断層と表示されていたもの

が，国土地理院の活断層図では，活断層と表示されていました。 

 国土地理院と三重県の活断層図を重ねあわせた地図がこちらになります。 

 わかりやすいように，三重県の活断層を緑色のラインで，推定活断層を水色のラインで示

しました。オレンジ色の円で囲んだ所の様に，国土地理院と三重県の活断層で，違いが生じ
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ています。これは，調査時期や活断層図作成に携わった専門家ごとに，活断層の見解が異な

るため，違いが生じていると聞いております。 

 三重県と国土地理院の活断層図を代表に地図で表しましたが，その他に，『文部科学省の

地震調査研究推進本部防災科学技術研究所の地震ハザードステーション』，『国立研究開発

法人産業技術総合研究所の活断層データベース』など様々な活断層図があり，公開されてい

ます。 

 最初の方で，見ていただいたスライドに戻りますが，市街地形成検討地区（住居系）と新

土地需要エリアに推定活断層（活断層の存在が想定される区域）が含まれています。今後，

このような範囲で，新たな土地利用の計画があった場合の取り扱いですが，活断層は，現在，

日本では，法整備がされていない状況です。そのため，活断層に対して，どのような対処・

措置などを行うか定まっていません。 

 さまざまな活断層図がホームページ等で公開されていますが， 新たな土地利用の展開

を図る上で，活断層の存在を明らかにし，その上で，防災・減災を踏まえた都市計画を進め

たいと考えています。 

 ホームページ等で公表されている活断層等は，様々な場所で確認されており，それぞれの

場所・計画によって検討する必要があります。今回，事務局（案）として作成し，ご審議い

ただきたいのは，地図で表しているような新たな土地利用展開が見込まれる【新土地需要エ

リア】・【市街地形成検討地区（住居系）】で，活断層等の存在が想定される区域においては，

その存在を明らかにしたうえでの都市計画の提案手続きの方法が相応しいか否か，という

ことです。引続き，事務局（案）の説明をします。 

スクリーン上では，提案制度の通常手続きの流れを示しています。活断層等の存在が想定

される区域においては提案制度の手続きを提案書提出前の事前相談でより詳細な調整を図

ります。先に提案制度の通常手続きを簡単に説明します。まず，事前相談で提案要件の相談

を受け，関係部局等との調整後，都市計画法に基づく提案書の提出があり，受理します。提

案のあった計画を庁内の提案審査委員会にて，行政案として進めるかどうかの判断をしま

す。進める必要があると判断した場合は，都市計画審議会小委員会を開催し，専門的な見地

からの意見聴取をした結果を踏まえ，都市計画の案を精査します。その後，三重県との事前

協議，都市計画法に基づく縦覧を実施したのち，都市計画審議会に諮問答申し，都市計画決

定告示を行います。また，都市計画提案審査委員会で，行政案として，都市計画を進める必

要がないと判断した場合は，都市計画審議会で意見聴取し，その旨，提案者に通知します。

また，都市計画審議会の場で，必要があると認められた場合は，都市計画決定に向けた手続

きに入ります。 

続いて，活断層等の存在が想定される場合の手続きになります。事前相談の中で，①番か

ら⑤番の項目を追加することで，活断層を明確化し，有効な土地利用を図れる計画とします。

お配りした資料 1と同じものをスクリーンに表示しています。最初に，①で，事業者（提案

者）から，活断層についての調査方法及び計画の考え方について，『事前相談書』を提出し
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ていただきます。活断層の存在を明らかにするため，どのような調査を実施するか，また，

施設の配置などどのような対策を行うか，事前相談書として提出していただきます。次に②

です，①で提出があった『事前相談書』を市が複数の有識者から助言を頂きます。次の③で

は，②で助言いただいた内容を事業者（提案者）に伝え，それをもとに『地質調査』を実施

して頂き，地質学の専門家から意見を踏まえたものを『地質調査結果』としてまとめ，『事

前相談書』を提出していただきます。続いて④で，③で提出された『地質調査結果』が，妥

当かどうか検証するため，再度，有識者に依頼し，検証します。その検証結果によりますが，

調査不十分などあった場合は，再度，③の工程に戻ります。 

検証結果が適当であると判断された場合は，⑤の工程になりまして，その検証結果を踏まえ

住宅団地開発等を計画し，開発許可に関係する管理部局等との必要な協議を進めていただ

きます。 

①から⑤の工程を完了させ，事前相談で計画し，関係部局との調整が完了した段階で，都

市計画法第 21 条の２の提案をして頂き，これ以降は，通常手続きと同様の流れとなります。

なお，事務局案を作成するにあたっては，国土地理院と三重県の活断層図作成に携われた名

古屋大学教授鈴木康弘先生にご相談させて頂き，取りまとめています。今後，活断層が存在

する可能性のある市街地検討地区，新土地需要エリア等の一部で地区計画の提案があった

場合は，このように進めていきたいと事務局では考えております。 

以上が，本日の議題です。 

 

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 

 活断層だけを取り出して新たな仕組みを作るということですよね。多分もっと切実な問

題として，雨水の排水対策あると思うのですが，こちらは新たな制度を作るのかどうかとい

うことが一つ。あと地質調査の検証の結果で，例えばボーリングして地質調査をしてますよ

ね。色々な公共施設を建てるときに，地質調査結果が出ていますが，これをデータベースで

蓄積していくことが必要だと思いますがそれはどうなるか。もう一つは，鈴鹿市として活断

層，推定活断層の図を作って公表する計画をされているのか，この 3 点についてお聞きし

たいと思います。 

 

事務局（奥西） 

 一点目のなぜ活断層だけこのような取扱をするのかということの回答といたしまして，

事務局として都市マスタープランの新たな市街地形成検討地区を設定するにあたり，都市

マスタープランの策定の段階で，災害想定の公表されている情報を加味した上で位置設定

させていただいております。今現在公表されている鈴鹿川の氾濫であるとか，津波浸水区域
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など，災害とは別ですけれど，農用地等その他法令で土地利用の規制の方向性がはっきりと

示されている所は全て除いた上で，市街地形成検討地区を設定しておりますので，今回は活

断層についてだけ取り上げ，今回説明させていただいたエリアに限って，今後地区計画等の

ご相談があった時のみ適用させていただきたいと限定的に考えております。 

 二点目については，地質調査を行ったデータの蓄積を行って有効活用するべきではない

かということですが，現在市のホームページに，それぞれの担当課がボーリング調査したデ

ータを蓄積しまして，それを公開させていただいております。公開する時期は作業上の関係

で遅れたりしているかもしれませんが，有効利用できるような形で，現在ホームページで公

開させていただいております。 

 三点目の，鈴鹿市として活断層図の公表をする計画があるかについては，正直難しいとこ

ろがございます。現在，国土地理院で公開されておりますし，三重県の方でも公開されてお

りますので，それを頼りに，都市計画としては必要なときにご相談させていただいたり，有

効活用させていただくということで考えております。 

 

平畑委員 

 先ほど活断層図を二点出されていましたが，国土地理院と三重県のものはどちらが先に

できたのでしょうか。 

 

事務局（奥西） 

 三重県における時系列といたしましては，最初に国土地理院のものが策定されまして，そ

れから三重県版の詳細図が出まして，その後国土地理院が改定をしたとお聞きしておりま

す。 

 

平畑委員 

 質問をした意図は，三重県版では第二名神を活断層が抜けているような感じに見え，国土

地理院版は，かかっているのですが，そういうのは意図的になっているのか気になりました。 

 

事務局（課長） 

 新名神の関係で図面に影響があるのかというのはわかりかねるところです。 

 

大窪委員 

 初歩的な質問ですけれど，こういう活断層や推定活断層はそれぞれどのようなやり方で

調査されているのですか。 

 

事務局（奥西） 

 調査方法につきましては，色々ありますが，ホームページで公表されております国土地理
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院，三重県詳細版につきましては，航空写真を基に専門家の方が判断して，ここに活断層が

あると，活断層と思われる推定活断層があると判読して作成しているとお聞きしておりま

す。 

 

議長（新田会長） 

 素人から見るとなにもわからないものでしょうが。 

 

事務局（奥西） 

 名古屋大学の専門の先生にお聞きしたのですが，新しい航空写真ですと市街化が進んで

いて判別がつかないですが，地形の状態がよく解る昔の古い航空写真を使い，立体的に写る

眼鏡を用いて上から見て，この辺りが活断層であると判断しているということのようです。 

 

議長（新田会長） 

 よろしいでしょうか。他にございますか。 

 

福嶋委員 

 開発事業者が開発をしたいと考えていて，様々な調査をし，有識者の意見を聞いて，しか

もそれが危険だということになれば，計画決定の変更をして，許可を出さないというわけで

すね。効力というか，開発事業者がそれでもという場合はどうなりますか。 

 

事務局（奥西） 

 その点が非常に悩ましいというか，まず活断層そのものについて，法的にどのように取り

扱うかという事が決められておりません。したがいまして，活断層だけで止めるというのは

法的に難しいですが，場合によります。今回ご相談させていただいている案件は，市街化調

整区域において，それをあえて地区計画の都市計画決定する，そのことが開発許可の根拠に

なるということがあります。市街化調整区域で地区計画を都市計画決定するということに，

行政の判断が入ることになります。提案する事そのものは法的に止める事はできないので，

例えば，提案者の方が実施した調査を専門の有識者の先生に検証して頂き，とても土地利用

できる状態ではないという結果が出た場合は，庁内の提案審査委員会で，それを行政案とし

て進めるべきかどうかということを判断する際に，これは進めるべきできないと判断して

止めることができると思います。それが今回ご説明したコントロールできる仕組みとして

考えております。 

 

議長（新田会長） 

 先ほどの説明と事前相談をパスした後の都市計画審議会での話をお願いします。 
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事務局（奥西） 

 通常の流れが左の図になります。資料２をご覧になっていただくと市街地が拡大する可

能性のある部分が赤色で示してあります。その一部に推定活断層があるという状況で，この

場所に限って提案の相談があった場合は，事前相談の段階で調査方法や計画の考え方を書

面で出していただき，鈴鹿市から専門の有識者，地質学者の方に調査方法について問題がな

いかお聞きさせていただきます。調査方法は，現場で溝を掘って，その地層を見るとか，ボ

ーリング調査とか，人工的に地震波を作り，その撥ね返りで地層を検証するとか，色々とあ

るらしいのですが，提案者がまずどのような方法で調査するのかを提出していただいて，調

査方法と計画の考え方が妥当かどうか専門の有識者の方に確認していただきます。それを

元に助言をいただき，問題なければ，提案通り調査をしてもらいます。調査した結果につい

て提案者の方も，別の専門の方のご意見も踏まえて，市の方に提出していただくという形を

採らせていただきます。それをもう一度，調査結果が妥当かどうか，市から専門の有識者に

再度お見せして，検証をしていただきます。その時点で，この使い方はできるとか，検証が

甘いとか，しっかり検証できている，といった有識者の方の意見をいただき，その結果を提

案者に伝えて，それに基づいて住宅の計画をしてもらいます。これが，推定活断層のある場

所での提案の流れです。こういう形で提案の事前相談でまとめていただいて，関係部局との

調整が済んだ段階で，正式に提案していただいき，受理するという形で考えております。受

理した後に，提案審査委員会という庁内の委員会で，この計画を行政案として進めて良いか

どうかを審査させていただきます。ここの調査結果で非常に危険だとか，土地利用はなかな

かできないと結果が出ているにも係わらず，その結果をあまり反映させずに計画し，提案者

が提案してきたならば，こちらの見解と違うのではないかと，ここで計画を変更してもらう

とか，あるいは，進める必要がないという判断がここでされます。ここで，調査はしっかり

しているし，住宅地の計画として問題無いと，都市計画決定しても問題ないと判断した場合

は，通常の手続きの工程に入ります。そうした場合，都市計画審議会の小委員会の提案審査

委員会にお諮りして，ここでご意見を頂戴いたします，その後は通常の法手続きに入りまし

て，縦覧になり，最後に都市計画審議会に諮問させていただいて，都市計画決定するのが妥

当かどうか，ここで審議していただきまして，答申をいただきましたら，市長名で告示とい

う流れになっております。 

 

福嶋委員 

 最初の事前相談から最後の決定まで，どのくらいの時間が必要となってくるのでしょう

か。 

 

事務局（奥西） 

 時間については，事前相談がどのくらい掛かるかわかりませんので，全体でどのくらい掛

かるかはわかりかねます。 
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福嶋委員 

 少なくとも数ヶ月というスパンではないですよね。 

 

事務局（奥西） 

 そうですね。過去に経験した例でお伝えさせていただくと，同じような住宅系の地区計画

で，このような事前相談は別として，正式提案を受理してから告示まで７ヶ月くらい掛かり

ました。ただそれは受理するまでに色々な調整を経て，かなり精度が上がった段階で受理を

しましたので，必ずしも，７ヶ月でできるというものではありません。今回の場合，事前相

談でどのくらい時間が掛かるかわかりませんし，調査結果が白黒はっきりする場合ばかり

とは限りません。専門の有識者へ，調査結果の検証を市から依頼させていただきますが，そ

れを受けて提案者に意見を私どもが返して，戻ってというやり取りを何回かしないといけ

ない可能性もあります。受け付けてからも時間が掛かったりすると７ヶ月というわけには

いかず，相当な期間が掛かると思います。 

 

福嶋委員 

 予想として，この地域でこのくらいの大型の開発というのは，住宅系で予想できる可能性

はあるのでしょうか。 

 

事務局（奥西） 

 具体的にはありませんが，検討地区ということで，都市マスタープランでも新しく市街地

が拡大していく可能性がある所ということで公表させていただいておりますので，まだ市

街地はどんどん縮めてという国の流れはありますけれど，やはり開発事業者としては，こう

いう所で何かできないかという一般論的なご相談はいくつかいただいております。 

 

議長（新田会長） 

 従来のやり方では事前相談が十分にできないということから今回の提案のようにしてい

きたいということで，そこを通過すると都市計画提案を受理しても後に進みやすいという

ことでもありますね。 

 

事務局（奥西） 

 そうですね。法で決まっていないということもありますので，色々調べた上で，時間を掛

けて議論をしていきたいと考えております。 

 

平野委員 

 一つ提案したいのですが，提案制度の流れで活断層等の存在が想定される場合とありま
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すが，想定されない箇所に開発を誘導することを心掛けていただきたいです。わざわざ活断

層の上に地区計画を掛けなくても，他にたくさんあるわけですから，活断層の存在が想定さ

れない箇所に市の方で誘導していただきたいです。もう一つ，図を見ると既存の市街化区域

の中に活断層がありますが，今の開発許可や建築基準法上の取扱はどのようになっている

のか教えていただきたいです。 

 

事務局（奥西） 

 開発許可や建築基準法上の取り扱いにつきましては，基本的に活断層の取扱が法的に明

確化されていないので，お伝えをして，ご相談くらいはできますが，正直なところ何もでき

ないというのが実状でございます。 

 

幹事（課長） 

 誘導等のご質問についてですが，誘導といいますか，提案者から，この場所でという相談

があった場合，その場合の取扱ということになります。なので，この場所は活断層が存在す

るので，「このような手続きが必要になるので大変ですよ」というお話しはさせていただく

ことができます。それでもあえて提案したいという場合は，この手続きを踏んでいただくと

いうお話をさせていただくことになります。それで辞めようかと思う事業者さんもいらっ

しゃると思うので，それが誘導につながると考えております。 

 それから，市街化区域内でも図面を見ていただいて分かるとおり，活断層が走っています

が，その場合の取扱について，例えば私が家を建てたいと思って土地を買おうとします。不

動産屋さんを通して買いますが，その際，重要事項の説明がありますけれど，活断層がはし

っているという説明をする義務はないです。なので，知らないうちにそのような土地を買っ

ている可能性があります。それから市街化区域で活断層がはしっている大きな土地に，宅地

分譲をしたいという申請が出てきますと，申請の手続きとして色々な審査をさせていただ

きますが，審査の中で活断層に関する項目はありません。都市計画法には第３３条に技術基

準が列記されておりまして，その技術基準に適合しているとか，他の都市計画法の規定に反

していなければ許可をしなければいけないとなっており，それから不許可にはできないと

いう状況です。ただし，今回委員の皆様に審議していただきたいと思ったのが，あえて市街

化調整区域を市街化区域に編入してまで，それを認めていくというのであれば，普通の開発

とは違うことになりますので，これが出来上がった後にお買い求めになられた人が，我々と

してはこの様な手続きを踏んでいるということで，活断層がある土地ですよと事業者さん

には購入者の方に必ず説明していただくようなお話をさせていただく予定をしております

けれど，なんだかんだ知らずに買ってしまって，後で何故このような土地を市街化区域にし

てまで認めたのかと問われる可能性が十分にあります。しかしこのような手続きをちゃん

と踏んでいますよと説明できるようにしていきたいと考えております。そういった場合の

手法としては，こういったものが妥当ではないかというわけで提案させていただいており
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ます。 

 

平野委員 

 今の話からされると，逆に市街化区域の宅地分譲においては，同じようなことをしっかり

しないといけないと思いますが，いかがでしょうか。開発許可を出してもらって，宅地分譲

したものについて，活断層がありましたということを後で問われるのではないかと思いま

すが，そのあたりはいかがでしょうか。 

 

幹事（課長） 

 宅地建物取引業法等で，義務化されていないものですから，私どもも許可せざるを得ない

ところがありますので，非常に難しいところではございます。 

 

議長（新田会長） 

 責任は誰が取るイメージになりますか。 

 

平野委員 

 許可を出した市としての責任は無いのですかということをお聞きしたいです。 

 

事務局（奥西） 

 ある自治体の判例というか，訴訟の例ですが，マンション建設に対しての反対ということ

で，市街化区域の中で推定活断層の真上にマンション建設の計画があり，許可を出したのは

ある自治体で，危険だから，それを根拠に開発許可の取り消しをしてほしいという訴訟があ

りました。それに対する裁判所の見解は，法的には市街化区域の中ですので，開発許可の基

準を満たしておけば，推定活断層を根拠に開発許可を止めるということは法的に決められ

ていないので，開発許可の取り下げにはならないというものでした。なので，市街化区域の

中に限っては，推定活断層があるということを基に何らかコントロールする，あるいは行政

として指導するということは，なかなか難しいところではあります。 

 

坂口委員 

 先ほどの平野委員と同じような意見ですが，そもそも開発事業者さんから検討区域とし

て挙がったからということですよね。そして結果として活断層があることが結構分かって

いるわけですよね。 

 

事務局（奥西） 

 そこは推定の部分があって，活断層であると言い切れない部分があります。例えば今日お

見せしました青色の線の部分について，名古屋大学の先生にお聞きしたら，調査した結果活
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断層ではなかったという判断をする場合もあるそうです。ただし，専門家としてはおそらく

活断層ではないかという見解を示しているらしいです。 

 

坂口委員 

 国（国土地理院）も県も同じような場所に示しているわけですから，活断層の存在が推定

されると思うのですが，この場に固執する意味があまり分かりません。 

 

事務局（奥西） 

先ほど，平野委員もおっしゃった，これ（活断層）の無いところへ誘導できないかとの

お話と繋がるかと思うのですが，おっしゃられるように，検討地区としては広い範囲で赤

い範囲を示させていただいております。 

その広い範囲の中で，条件が整えば部分的に市街化の拡大ということも進めていきたい

と思っています。ただ，そこにこだわる必要はないのですが，もし，そこでも出てきた場

合には，こういった手続きを踏んだ上で，もし，問題の無い計画ができるのであれば，進

めていくことも一つの考え方かなという事で，今回お示しさせて頂いているところです。 

 

坂口委員 

まあ，都市計画というのは，鈴鹿百年の計みたいなものだと思うんですよ。それを，

今，この場所で，平野議員もおっしゃっていましたけど，「検討地区に入ってますから。」

というところで，押しとおす意味があまりわからない。 

 

議長（新田会長） 

今回の議論では場所の特定はしてないです。市街地形成検討地区とか市街化調整区域の

中の本来建ってはいけないところでの都市マスで設定された地域の話ですので。 

 

坂口委員 

ですね。（都市マス上の検討地域ですね） 

検討地域というのが上げられている訳ですよね。 

 

議長（新田会長） 

そうですね。そこに関する一般的な。 

 

坂口委員 

検討地区というのを都市マスタープランで最初にあげました。それをみられたデベロッ

パーさんは，開発をしますよ。という話を想定して。でもここは，絶対変えられないもの

と認識で話されたので。 
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議長（新田会長） 

都市マスはここで決めたものなので，赤いエリアについては，何年かは変えられないで

す。 

 

幹事（課長） 

都市マスタープランを作成させていただく時に，以前の都市マスタープランでは，人口

が減少に転じる前であったこともあり，市街地検討地区は，非常に広いエリアで設定して

おりました。しかし，今回の都市マスタープランでは，津波浸水区域とか液状化区域とか

そういった被害が，想定される区域は，極力抜いて，非常に狭く設定しました。 

活断層については，なかでは，検討させていただいたのですが，何時起こるかは，非常

に確率としては，説明にも有りましたけど何千年，何万年とかなので，そこまで抜くとい

うところまでつめなかった。ですから，活断層が存在する可能性のあるところも市街地検

討地区として今の都市マスタープランに入っている状態ということです。 

 

議長（新田会長） 

坂口委員がおっしゃられたようにこれから，いろんな活断層の知見がでてくると。見直

しというのは，将来的にはありうると。こんな危険なところにも市街化調整区域を変更し

てまで区域設定することを将来，これを見直しするというのはありうると。 

 

幹事（課長） 

ありうることです。 

 

議長（新田会長） 

そこまで，今は，知見が無いので。 

 

坂口委員 

平野委員が言われるように，外にも候補地がいっぱいあるわけですから。もし，想定外

のことで何か起きた時に，結果として，なぜ，こうした話があったのに，他所にせずに，

ここを選んだのですかと。買われるかたは善意の第三者ですから。デベロッパーの方が充

分に説明するかは保証出来ないと思います。そういう中で,最終的に残るのは，当該市と住

民になる訳です。デベロッパーの方は，たぶん，売却してしまえば，「はい，お終い。」と

いうだけですから。 

 

議長（新田会長） 

それも難しいですね。何万年に一回の確率ということもあるので、近い将来に確実に起
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こるということが言えないという点が難しいところです。 

 

坂口委員 

だから，これが，鈴鹿市が活断層だらけで他に候補地がどこにもない，全部活断層で

す，というならば仕方がないでしょう。こうやってみると，推定ですけど，その場所にあ

る。そこを，結果として，検討地区に入れられていた。今のままで行けばデベロッパー

は，たぶんうごかれるでしょう。提案の書類が出ます。結果論として，受けざるを得な

い。受けました。何かありました。一体誰が決めたのですかという方向に行く気がしま

す。 

 

議長（新田会長） 

その辺いかがですか。都市計画審議会が悪いみたいなことにもなるので。 

 

坂口委員 

昨今，色々な件で審議会はなんだったのだという話があるじゃないですか。 

 

議長（新田会長） 

その辺が一番，科学的知見との関係で，発生確率とかもあるのですけど、はっきりとい

えるかどうかですね。 

 

坂口委員 

全然無い場所は，いっぱいあるのですよね。 

 

幹事（課長） 

まず，もう一度都市マスタープランの件なのですけど。都市マスタープランで，市街化

検討地区を非常に小さくしていく中でも，活断層についてまでは，非常に不明確というこ

とで，そこまでも抜くには到らなかった。ですから，活断層が通っているところにも市街

地形成地区が存在しているという前提があって，その中で，ただ単に地区計画制度を適用

した開発を認めていくにあたっては，事前協議の中でこういった手続きを踏んでおけば，

どういう活断層が走っていて，その活断層をどのように避けるような形で開発をするの

か，それに基づいて，これならば，特段問題ないだろうということに対して，都市計画決

定までに進んでいくという手続きを踏んでいくということで，今日は提案させていただい

たものです。非常に時間がかかりますし，かなりの金額的にも要すると思います。活断層

の位置が確定した時に，例えば，辺縁部にあれば，そこを開発区域から外そうといった提

案がでてくる可能性かあると思います。それも，そういった調査をした上でできると思う

ので，調査をしたからこそ提案ができるということであるので，まあ，申請区域の真ん中
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に走っているとなると，どのような提案をされてくるのか。これまでの他の自治体の例で

すと，市民農園などにして建物を建たないような土地利用の提案もあるようですので，ま

ず，そういったものかを見た上でご審議いただきたいなと思います。 

 

福嶋委員 

ここにある都市計画の決定又は変更する必要があると書いてありますが，都市計画の変

更というのは市街化区域を変更する，外すとかですか。 

 

事務局（奥西） 

これは一般的な書き方をしていますので新しく都市計画決定をすると，とっていただけ

ればと思います。 

 

福嶋委員 

このなかには，それを中止させるという事は含まれていないですか。 

 

事務局（奥西） 

中止させるというのは事前の庁内の審査委員会で審査します。 

ここで進めるべきと判断するとこちらの流れです。（通常の決定の流れ） 

ここでこれは進めるべきでないと判断した時はこちらの流れ（必要なしルート） 

 

議長（新田会長） 

質問して良いですか。調整区域では無く，市街化区域内で活断層が走っているところが

どこの市でもあるわけですけど，そこに建物が建てられるわけですが，建物を建てるとき

に建物自体は，こういう要件を満たしたら建築基準法上，建物を建てられるという現制度

があるわけですよね。活断層の存在が有る無しに関わらずに。それはクリアすれば立てら

れる，それは，現在の耐震基準をクリアしていればいいのでしょ。だから，活断層自体が

真下あって，裂かれたとしても建物自体は，耐震基準をクリアして設計していればＯ．Ｋ.

で，建つということでしょ。 

 

幹事（次長） 

熊本であった地震がありましたが，木造住宅の下に活断層があって沢山の住宅に甚大な

被害，崩壊がありました。４号確認では，地盤のことまで建築確認では審査していませ

ん。そのため，活断層の上に建っていて大きな被害がありました。設計するときに，地盤

を調べるのですが，活断層をどこまで調べられるかというのは難しいところがあります。

基本的には，活断層があれば避けることになります。施主や設計士などが考えられること

になります。 
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議長（新田会長） 

マンションとかでも I S 値とかあるのですけどそれをクリアしていたら良いと。 

 

幹事（次長） 

活断層をどこまで調べて建てているかというのは難しい部分があると思います。 

 

議長（新田会長） 

現状は難しいところがあるということですね。 

活断層を市として情報をどこまで提供するか。三重県のこの地図を見ないといけない，

国土地理院を見ないといけないとは個人任せですよね。行政サービスとしてその辺もう少

しできることはないのですか。 

 

事務局（奥西） 

すでに公開させて頂いています。 

 

議長（新田会長） 

すでにオープンになっていて，家を買う人も情報へのアクセスは，容易な状況にあるの

ですね。 

 

幹事（課長） 

鈴鹿市の広報がございますが，去年の８月の特集では掲載させていただき，情報公開に

務めさせていただいております。 

 

幹事（部長） 

補足ですが，具体的に，例えば，「ここから 10ｍの範囲が断層だ」という情報ではあり

ません。あくまで今の地図情報とほとんどかわらないです。非常に広い範囲でこの辺を通

っていますという情報です。なかなか特定できるものではないので，そういう情報ではな

いです。ボーリング調査とかしても明確にここからここまでとはわからないので。この辺

に有るだろうというくらいのものですので，その点はご理解いただきたい。 

 

議長（新田会長） 

事前相談にのっとってそれを調査したら，かなり詳しく把握できるということですか。 

 

事務局（奥西） 

専門の先生にお聞きしたお話ですと，わかる場合もあります。 
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議長（新田会長） 

わからない場合もあると。 

 

事務局（奥西） 

それは，調査結果をみてみないと，というところがあると思います。 

 

議長（新田会長） 

余談にですが，昨日も地盤の専門の先生と話したのですけど，土はコンクリートと違う

と。もともと石が壊れたものが土となっているので，その土の性質自体は壊れているの

で，性格を把握するのはなかなか難しいでしょう。石だったらずれがあったり，すぐわか

るのですけど，土になるとなかなか難しいでしょうと。 

他にございませんか。一応，皆さんご発言頂いたと言うことで，今日の議題，「提案制

度の取扱い」自体には異論が無かったと思いますけど，市街化調整区域で都市マスの市街

地形成検討地区とか新土地需要エリア，スマートＩＣ利活用エリア，というところで，こ

れから住居系，工業系を誘導しようというなかで建物ができ，人が活動するので，非常に

そういうことを考えるとしっかり調査して，場合によっては将来，活断層が大分わかって

きたら都市マスのあり方を，現在決まっている事の見直しも必要になるかもしれないこと

も留意して，今日のこれを活かしていけたらと思います。 

よろしいでしょうか。では，どうもありがとうございました。 

非常に重要な案件でございますので，これがうまく流れるようにこれから事務局のほう

も対応していただきたいと思います。 

本日ご審議いただく案件は以上となります。最後に，事務局から，その他事項について

何かありますか 

 

幹事（課長） 

 本日は特にございません。 

 

議長（新田会長） 

 それでは，進行を事務局の方へお返しいたします。 

 

幹事（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｡ 本日はどうもありがとう

ございました 
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上記のとおり第３９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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