
第１回 鈴鹿市景観計画策定委員会会議録（概要） 

 

１ 開催日時 平成 20年 10月 23日（木）１３：３０～１５：００ 

２ 開催場所 鈴鹿市役所 本館６階 庁議室 

３ 欠席委員 無 

４ 出席職員 古川都市整備部長，草川都市整備部次長，内藤都市計画課長，三谷副参事，瀧本 

５ 傍聴の可否 可 

６ 傍聴者 １名 

 

【事務局】  

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。定刻にな

りましたので，只今から第１回鈴鹿市景観計画策定委員会を開催させていただきます｡ 

 まず，最初に，都市整備部長よりあいさつを申し上げます｡ 

 

【部 長】 

策定委員会の開催に先立ちまして一言お断り申し上げます。本日皆様に委員を委嘱させてい

ただくにあたりまして，本来であれば，市長または副市長から直接御礼申し上げるところです

が，本日は欠席させていただきました。私よりあらためてお礼を申し上げます。また，失礼と

は存じますが委嘱書をお手元の方に配布させていただいていますので，よろしくお願いいたし

ます。 

 皆様，本日はお忙しい中，第１回 鈴鹿市景観計画策定委員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，各般にわたりまして格別のご協力をいただいていますことを，厚く御礼申し上げま

す。 

 平成 16年に景観法が制定されて以来，全国の多くの自治体が景観行政団体となり，景観法に

基づいた独自の景観施策を行っています。それぞれの自治体の特性を生かすような，独自の景

観施策を行うためには，良好な景観を形成するための方針を示した「景観計画」が必要となり

ます。 

現在，鈴鹿市域においては，三重県の景観計画に基づく景観施策が行われていますが，今後，

鈴鹿市においても鈴鹿市の特性を生かした景観施策を行っていくために，平成 21年 1月 1日に



景観行政団体となり，鈴鹿市独自の景観計画を定めることといたしました。 

 そこで，鈴鹿市景観計画を策定するにあたり，「鈴鹿市景観計画策定委員会」を設置すること

といたしました。  

 鈴鹿市の良好な景観は，現在や将来の市民共通の資産です。景観計画はそれらの資産を保全，

創出していくための大きな柱となる総合的な計画です。 

委員の皆様のご意見を賜りながら，景観計画を定めることで，鈴鹿市の景観の将来像を明ら

かにし，そこで暮らす人々の生活の質の向上につながるような景観づくりをして参りたいと考

えていますので，よろしくお願いいたします。 

本日はどうもありがとうございます。 

 

【事務局】 

 それでは，議事に入らせていただく前に資料の確認をさせていただきたいと思います。先ほ

ど部長からも申し上げさせていただいたように，直接お渡しさせていただくところですが，委

嘱書の方を各お席の方に置かせていただいています。それが一番上に置かせていただいている

と思います。その下に本日の事頄書，A4一枚ですが，その次が当策定委員会の委員名簿，続き

まして，鈴鹿市市民委員会規則，鈴鹿市景観計画策定委員会運営要領，審議会等の会議の公開

に関する指針，鈴鹿市景観計画策定委員会傍聴要領，あと参考といたして，会議の公開の基準

というものこれらが各席の方に置かせていただいていると思います。もし，書類に不足等申し

出ていただけましたら，事務局の方で再度ご用意させていただきます。 

それでは，策定委員会の発足にあたりまして，ここで，改めまして委員の皆様方を委員会委

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，よろしくお願い致します。 

 

 （別紙名簿により紹介。） 

 

 以上１３名の皆様方です。 

  改めまして，委員の皆様，よろしくお願い申し上げます。 

それでは，委員会の委員長につきまして，ご報告申し上げます。当委員会の委員長につきま

しては，鈴鹿市市民委員会規則第４条第１頄にもとづき，委員長は委員の方から互選によって

選ぶこととなっています。 



いかがさせていただきましょうか。 

 

【Ａ委員】 

 事務局一任 

 

【事務局】 

 ただ今「事務局一任」とのお声を頂いたことから，事務局より推薦させていただきたいと存

じますが，よろしいでしょうか。 

 

【委員一同】 

 （異議なしの声） 

 

【事務局】 

事務局といたしては，村山委員を委員長に推薦させていただきます。 

村山先生は『名古屋大学 大学院 環境学研究科 都市環境学専攻 准教授』としてお勤め

です。『都市計画』『都市デザイン』『まちづくり』を，ご専門とされておりまして，平成１８年

度より，当市の景観計画策定アドバイザーとして，当市の景観施策展開に，ご尽力いただいて

います。 

また，三重県におきましては，平成１９年度より『都市マスタープラン改定基本方針策定委

員会』の委員として，三重県の将来都市像を明確にする為の基本方針作りに，関わっていただ

いています。 

このように，大学で都市計画やまちづくりに関して専門とされているだけでなく，三重県の

マスタープランや当市の景観施策に深く関わっていただいていることから，村山先生に委員長

をお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

【委員一同】 

 （異議なしの声，拍手） 

 

【事務局】 

 皆様にご賛同いただいきましたことから，村山先生に委員長をお願いしたいと存じます。そ



れでは，村山委員長より一言ご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 なお，ご発言いただくときはマイクをご使用ください。お手元の機械の右から二つ目の「要

求４」というボタンを押していただきまして，発言が終わりましたら，次の５番の「終了」ボ

タンをお押していただくというところでよろしくお願い申し上げます。 

 

【委員長】  

それでは，ご推薦ご賛同いただきましたので，規定によりまして私が委員長を努めさせてい

ただきますので，よろしくお願い申しあげます。 

 

【事務局】 

 つづきまして，委員会規則第４条第３頄にもとづき，委員長から職務代理者の指名をお願い

いたします。 

 

【委員長】 

 それでは，職務代理者ですが，委員長権限で指名させていただきます。 

皆様それぞれご見識ある方ですが，豊田委員さんにお願いしたいと思いますので，よろしく

お願いします。 

 

【事務局】 

 それでは，豊田委員様，職務代理者をよろしくお願いいたします。一言ご挨拶をお願いいた

します。 

 

【豊田委員】 

鈴鹿市都市計画審議会の専門委員もさせていただいていることもあり，選んでいただいたの

かと思っています。一生懸命努めさせていただきますのでよろしくお願いします。 

 

【事務局】 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは，議題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。 

審議会等に会議の公開に関する指針に基づき次の 2点についてご了承いただきたいと思いま



す。 

まず１点目ですが，この委員会につきましては，原則公開となっています。 

それから２点目なりますが，委員会の開催以降なるだけ早く，市民に広く知っていただきた

いということで，議事録を作成し，インターネットで公開するという点につきましてご了解を

いただきたいと思います。  

なお，議事録作成のために録音をさせていただくこととなりますのでご了承ください。 

委員の皆様のご発言につきましては，それぞれの委員さんの氏名等は伏せた形で，会議概要

という形でお示しさせていただきたいと思います。 

作成した議事録は事前に委員長に確認いただいたうえで，公開させていただきます。 

以上 2点につきまして，よろしいでしょうか。 

 

【Ｂ委員】 

 すみません。議事録の件ですが，委員の名前を伏せて「委員」という表記ということですが，

「委員」と表記するだけですか？それともＡとかＢとかつけますか？ 

 

【事務局】 

 全体の会議の流れが単に「委員」というだけでは，見ていただく市民の方からいたしても非

常にわかり辛いものとなってしまいますので，会議終了までの間はそれぞれの委員さんを「Ａ

委員」「Ｂ委員」というように公開させていただきたいと思います。 

 それでは，委員長すみませんが，議事進行よろしくお願いいたします。 

 

【委員長】  

 はい，先ほど事務局から説明がありましたが，この策定委員会は原則公開となっています。

今回の議題につきましても，公開とさせていただきたいのですが，よろしいでしょうか。 

 

【委員一同】 

 （異議なしの声） 

 

【委員長】  

 それでは，お手元に配布させていただいています事頄書に基づいて，進めさせていただきま



す。まず，会議の運営に関して，事務局から当委員会の運営要領及び傍聴要領策定の報告があ

ります。 

 これらについて，事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局】  

議題（１）「鈴鹿市景観計画策定委員会運営要領」及び「鈴鹿市景観計画策定委員会傍聴要領」

についてご説明申し上げます。 

 鈴鹿市景観計画策定委員会を運営していくにつきまして，「市民委員会規則」及び「審議会等

の会議の公開に関する指針」に基づき，「鈴鹿市景観計画策定委員会運営要領」及び「鈴鹿市景

観計画策定委員会傍聴要領」を定めさせていただきました。時間の都合上，詳細な説明につい

ては，お手元に配布させていただきました資料を持って省略させていただきます。当委員会に

つきましては，これら要領により運営させていただくこととなりますので，よろしくお願いい

たします。手短ですが，よろしくお願いいたします。 

 

【委員長】  

 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｡ 

 

【委員長】 

 よろしいでしょうか。そうしましたら，これより当委員会は鈴鹿市景観計画策定委員会運営

要領及び鈴鹿市景観計画策定委員会傍聴要領に基づき，運営させていただきます。 

本日は，委員会委員数１３名中１３名の全員の委員さんにご出席をいただき，２分の１以上

に達していますので，鈴鹿市景観計画策定委員会要領第２条第２頄の規定により委員会は成立

していますことを報告いたします｡   

また，本日の傍聴人につきましては，一般傍聴人の方１名が来られていますことを報告いた

します。 

それでは，傍聴人の方の入室をお願いします。 

 

【委員長】 

 それでは，あらためまして，事頄書に基づき議事を進めていきたいと思います。 

 改めまして事務局より，鈴鹿市景観計画策定委員会について説明をお願いします。 



 

【事務局】   

それでは，議題（２）鈴鹿市景観計画策定委員会について説明させていただきます。先ほど

とは異なりまして，実務についての説明です。 

平成 16年に景観法が制定されて以来，全国の多くの自治体が景観行政団体となり，景観法に

基づいた独自の景観施策を行っています。独自の景観施策を行うためには，景観を誘導・規制

を行う方針を示した「景観計画」が必要となります。 

現在，鈴鹿市域においては，三重県の景観計画に基づく景観施策が行われていますが，今後，

鈴鹿市においても独自の景観施策を行っていくために，平成 21年 1月 1日に四日市・伊賀・松

阪・伊勢に継ぎまして，景観行政団体となり，鈴鹿市景観計画を定めていきます。 

そこで，鈴鹿市景観計画を策定するにあたり，「鈴鹿市景観計画策定委員会」を設置すること

になりました。 

当委員会では，鈴鹿市景観計画案の策定を行っていただきます。 

策定委員会で策定すると申しても，限られた開催回数の中で，鈴鹿市景観計画をゼロから作

成するのは，時間的に非常に厳しいものがあります。そこで，作成の方法といたして，現在庁

内の若手職員・景観形成に密接に関わる部署の職員によりワーキンググループを開催していま

す。そこで，ワークショップなどの様々な調査・研究を重ねながら，ＷＧ案を作成させていた

だきます。当策定委員会においては，そのＷＧ案を原案とし，その内容についてご意見をいた

だきたいと考えています。 

いただいたご意見を受け，原案を事務局及びＷＧで調整し，修正案を再び策定委員会に報告

するということの繰り返しで，鈴鹿市景観計画素案を策定していただきたいと考えています。 

素案が完成しましたら，都市計画審議会の意見聴取やパブリックコメントなどの法定手続き

を経まして，「鈴鹿市景観計画案」の確定となります。当委員会はこの「鈴鹿市景観計画案」が

策定されるまでとなっていますので，よろしくお願いいたします。 

以上です。 

 

【委員長】  

 どうもありがとうございました。策定委員会について，説明いただきましたが，ご質問やご

意見がありましたら，ご発言をお願いいたします｡ 

 



【委員長】  

特にご発言ないようですので，次に進めさせていただきます。 

それでは，（３）の景観法及び景観計画についてということで，事務局から景観法の具体的

中身や景観計画の中身について説明いただくのですが，その前に，景観計画の策定に向けてと

いうことで，景観のアドバイザーもさせていただいてることもあり，私の方からイントロの話

しをさせていただきます。 

 

【委員長】  

 スクリーンにスライドを用意しましたので，ご覧いただけたらと思います。 

 平成１７年６月に景観緑三法が全面施行されまして，これにより，自治体が景観行政を進め

る仕組みが整いました。メインは一番の景観法ですが，その他に景観法の施行に伴う関係法令

の整備等に関する法律ということで，関連する都市計画法とか屋外広告物法その他関連法律が

少し改正になりました。 

 それから，景観にはたくさんの要素がありますが，都市の中の緑は重要な要素であり，都市

の中の緑地については，緑地保全法というのがありまして，この中身を少し改正しています。 

 そして，最初の景観法ですが，細かいことは後から事務局から説明があると思いますが，景

観計画の策定とか，景観計画の区域，それから景観地区等におけるいろいろな規制，景観整備

機構といろいろと自治体の方で景観行政を進めるにあたっての仕組みが景観法によって規定さ

れました。 

 なぜ，景観法ができたかと申しますと，実はそれまでも全国各地で既存の仕組みによって景

観行政は行われていたわけですが，全国各地で景観をめぐる論争が絶えないことからお分かり

になると思いますが，これまでの制度では限界がございました。これまでの制度としては，ま

ず，文化財保護法による伝統的建造物群保存地区があります。ここで歴史的な街並みは保護さ

れます。都市計画において地区計画制度というのもありまして，郊外の一戸建て住宅の中で良

好な景観を保全しよういうところでは，都市計画法に基づく地区計画を定めてそのもとで景観

を維持していこうという取組みがあります。それから３番目ですが，約５００の地方公共団体

では自主条例が作られまして，その条例に基づく制度を通じて，景観保全，景観創造の取り組

みが行われてきました。ただし，そういう制度があってもマンション紛争とかいろいろな歴史

的まちなみの破壊の問題とか景観論争が絶えなかったわけでして，国としては景観を真正面か

ら扱う基本的な法律を制定することで，自治体が積極的に都市及び田園の景観形成を推進する



ことを期待できるような制度を用意いたしました。そして，鈴鹿市も鈴鹿市自身が積極的に景

観行政を行うということで景観行政団体になるという流れになっています。以上が制度的な話

です。 

 私は，２００７年４月から景観アドバイザーをさせていただいていますが，私の印象に残っ

ている鈴鹿市の景観について少し写真でご紹介したいと思います。 

 この写真は，鈴鹿市の市街地から東名阪の鈴鹿 I.Cに向かうときに見える鈴鹿山脈とその前

に広がる田園風景です。ちょっと道路から撮ってしまったので田園風景が見えないのですが，

山脈の麓には綺麗な田園風景が広がっています。―― ですが，そのような美しい風景を台無し

にしてしまうような屋外広告物があったりします。この写真の奥の方にだいぶいろいろなお店

等の看板が存在します。それから，こういった幹線道路沿いに大きな広告物があって，こうし

た広告物が，鈴鹿山脈とその手前の田園風景の綺麗な景観を破壊していると私としては思いま

した。 

 それから，少し山脈の近くに行ってみますと，採石場の跡がありまして，これはこれで産業

として重要なのでしょうが，景観面からすれば少し問題なのではないかというところがありま

した。 

 街の中に行きますと市の南西部には伝統的な集落がまだ残っておりまして，大都市ですとこ

ういったものもすぐに破壊されなくなってしまうのですが，こうしたものも印象に残っている

景観の一つです。―― ですが，その集落からちょっと外に出ますと，無秩序な開発がありまし

て，ご覧のとおり，コンビニエンスストアとかスーパーマーケットの類が出て参りまして，な

るべく目立つ看板を作ろうということで，このような状態になっています。 

 これは，市役所の展望台から見たところですが，これはなかなか他の都市では見たことなか

ったのですが，市街地の中に田んぼがあるのです。市街地の中にオアシスのようにセントラル

グリーンと呼ばれる田園がありまして，普段皆さん当たり前のように見ているから気付かない

かもしれませんが，鈴鹿市の特徴を現す景観の一つだと私は思いました。 

これは，この住宅地だけではないですが，計画的に造成された住宅地で緑豊かで閑静な住宅

地がございました。 

一方で，高度成長期というか，人口が増えた時にどんどん住宅をつくって，これから，成熟

化を迎えるような住宅地もあって，ここではまたこれからどのような景観をつくっていくのか

課題になるのだろうな，という印象を受けました。 

それから，美しい海岸とそれに隣接する市街地，これも印象に残っていますし，それから，



これはいい景観でないかもしれませんが，中央道路を走って見ますとの競うように大きく派手

な看板が乱立しています。これも良いか悪いかという議論もあると思いますが，これも印象に

残っている景観の一つです。 

それから，街道は旧東海道，伊勢街道があります。それぞれ非常に落ち着いた歴史的まちな

みが残っています。伝統的建造物群保存地区に指定されるほど，歴史的建物は残っておりませ

んが，いくつか鍵になるものは残っていますし，まちなみの形自体非常に歴史的なものだと思

っています。 

それから，私も子供のころよく遊びに連れて行ってもらいましたが，鈴鹿サーキットの周辺

は，自動車産業とモータースポーツという産業の力強さがあり，これも非常に印象的な景観で

す。 

田園に行きますと，のどかな田園風景が残っていますし，この楠のような地域のシンボルと

なるような景観もございます。 

それから，鈴鹿川とその周辺。非常に自然豊かな環境が残っておりまして，これも私が気に

入っている景観の一つです。 

何点か写真でご紹介させていただきましたが，お察しのとおり，個人的な意見として，保全

したいと思う景観と改善して新しく創造したい，どうにかしたい景観と混ざっていたと思いま

す。今お示ししたのは私個人の印象・意見でございまして，当然この委員会の委員の皆様，鈴

鹿市の市民の皆様の総意ではありません。景観行政の難しいなと思うところは，どの景観が鈴

鹿市の中で特徴的で，どの景観を保全すべきで，どの景観をどのように改善して新しい景観を

創っていくかということについて，それぞれみなさんの意見が異なる。景観というのは主観が

入りますので，それぞれ皆さんいろんな意見をお持ちだと思います。ただ，多くの皆さんに共

通する意見もたくさんあるはずで，それらを丁寧に確認していきたいなと思っています。 

 それから，景観計画には，できるだけこのように多くの皆さんが共感するような景観保全・

改善・創造の方針とそれを実現する仕組みを盛り込んでいきたいと思っています。 

まとめですが，景観を含む都市と田園の環境は，私達の経済的・社会的活動によって常に変

化しています。都市・田園環境は，これまではどちらかといえば悪い方向へ変化してきたこと

が多かったと思いますが，これからは少なくとも現状を維持し，できれば良い方向へと変化さ

せることを目指したいなと思っています。 

今，環境問題とか持続可能性の問題が，だんだん世界的に話題となっていますけれども，我々

の世代だけを考えるのではなく，われわれの子どもや孫の世代のことも考えて，わたしたちが



目にしているものよりも良い状態の美しい都市・田園環境を残したいと思っています。その取

組みというのは非常に大変な作業だと思うのですが，その第一歩として，次世代に残す鈴鹿市

の景観について考えるというのが，初めてつくる景観計画というように考えています。 

以上，景観計画策定に向けての話でした。 

これで私の話は終わりまして，続いて事務局の方から，景観法及び景観計画について，もう

少し細かいお話を頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】  

 それでは，議題の（３）景観法及び景観計画についてご説明させていただきたいと思います。 

 かなり端折りました説明になりますが，景観法・景観計画の全体的なイメージをつかんでい

ただけたら幸いです。 

 まず，景観法です。景観法は平成１６年に成立いたしました，１０７条からなる法律です。

地方公共団体の取り組みを法律的にバックアップするための枠組みを決めた法律です。今まで

の地方自治体の景観に関する自主条例では，行政指導と言いますか，お願い行政でしかなかっ

たものに，景観法により法的な根拠を持たせたものです。ただし，地方公共団体（景観行政団

体）が作る景観計画・条例によって，初めて効力を持つものとなっています。 

景観法は，基本的な部分と良好な景観の形成のための具体的な規制や支援を定める部分に分

かれています。基本的な部分では基本理念や国，地方公共団体，事業者及び住民の責務を明ら

かにしています。責務を具体的に言うと，地方公共団体は施策の策定とその実施をすること。

住民はその施策について協力をしていくことを責務として定めています。規制の部分に関して

は，景観計画の策定，景観計画区域，行為制限，各種制度について定めておりまして，この後

具体的に説明させていただきます。 

景観計画の説明に入ります前に，先ほどから何度も出ています，「景観行政団体」について説

明させていただきます。「景観行政団体」はその地域の景観に関する施策を一元的に行う主体で

あって，都道府県や市町村がなることができ，ここにおいては，鈴鹿市が該当します。 

景観行政団体にならないことには，景観計画を定めることができません。鈴鹿市の場合です

と，平成２１年１月１日に景観行政団体になる予定ですので，それ以降でないと景観計画を定

めるための法定手続きを行うことができません。今皆さんにお集りいただいているこの委員会

はその法定手続きを行うための「景観計画案」を作成するものです。 

それでは，景観計画の概要について説明いたします。 



地方公共団体の責務を実行していくためには，先ほど説明いたしました景観計画が必要とな

ってきます。平成１６年に景観法が制定されて以来，全国の多くの自治体が景観行政団体とな

りまして，景観法に基づいた独自の景観施策を行っています。独自の景観施策を行うためには，

良好な景観への誘導・規制を示した景観計画が必要となります。景観計画とは景観行政団体が

法の手続きに従って，定めることができる良好な景観の形成に関する計画のことです。現在，

鈴鹿市域においては，三重県の景観計画に基づく景観施策が行われていますが，今後鈴鹿市に

おいても独自の景観施策を行っていくために，平成２１年１月１日に景観行政団体となり，鈴

鹿市景観計画を定めていきたいと考えています。 

次に景観計画の構成についてです。景観計画だけに留まらず，さまざまな計画，総合計画や

都市マスタープランにしてもそうですが，計画を立てる場合には，まず現状分析をいたして，

それについての目標を決める。その後，その目標を実現するための対策・手段を考えるという

のが一般的な進め方になると思います。三重県の景観計画もこれに従っていますし，私ども鈴

鹿市の景観計画もこのような形で進めていきたいと考えています。 

まず現状分析ですが，景観類型別に分類しています。鈴鹿市もある程度の面積があるため，

景観の特性，例えば田んぼであるとか山，川，海，市街地等のような類型にわけまして，類型

ごとにどのような問題点があるかを考えていきたいと思います。 

お手元に三重県の景観計画をお持ちの方は，目次を見ていただきますと，だいたい７６頁あ

たりまでは，この類型に分けるための方法・分析――文化的に分けたり，地形的に分けたりし

ておりまして，三重県は大部分のページ数をこの類型分けに費やしています。三重県の場合は

ずいぶん広い圏域ですので，多くのページを費やすことで，類型分けの分析をしています。 

２番目の改善の方向性（目標），これは全体的な目標と類型別の景観形成方針です。田んぼの

部分についてはこうしていきたい，山についてはこうしていきたいな，というような目標があ

ります。これについても，三重県景観計画で言うと，P77，P80～P94 あたりまでが，基本の計

画と役割ということで定めています。  

３番目ですが，解決のための手段，目標を達成するための手段ですが，これには規制・誘導・

支援などが含まれることとなります。支援については P95 あたり，規制・誘導については P96

あたりに記載していますので，これも参考に御読みください。 

 

景観計画に定める事頄ですが，景観法に定められておりまして，これだけは必ず決めなさい

という部分と，地域の特性に合わせて選んで定めなさいという部分に分かれています。 



必ず決めなければならないこと，必須事頄についてですが，まず景観計画の区域，計画の影

響を及ぼす区域ですが，だいたいその市町の行政区域と一致する場合が多いかと思います。た

だ，景観計画区域を市域の一部分にかける場合，市域に景観計画が複数存在する場合もござい

ます。 

次に景観計画区域内における良好な景観の形成に関する方針，目標ですが，これも必ず必要

です。 

それから，行為の制限に関する事頄。これも目標を実現するための手段ですので必要となっ

てきます。 

次に景観重要建造物・景観重要樹木。これも聞きなれない言葉で，後ほど説明いたしますが，

景観上特に重要と思われる建造物や木につきましては，景観行政団体がそれを指定することで

保護・保全していくという形がとれます。 

 

選択頄目といたしては，屋外広告物の表示等に関する行為の制限に関する事頄。これはあく

まで選択事頄でして，鈴鹿市もこれに対して選択して制定することもできますが，ただ，屋外

広告物の景観に関しては，別に屋外広告物法という法律がございます。それに従いまして，三

重県は屋外広告物条例を定めています。屋外広告物と景観については，密接な関係があるわけ

ですが，広告物の景観に関しては，屋外広告物法に基づいて規制していこうという考え方です

ので，選択はできますが，鈴鹿市としての実体的な規制はなかなか難しいのではないかなと思

います。これについては，後ほどまた説明させていただきます。 

続きまして，景観重要公共施設の整備に関する事頄。所謂，道路や河川，都市公園につきま

して，定めることができるものです。これにつきましても後ほど説明させていただきます。 

景観重要公共施設の占用に関する事頄，景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な

事頄，自然公園の許可の基準，このあたりも項次説明させていただきます。 

景観計画の区域については，市全域を区域として定めていきたいと考えています。 

景観形成の方針（類型別の方針）につきましては，次回以降，私共の方から提案をさせてい

ただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

行為の制限に関する事頄に関してですが，どのような規模の行為を届出の対象とするのかと

いう，届出対象行為を規定していく必要があります。また，届けられたものに対して，どのよ

うな基準で審査を行っていくのか，という景観形成基準というルールも作っていく必要があり

ます。 



 

届出対象行為は，必須届出対象行為といたして，建築物，工作物，開発行為があり，これら

につきましては，必ず届出をしてくださいということになっています。ただし，政令によりま

して，屋外広告物法，屋外広告物条例に規定する物件は除外されますので，工作物の設置の中

からは，屋外広告物に関するものは除外されています。また，法律上，建築物，工作物，開発

行為全て本来は届出なければなりませんが，その景観計画をたてる景観行政団体によって条例

で適用除外を定めることができます。三重県の場合は高さ１３メートル以下とか建築面積１，

０００㎡以下の建築物につきましては，届出なくていいですよ，と適用除外を定めています。

その他選択可能な届出対象行為といたして，上の３つは必ず届けてもらわなくてはなりません

が，それ以外に，その地域の事情に応じまして，届けてもらったほうがいいだろうと思われる

ものに関しては，１から７のうち全てでも構わないですし，一部分でもいいですが，絞り込ん

で規定することが可能です。三重県の場合は１番の【土地の開墾，土石の採取，鉱物の掘採，

その他の土地の形質の変更】と４番の【屋外における土石，廃棄物，その他物件の堆積】を届

出対象行為に入れています。三重県の場合ですが，届出対象行為の範囲を示した表があります。

先ほど申し上げましたように，本来ですと建築物とか工作物全てを対象としているのですが，

三重県の場合は適用除外を設けることで，比較的大きなもの高いもの，高さが１３ｍを超える

ものとか，１，０００平方メートルを超えるもの。土地の形質変更に関しても３，０００平方

メートルを超えるものを対象としています。 

次に景観形成基準です。 

行為の制限につきまして，私ども勧告等をするわけですが，その時も何らかの基準となるも

のが必要となってきます。その基準の運用は担当者の変更や，時間により変わるものであって

はいけませんので，具体的な運用に関しては，景観形成基準についてのガイドラインという形

で定めます。三重県景観計画で言うと景観計画上の景観形成基準について「行為の制限に関す

る基準解説書」「三重県景観色彩ガイドライン」というのがこれにあたります。これは，近江八

幡の例ですが，高さや緑化，意匠について非常に詳しく定めています。伝統的な建築物があり

それらでまちなみを築いているようなところについては，非常に厳しく定めるべきなのでしょ

うが，鈴鹿市についてどの程度まで決めるべきなのか，皆さんに審議していっていただきたい

と思います。さて，これは，色彩基準における色見本ですが，マンセル値と言いまして，色を

色相，彩度，明度に分けた指標がありまして，「何番から何番の間の色を使ってください」とい

う絶対的な値で示すことができます。三重県につきましてもこのあたりは特に厳しく指導して



いただいているところです。鈴鹿市の場合も指導していくのであれば，このようなマンセル値」

を用いまして，何番から何番という絶対値で示していかなくてはいけないと感じています。 

次に景観重要建造物及び景観重要樹木です。先ほども申し上げましたように，景観的に大事

な建物であったり木であったりを指定していくという形になります。これは景観行政団体の長

が指定をいたします。指定をすると，外観を変更したりする場合は，景観行政団体の長の許可

が必要となります。許可が必要となってくるとなると維持管理が困難だという場合には，景観

行政機構――後ほど説明いたしますが――という別の団体を指定することで，そこに維持管理

について任せることもできます。あと，建築物の外観にかかるに関する建設基準法上の規制緩

和等もございます。ただ，外観の維持・変更に相当の規制がかかりますので，個人のお宅を指

定するとなると，そのあたりについて了解を得る必要があり，なかなか難しいものがあります。

今のところ，佐々木信綱さんの生家や長太の大楠などが指定の候補となってくるのではないか

なと考えています。指定の基準ですが，ここにありますように「どこからでも見えるもの」と

か「良好な景観の形成に重要なもの」であるとかございますけれども，これも鈴鹿市で指定の

基準を定める必要があります。また，景観審議会という審議会も作りますので，指定について

はその審議会の場での審議も必要になるのではないかと考えます。申し遅れましたが，松江市

の例もありますが，景観重要樹木は一本一本単位での指定となりますので，森や林といった樹

木の集まりについては，指定することはできません。 

 

次に，景観法の活用方法についてですが，景観協定，景観協議会，景観整備機構，景観計画

の提案制度等がございます。 

景観協定についてですが，建築物・緑・工作物・看板・青空駐車場など景観に関するさまざ

まな事柄を一体的に協定するものです。これは土地所有者の全員の合意により自主的に協定す

るものです。ここでの土地所有者の全員の合意というのが，なかなかハードルが高いところだ

とは思います。範囲の制限は特にございませんが，そこに住む方の全員の合意があれば，ハー

ド面だけではなく，ソフト面も含めていろんなことを協定で定めることができます。あと，新

たに土地所有者になったものにも有効で，つまり協定を結ばれた土地を後から買われた方もそ

の協定に参加しなくてはいけないということとなっています。この協定については，景観行政

団体の長が認定を与えることでこの承継効が発生します。これは，景観協定の実例ですが，各

務原市のテクノプラザというところがございます。これは産業団地ですが，緑地率や建蔽率，

容積率，社名看板などをいろんな形の景観協定を結んでいます。ここはさらに，景観協定と同



時に景観地区の指定をしています。景観地区というのは ―後ほどまた説明しますが―，都市計

画で決められる一つでして，非常に厳しい制限となっています。景観地区では高さや壁面の位

置，形態意匠といった一定のハード面しか規制できませんが，景観協定により細かいソフト的

な要素を定めています。 

次に景観協議会です。景観協議会は住民･事業者と関係行政機関等とが協力して取り組む場と

なっていますが，景観行政団体，景観重要公共施設の管理者――例えば県道や国道の管理者等

が考えられますが，景観整備機構が組織できる協議会となっています。必要に応じまして，関

係行政機関，公益事業者と一緒になって協議を行うこともできます。協議会で決めたことには

尊重義務が発生します。活用イメージとしては次のようなものです。ここで一番上から見てい

ただきたいのですが，これは木曽川ですが，その両岸各務原市と犬山市が，木曽川沿岸の地区

で宅地開発が実施されるなど良好な景観が損なわれつつある状況の中で，互いに景観行政団体

である両市が，木曽川景観協議会を設立しました。 

次に景観整備機構ですが，NPO 法人等を指定して，住民主導の持続的な取り組みを支援する

組織です。民法３４条の公益法人及び NPO 法人がなることができます。これにつきましては，

景観行政団体の認可が必要となってきます。例といたしては，京都の景観・まちづくりセンタ

ーで改修の支援などをしています。 

次に景観農業振興地域整備計画。これは農振地域においてこのような整備計画をつくること

ができるようになっています。景観と調和のとれた農業的土地利用を誘導するということにな

りまして，その利用について勧告ができます。その勧告に従わない場合は，権利移転に関する

勧告を行うことができます。また，景観整備機構――先ほどありました NPO 等がなることがで

きる機構が，協議の勧告に係る農地の利用権を取得し，管理することができる。たとえば，「あ

なたの田んぼは耕作放棄地となっていて，景観上良くないので耕作してください。」と勧告した

時に，その土地の所有者が勧告に従えないという場合，景観整備機構にその農地の耕作権や所

有権を渡して，耕作してもらう。というようなことができます。 

それから，先ほどから申し上げている屋外広告物の掲出等の行為に関する制限ですが，何度

も申し上げますように，屋外広告物に関しては，屋外広告物法，三重県屋外広告物条例がある

ため，景観法・景観条例の適用除外となっています。ただし，景観計画の中で屋外広告物に関

しても，制限に関する事頄は定めることができます。定めることはできますが，届出の対象行

為となっていないため，鈴鹿市の景観条例からは手が出ない。定めるだけ定めて手が出ない。

この問題を解消するには，鈴鹿市が景観行政団体になりますと，屋外広告物条例の制定権を三



重県から移譲を受けることができますので，鈴鹿市も時期を見て屋外広告物条例を自前で制定

し，景観計画に沿った屋外広告物の条例を定め，屋外広告物に関する規制をかけていくことが

必要と考えられます。 

あと，これは景観計画の中身とは直接関係ございませんが，景観計画というものは出来上が

ってしまえばこれで終わりというものではございません。住民の方の景観に対する意識の高ま

りというものありますし，そういう場合には住民の方からの景観計画の変更につきまして，提

案できますよ。という制度があります。この提案を受けた場合は景観行政団体は，受け付ける

のかどうかということを検討していく必要がありますので，前に少し出ました，景観審議会の

意見聴取等が必要となってきます。 

先ほど少しお話しましがた，都市計画で決めることができるものとして，景観地区という制

度があります。景観計画区域と言葉は似ていますが，景観計画区域は鈴鹿市全体を広く緩く規

制等を行っていくものです。一方，景観地区は都市計画をされる地区です。これは，都市計画

法によるもので，都市計画審議会で審議し，都市計画決定を受けるものです。そして，先に申

し上げましたように，高さや壁面の位置，形態意匠などにおいてより厳しい制限を受けること

となります。景観地区内で新築や改築を行うときには形態意匠等については，市長村長の認定

が必要となります。景観地区内での可能な制限ですが，種類，位置，区域，面積，名称これは

当然決めさせていただいて，あと，建築物の形態意匠の制限をかけます。「このようなデザイ

ン・色づかいはやめてください」というような制限をかけることとなります。これにつきまし

ては，認定が必要であり，違反した場合には変更命令も可能です。 

それから，選択事頄といたしては，建築物の高さの最高限度又は最低限度，壁面の位置の制

限，建築物の敷地面積の最低限度等がございます。あと，景観地区内において都市計画で定め

ることができるのは，建築物に関してのみです。工作物については，別途条例が必要となりま

す。 

以上，事務局からざっとですが，説明させていただきました。 

これが，景観法，景観計画についての制度の説明でございました。この制度を使った提案が

ＷＧからあがってきます。それが，鈴鹿市にとって使えるものなのか，使えないものなのか，

審議をよろしくお願いしたいと思います。 

 

【委員長】  

非常に盛りだくさんの制度ですので，解説が難しかったと思われますが，よくまとめてくだ



さって感謝いたしています。今の内容につきましてご質問やご意見はありますでしょうか。 

 

【委員Ｃ】 

今説明していただいた内容をペーパーにして配っていただくことはできますでしょうか。 

 

【事務局】 

 次回の策定委員会までの間にお渡しさせていただきます。 

 

【委員長】  

 他にございますか。 

 

【委員Ｃ】 

 ついでに鈴鹿の都市マスの方も一緒に考えていく必要があると思いますので，皆さんにお渡

しいただければと思いますが，いかがでしょうか。 

 

【事務局】 

 参考資料として製本してある方をお渡しするということでよろしいでしょうか。 

 

【委員Ｃ】 

 はい。できましたら，次回までに勉強しておきたいので，それまでにお配りいただけたらと

思います。 

 

【委員長】  

 はい，そのようにお願いいたします。 

 他にご質問ご意見等ありますか。 

 

【委員長】 

 ないようですので，次の議題に移りたいと思います。次は（４）鈴鹿市景観計画策定スケジ

ュール。事務局の方からスケジュールについて説明をお願いします。 

       



【事務局】  

鈴鹿市景観計画の策定スケジュールについて説明させていただきます。 

 まず，今日この策定委員会が発足したわけですけれども，この 10月から来年の 10月くらい

の１年間で，ＷＧの原案を元に当委員会で素案を作成いたします。平この 1 年の間にできれば

７～8回委員会を開催し，素案を練っていけたらと考えています。 

 それから，素案が作成されましたら，次の段階に進みまして，平成 21 年 10 月から平成 22

年 1月の間に景観法で定められている必須の法定手続きである，公聴会・パブリックコメント・

地域説明会等を行い住民意見の反映を行いたいと考えています。 

 次に，平成 22年 2月～3月の間に景観法と鈴鹿市景観づくり条例に定められている手続きで

ある，都市計画審議会・景観審議会からの意見聴取を受けまして，素案の修正を行い，それを

鈴鹿市景観計画（案）として確定いたします。 

 先ほどもご説明させていただきましたが，ここまで案を策定するまでが，当委員会による作

業となります。 

 さらに，その後，鈴鹿市景観計画（案）の確定いたしましたら，鈴鹿市景観づくり条例を，

景観計画案に合わせたように修正し，鈴鹿市景観計画の告示を行い，周知期間を経たうえで，

平成 22年 10月 1日に運用を開始したいと考えています。 

 スケジュールに関しては以上です。 

 

【委員長】  

 ありがとうございました。ご覧のスクリーンに従いご説明いただきました。スケジュールに

ついて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｡ 

 

【委員長】  

 よろしいでしょうか。ないようでしたら，最後の議題となりますが，これまでの取組内容に

ついて説明をお願いしたいと思います。事務局お願いします。 

 

【事務局】   

 鈴鹿市での取組内容ということで，説明させていただきます。 

まず，平成 18年度から庁内においてＷＧを立ち上げ，景観に関して様々な検討を行ってまい

りました。 



 ＷＧのメンバーについてですが，景観形成を行っていくうえでは非常に関連が深いと思われ

る課を中心に構成されています。具体的には，企画課 管財営繕課 地域課 文化課 廃棄物対策

課 都市計画課産業政策課 商業観光課 農林水産課 道路整備課 道路保全課 河川課，それらの

課から代表のメンバーと，そしてその中に景観アドバイザーとして村山先生にご参加いただき，

運営して参りました。 

 ＷＧ発足後には，市民アンケートにより，鈴鹿市民の景観に対する意識，代表的景観・眺望

点，景観についてのルール策定についてなどの市民意識や意見を収集いたしました。ＷＧでは

これら市民アンケートや関係各制度，関係各課の意見，村山先生からのアドバイスなどを基に

検討を重ねて参りました。 

 具体的にどのようなことを検討してきたかと申しますと，「市内の景観の特性を踏まえた類型

分け」を検討して参りました。あと関係各課に対して，制度の説明を行いながら，意見を聴取

し，調整を図って参りました。また，市内を類型分けしたうえでの類型別の景観形成方針，を

今後どのようにしたら良いのかということをＷＧで検討してきました。あと，行為の制限につ

いてですが，届出対象行為…届出というものはどの程度の規模からするものなのか，また，景

観形成基準…届出されたものをどのような基準で見ていくのか，そのようなものについても，

議論を重ねて参りました。 

 そして，この成果を原案として，当委員会で検討していただくこととなりますので，よろし

くお願いいたします。 

 非常に見辛いスライドで申し訳ないのですが，毎回ＷＧの後にこのような形でまとめを作っ

て参りました。写真で雰囲気がわかっていただけたらな，と思いますが，このような形でみん

なで集まっていろいろな作業をしながら，また，時には現地に赴いたりして検討を重ねて参り

ました。 

 少し戻りますが，スライドの方でＷＧの検討においてはアンケート等による市民意見を反映

していると申しましたが，そのアンケートの結果を少し，紹介させていただきます。 

鈴鹿市の景観に関する市民アンケートということで，調査対象は１６～６９歳の市民の方。

この中に外国の方は含んでおりません。調査期間が 9月 15日から 30日で，調査方法は郵送に

より配布・回収をいたしました。配布・回収数については，配布数２，０００票，回収数４６

８票で回収率が２３．４％となっています。 

先ほども申し上げましたが，アンケート内容は，鈴鹿市民の景観に対する意識，代表的景観・

眺望点，景観についてのルール策定についてなどをアンケート調査いたしました。 



どのような内容かと申しますと， 

 ではまず，【鈴鹿市の景観は昔に比べてどのように変化したか】という質問です。昔というの

は具体的には 10年前と設定させていただいています。 

 ざっとみていただきまして，全体的な印象としては「良くなった」と「悪くなった」の割合

は五分五分というところではございます。特にこの中で昔と比較して良くなったとの回答が多

かったのが，「鈴鹿サーキット周辺」の景観です。良くなったが 27.6％，悪くなったが 7.7％で

す。あと「神戸地区の市街地景観」です。こちらが良くなったとお答えになったのが 47％と半

数近くにのぼっています。 

続きまして，【鈴鹿市の中で良い景観と思うところ】ですが，意見の多かったところを項に紹

介いたします。まず，市内のどこからでも見られる鈴鹿山脈の山並み，次にバルーンフェステ

ィバルの景観，続きまして，新芽が芽吹く頃の茶畑の景観，スポーツガーデン周辺の街路樹の

紅葉，田園風景の中に立つ長太の大クス，砂浜と松並木が続く海辺の景観と続きます。他には

椿大神社，旧街道筋・宿場，神戸の商店街通りの景観などがございました。 

 続きまして【景観づくりのルールはどのように定めるのが望ましいか。】ですが，最も多かっ

た意見が，「素案作成の段階から市民や事業者が参加し，行政と一緒に考えながら定める」とい

う意見です。作成には法定手続きもありますが，このような意見を受けて，今回のように市民

代表の方や学識経験者の方に参加いただきまして，このような委員会を設置いたしています。 

 【景観づくりのルールはどのようなルールが望ましいか。】ですが，一番多かった意見が，

53.6％と半数以上で「市全域では大まかなルールを定める程度とし，景観上重要な地域につい

てはできるだけ細かく定める」というものです。たとえば，三重県の景観計画で言えば，三重

県全体に大まかな緩やかなルールが定められています。鈴鹿市においては，そんな中で地域の

特性を生かすために，重点的な地域として細かく類型分けをしてルールをさだめていくのか，

今後この場で検討していただきたいと思います。 

 アンケートの紹介は以上です。アンケートのほか鈴鹿市でどのような取り組みを行ってきた

かについて紹介させていただきたいと思います。 

まず，広報すずか平成 20 年 2 月 5日号で景観の特集記事を組みました。それから平成 15～

19年度に「わがまち鈴鹿の景観通信」を発行しました。これらは，市民への情報共有を通じて

鈴鹿の良好な景観を市民と一緒に守り，育てることを目的として，鈴鹿市の景観づくりへの取

り組みや，良好な鈴鹿の景観を紹介しています。 

 景観アドバイザーによる地区講演会を行いました。景観アドバイザーである村山先生に来て



いただき，住民の景観に対する理解を深めるために，鈴鹿市内で良好な景観を形成する地区で

講演会を開催いたしました。 

 また，夏，冬の合計２回，市民イベントへの参加を通して，鈴鹿の景観などを知ってもらう

ブースなどを設営して，その中で鈴鹿の良好な景観の紹介をさせていただきました。 

以上が，鈴鹿市のこれまでの取り組みになります。 

事務局より以上です。 

 

【委員長】  

 以上の内容につきまして，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｡ 

 よろしいでしょうか？ 

これは，委員長から事務局へのお願いですが，庁内ＷＧのまとめた A3のシートがありますよ

ね。それを委員のみなさまに配布していただけると，庁内ＷＧの内容がわかってよいのではな

いかと思います。 

 

【事務局】 

 先ほど，Ｃ委員からも依頼のあった資料と併せて，お配りさせていただきたいと思います。 

   

【委員長】  

 それでは，議題は以上ですが，ほかにみなさまからなにかなければ議題の方は終了させてい

ただきますが，いかがでしょうか。 

 

【委員Ｄ】 

 すみません。アンケートの対象者の中に外国人は含まれず，とありましたけれども，どのよ

うな理由で外国人の方にお声をかけなかったのかなと思いまして。 

 

【事務局】 

 外国人の方ですが，最近外国人の方も増えては参りましたが，また最近この３年５年くらい

で定住された方が多いと考えました。そのため，１０年前との比較となりますと，やはり３年

５年で定住された方にとっては，書きづらい部分もございます。あと，これは事務的なことで

すが，アンケート配布者を住民票の中から無作為抽出するという方法をとりましたので，外国



の方は住民票という形では取れなかったという経緯がございます。 

 

【委員Ｄ】 

 外からの目というのも非常に大切ではないかと思いましたので。将来的にアンケートを取る

時にはこのようなことも含めて，外国人の方にも参加いただくのはいかがでしょうか。 

 

【事務局】 

 確かにご指摘のような問題があることを認識しています。長く鈴鹿に住んでいますと，鈴鹿

のいいところとか，自分の目にはわからない部分，――例えば，名古屋や東京から来られた人

が，「こんなにいいところがあるのにな。」と言われるのと同じように，外国の方が見られた目

にも違うことが映ると思いますので，今後何かの方策を考えまして，外国の方，外からの意見

というものを採れるような形を考えていきたいと思います。 

 

【委員長】 

 他にはいかがでしょう。 

 

【委員Ｅ】 

 先ほどの説明で景観計画区域については，市全域。それから，景観重要建造物等の指定，大

楠とか文化財などを指定するというのはわかるのですが，形成の方針，行為の制限といったも

のがございますよね。ただ，今ＷＧがたちあがっているなかで，形成の方針とか大まかなアウ

トラインはすでに決まっているのでしょうか。今先生が言われたように景観というのは，個人

差，好き嫌い等もありますし，難しいところだとは思うのですが，できれば，規制の方針とい

うよりも支援の方針という考え方で，我々としては考えていただきたいな，と思っておるので

すが，大まかな規制の方針というものは今の段階で決まっているのでしょうか。 

 

【事務局】 

 まず，どのような形で規制をかけていくか。ですが，当然この当策定委員会の中で論議をし

ていただくというところがあるのですが，やはり鈴鹿市としてもあまり行為規制を厳しくして

いくという基本方針はございません。三重県の現状の景観計画もございますし，それを踏まえ

たうえでと考えていますので，行為規制を厳しくするということは市としては，考えておりま



せん。それと類型別の方針というところについては，ＷＧで検討したものがありますので，次

回の委員会にお出しさせていただきたいと思います。 

 

【委員長】 

その他，意見等ございますか。 

 

【委員Ｃ】 

 基本的なことの確認で申し訳ないのですが，鈴鹿市域というのは都市計画区域外も含むとい

うことでよろしかったですか？ 

 

【事務局】 

 必ずしも都市計画区域に限っておりませんので，鈴鹿市域全域と考えていただいて結構です。 

 

【委員長】 

 他にいかがでしょうか。特にございませんようですので，これで議題の方を終了させていた

だきます。 

続きまして，事頄書の６のその他事頄ですが，事務局よりお願いいたします。 

 

【事務局】  

 次回の委員会の内容と日程についてです。先ほどもご質問いただいたことですが，次回は，

「景観計画全体の構成について」「類型分けについて」「類型別の景観形成方針」等について検

討していただく予定です。ただ，内容につきましては先ほども説明させていただきましたが，

委員会前に庁内ＷＧでまとめたものがございますので，それをたたき台にして検討していただ

くことになろうと思います。 

 さて，次回委員会の日程ですが，１２月１７日水曜日を予定いたしています。現時点でご都

合の悪い方がおられましたら，お教え願いたいのですが。 

 

【委員Ｆ】 

 今の段階では都合が合わないのですが。 

 



【事務局】 

 今，Ｆ委員からご都合が合わないというお話でしたが，その他の方は…。一度１７日を基本

線ということで，委員さん１３名おられますので，なかなか１３名全てが都合がいい日という

のは設定は困難ですので，とりあえず１７日ということで，年末押し迫った時期で申し訳ござ

いませんが，一応の予定とさせていただきます。また詳細な時間などにつきましては，あらた

めてご連絡させていただきたいと思います。 

 それでは，その他事頄については，以上です。他に何かございましたらお聞きさせていただ

きますが…。よろしいでしょうか。 

 そうしましたら，これをもちまして，本日の委員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。 


