
第２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１２月１７日（水）１３：３０～１６：００ 

２ 開催場所  鈴鹿市役所 本館５階 ５０３会議室 

３ 欠席委員  小林委員 

４ 出席職員  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   なし 

 

【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２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，都市整備部次長よりあいさつを申し上げます｡ 

 

【次 長】 

 皆様，本日は年末のお忙しい中，第２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おりますことを，厚く御礼申し

上げます。 

 当委員会は，鈴鹿市の景観の将来像を明らかにし，市民生活の質の向上につながるよう

な景観計画を策定する重要な委員会でございますので，委員の皆様方には，何かとお世話

いただきますが，よろしくお願いいたします。 

 さて今回の委員会からは，実際の景観計画の内容についての検討をしていただきます。       

まず，『鈴鹿市景観計画の趣旨』について検討いただきます。 

素案では，鈴鹿市景観計画の導入部分として，役割や必要性，構成などの景観計画の基

本的なことから，理念や目標といった，当計画の柱となる部分を記載しています。 

次に，鈴鹿市の景観特性と景観関連計画です。素案では，鈴鹿市の景観の特性や，その

ような鈴鹿市の景観を取り巻く他の計画について記載しています。 

次に，鈴鹿市景観計画の区域についてご検討をお願いいたします。現在の三重県景観計

画においては，鈴鹿市全域が景観計画区域となっております。 

次に，『良好な景観の形成に関する方針』です。この章では，各地域の特性や各種計画に

おける土地利用や緑の特徴などから，鈴鹿市をさまざまな類型に分類いたしております。 

そして，その類型ごとに，将来の景観像を踏まえた，景観形成の方針を記載しています。 

これらの事項について，委員の皆様のご意見を頂き，鈴鹿らしい景観計画を作っていき



たいと考えておりますので，よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

【事務局】  

 議題に入らせていただきます前に，審議会等に会議の公開に関する指針に基づき次の 2

点についてご了解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点目ですが，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方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。 

 

【委 員】 

 （異議なしの声） 

 

【委員長】  

 では，第 2 回鈴鹿市景観計画策定委員会の議事を進行させていただきます。よろしくお

願いします。 

本日は，委員会委員数１３名中１２名の委員さんにご出席をいただき，２分の１以上に

達しておりますので，鈴鹿市景観計画策定委員会要領第２条第２項の規定により委員会は

成立しておりますことを報告させていただきます｡  

さて，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おり

ます。今回の議題につきましても，公開とさせていただきます。 

 それから，今日は傍聴人の方はいらっしゃいません。  

では，事項書に基づき議事を進めて参ります。 

本日は，景観計画の素案が事務局から提出されています。ここに議題の１～４に関わる

内容が記載されています。全てを一度に議論すると大変複雑になってしまいますので，1

章ごとに議事を進めて行こうと思います。 

 では，事項書（１）鈴鹿市景観計画の趣旨について，事務局から説明いただいた後，皆

さんの意見を聞きたいと思います。 

 

【事務局】  

 お手元の鈴鹿市景観計画素案について順を追って説明させていただきます。目次で言い



ますと，序章から第３章までを本日の委員会で検討していただきたいと思います。 

【序章 鈴鹿市景観計画の趣旨】 

１ 鈴鹿市景観計画の必要性 

■ 鈴鹿市景観計画の位置づけ 

 景観計画の背景とともに位置づけをここに述べさせていただきました。 

 全国的な動きから，景観法の成り立ちまで記載してあります。 

■ 鈴鹿市の景観の現状 

後ろの鈴鹿市の景観特性のページでも細かく出てきますが，鈴鹿市の景観の現状をここ

で簡単に述べております。自然，歴史・文化，ルールづくり，保全活動等全般的なことを

記載しております。 

■ 鈴鹿市景観計画の必要性 

景観法の運用指針では「良好な景観の形成は，居住環境の向上等住民の生活に密接に関

係する課題であること，地域の特色に応じたきめ細やかな規制誘導方策が有効であること

から，基礎的自治体である市町村が中心的な役割をになうことが望ましい。」というように

景観施策の主体は市町村と言われています。 

しかし，景観は都市計画などと性格が異なりあまり行政が強制的な規制をかけるもので

はなく，むしろ住民の方からの発意や提案を引き出すのが良いと考えます。よって，行政

からの働きかけに共感した住民のかたが何らかの活動をしようとした時のために，支援す

る受け皿を用意しておく必要があります。 

一方，近年，全国的に景観権のようなものを争点とした，争いや訴訟も起こっておりま

す。幸い鈴鹿市においては，これまで大きな問題は起きていませんが，流れとしては景観

権を争点とした問題が発生することは十分に予想されます。予防的措置としてのルールづ

くりが必要となるでしょう。これも受け皿のひとつと考えます。 

良好な景観の保全・創造には，行政により一定の（必要最小限の）ルール作りを行うと

ともに，住民の方々が主役となって景観づくりを行ってもらえるよう，景観計画を策定す

るということにしました。 

これは，次の「計画の理念と目標」にもつながっています。 

 

２ 計画の理念と目標 

景観計画の必要性の後，ここで景観計画の理念を述べることにしました。 

景観は抽象的なものであり，そこに住む人々の価値観によって大きく作用されるもので

すが，経済の成長とともに，経済性，効率性，機能性を重視した都市整備が行われる中で，

雄大な自然や文化，歴史など地域の特徴を持った景観は，私たちがほっと一息ついたり，

感動したり，地域に対する誇りを感じるなどの心の豊かさを感じるうえで非常に大切なも

のです。心の豊かさは個人や地域を豊かにするうえで非常に重要な要素であると考えます。 

一度失ってしまった自然や文化，歴史などはそれを取り戻すのに，長い時間がかかるだ



けでなく，2度と戻らないこともあります。こころや地域を豊かにするような美しい景観は，

我々の手で守り，育て，創っていく必要があります。 

また，「景観 50 年」とか「景観 100 年」とか言われるように，景観というものは，数年

単位で出来るものではありません。街並みを良くしよう，揃えようとしても一軒一軒のお

家が建て替わる際に順に良好な景観に配慮したものに建て替えることになりますから，通

り全てが建て替わるまでには相当の時間がかかることは容易に想像できます。景観形成に

は我々の世代だけでなく，次の世代も含めた継続した取り組みが必要です。 

このようなことから，景観計画の理念を「鈴鹿らしさを次の世代に伝える景観づくり」

としました。 

住んで見える方が，主体となって積極的に景観づくりといいますか，まちづくりに参加

することによって，ここの前段には「市民の誇り意識の醸成」と書いてありますが，いわ

ゆる町にたいする愛着が出ればいいなとの思いもあります。 

 

３ 鈴鹿市景観計画の役割と構成  

鈴鹿市景観計画の役割として大きく２つあげられます。この役割は前に述べている景観

づくりの目標を達成するための役割となります。 

ひとつ目は，良好な景観を形成していくための制限や誘導の根拠となるものを定めるこ

とです。 

ふたつ目は，市民が主役の景観まちづくりの受け皿となることです。 

これらの役割を担うために，景観計画を「全体計画」と「地区別計画」の２つから構成

しました。 

まず，「全体計画」についてです。「全体計画」では，市域全体を景観類型に区分し，（今

日これから検討していく）類型ごとの景観形成の方針を定めます。そして，この景観形成

方針をもとに行為の制限（届出の対象や審査の基準）に関する事項を定めていくことにな

ります。今後，第４章を審議していただく策定委員会の席で具体的な提案をさせていただ

くことになりますが，この鈴鹿市全域を対象とした「全体計画」では，行為の制限（届出

の対象や審査の基準）は三重県景観計画と同様に必要最小限の規制に止めたいと考えてい

ます。 

なお，この審査の基準は，建築物や工作物などの業態別に設定し，指導していくことを

想定しています。規制内容は，色や高さ，壁面の位置，緑化など，指導項目は多々ありま

すが，審査の基準に適合しなかった場合に，是正の強制力（変更命令）を行使できるのは

建築物と工作物の色だけです。高さや緑化などに関しては，勧告することしかできません。

「全体計画」ではこの色の基準は，よほど常識はずれの色の場合のみを想定しています。 

「全体計画」以上の規制をしようとする場合は，「地区別計画」に譲ろうというのが基本

的な考えです。 

次に，「地区別計画」です。 



全体計画では，抑止力が足りないといいますか，もう尐し基準を厳しくしたり，届出対

象を広げたり重点的に規制をしていく必要がある地区には，「全体計画」とは別に「地区別

計画」を定めることとします。これは，行政側が上から指定するのではなく，地域の景観

意識が高まり，地区住民の発意により地域の合意ができた，もしくは出来つつあるような

ところについて，「地区別計画」を作っていきたいと考えています。 

現時点で合理的な理由を持って「地区別計画」を作っていくような地区はありませんが，

今後，行政としては地区住民の発意を待つばかりでなく，第６章の各種制度や第７章の推

進計画の中で，市民が主役となる景観づくりを盛り上げていく啓蒙や地域の方々と一緒に

なった行動方法などを考えていきます。また，いっぺんには全体計画よりも厳しい行為の

制限を伴う「地区別計画」の策定は難しいでしょうから，無理なく市民が景観づくりに取

り組めるように，まずは地域の約束事のようなものから一緒に考えていけたらと思います。 

 このようなことを図にしたものが，次のページに示してあります。 

 以上が序章に関する説明です。よろしくご審議お願いいたします。 

 

【委員長】  

 それでは，序章の内容につきまして，ご質問やご提案がございましたら，ご発言をお願

いいたします｡ 

 

【委員Ａ】  

 三重県が 20年 4月 1日から景観行政団体になりまして，鈴鹿市も 21年 1月 1日から景

観行政団体になるという中で，景観法というものは 100条以上の法律でその中の第 11条で

市民・住民が主体で景観計画が提案できるというのがうたわれています。当然，行政が主

導するという役割はありますが，それ以上に住民の方が関わっていかなければならないと

いう基本的な部分があります。私たちは石薬師地区で石薬師明るいまちづくり推進協議会

（以下，石明協）というものを今から 25年前から作って活動しています。内容は，近年よ

く言われていますが，「自分たちでできることは自分たちでやりましょう。」というもので

す。例えば，年 1回まちづくりシンポジウムをやっています。三重県の消防学校の講堂を

利用して，子供から大人までが参加します。自分たちのまちがどんなまちなのかを研究し

て，産業・歴史・文化はどのようなものがあるのかをよく知ろう。知って，自分たちのま

ちを見て愛していきましょう。というようなシンポジウムをやっています。 

平成 19年に都市計画課から，「景観法が施行されて鈴鹿市も景観行政団体になろうと考

えています。地域住民が主になっていく法律ですので一緒に研究していきませんか。」とい

う提案がありました。住民主体で自分たちのまちづくりをするというのは，我々の考え方

に非常に合致しているため，地域としてその話を受け，１９年度の事業計画の中で景観に

ついて取り組んでいくことを盛り込みました。他の地域はどうかというと，他に手を挙げ

て取り組もうという地区はなく石薬師地区だけだったそうです。そして，平成１９年度に



地区の住民を集めて，この会の委員長である村山先生に「どのようなまちづくりをするの

か」ということについて勉強会を開催しました。また，他の地域の取組についての研修を

行ったり，2～300人集めて景観法について勉強したりするなど，石明協の役員だけで勉強

をするのではなく，住民の方々に広く知らしめたいという考えかたで進めてきました。 

石薬師は東海道の 44番目の宿場町であり，近年，他所からお見えになる来訪者の方が多

く，我々も近鉄とタイアップするなど，多くの方に旧宿場町を散策してもらうようにして

います。 

実際のまちづくりに関しては，「他所から来られた方に対して優しさと親切のあるまちづ

くり」をしようと考えています。景観法の行為の制限のような難しい部分ではなく，もっ

と積極的な部分を活用して，来ていただいて好印象を抱くような景観づくりといったそう

いうまちづくりに景観法を生かしたいと考えています。この度，東海道の宿場町に近接し

た県道の交差点の改良工事という機会があったことから，景観という要素を取り入れて改

良工事を行ってもらえるようお願いしております。 

また，あまりにも鈴鹿市の方々は景観に対してよく知って居られない。ですから，多く

の人に景観というものを知ってもらえるよう努力をおねがいしたい。 

また，鈴鹿市の景観計画素案で評価できるのは，景観計画がスタートしたらそれで終わ

りというのではなく，今後この景観に興味をもたれた方や地区について，その後も参加で

きるように「地区別計画」という受け皿を設けていただいている。いつでも参加できます

よ。という鈴鹿市の姿勢ですから，これは県にない姿勢で非常に評価ができる。ですから，

もっと啓発して知らせることによって，今後この参加できるという機会を利用することが

あると思いますので，これを進めていただきたいと思います。 

私がこの場にいるのはこのような地区の取り組みがあるからだと思いますので，そうい

った点から意見させていただきました。以上です。 

 

【委員長】  

 ありがとうございました。事務局いかがでしょうか。 

 

【事務局】  

 石明協には，都市計画課としてお邪魔させていただき，２年ほど前からできれば，景観

という切り口からまちづくりをして地区別計画のモデルとなるような地区になってもらえ

ないかな，ということでお願いをさせていただきました。たまたま１号線と県道の交差点

の改良工事がありますので，事業者である県にも，「今，石薬師地区としてはこのような景

観まちづくりの取り組みを行っているので，それに配慮するような交差点改良をしていた

だけないか」ということで話を進めさせていただいています。現在は石明協の役員の方を

通してしかお話はしていませんが，そこがある程度形となった時点で地区の皆様に見てい

ただき，「景観という観点からはこういうまちづくりができるのか。」とご納得いただけれ



ば，地域の方も石薬師の景観づくりに興味を持っていただき，参加していただけるのでは

ないかなと考えております。 

また，鈴鹿市民の方に景観についてもっと知ってもらうということと，市民の活動の受

け皿になるというのは良いことであるというご意見をいただきました。ありがとうござい

ました。次回以降検討していただく，景観法上の制度の活用や，推進計画において，広く

知ってもらうための啓発活動についてなど，記載していきたいと思いますので，その際に

ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

【委員長】  

 ご質問等ないでしょうか。 

 この導入の部分は，全部審議してからまた戻って再確認する必要があると思いますので，

これで決定というのではなく，とりあえずの案とさせていただきたいと思います。 

では，続きまして，（２）鈴鹿市の景観特性について，事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局】   

【第１章 鈴鹿市の景観特性】 

１ 景観特性 

 鈴鹿市域を景観類型別に分けるにあたって，まず市内にどのような景観があるのかを大

まかに①の自然的景観特性から７ページの④眺望景観まで，分けてそれぞれに箇条書きの

ような形式で列記してみました。 

① 自然的景観特性 

 鈴鹿市は，西の鈴鹿山脈から東の伊勢湾まで山・河・海のバリエーションに富んだ自

然景観を有しています。 

 鈴鹿山脈が，鈴鹿市における代表的な自然景観であることは，賛同頂けると思います。 

  人の手が入ってはいるものの，丘陵地帯の茶畑やサツキ畑もまた代表的な自然景観と

言えるでしょう。 

  平野部に広がる水田地帯も，人の営みがうまく表現された自然景観と言えると思いま

す。 

 白子・神戸・牧田に囲まれた通称セントラルグリーンも特徴的な景観でしょう。 

三宅や合川のほうは，同じ田園風景でも水田に高低差があったり，里山が点在していた

りと尐し変化に富んだ景観を示しています。 

  鈴鹿川も自然景観から外すわけにはいきません。 

 海岸部は何と言っても砂浜と最近尐なくなってしまいましたが，松並木が代表的なも

のと言えます。 

  また，景観保全の活動も行われています。 

② 都市的景観特性 



 市街地の景観としては，鈴鹿市成立時からの特徴であります白子・神戸・牧田に中心

が分散していることや，大きな工場や店舗があることです。 

  先ほどの３つの中心にはそれぞれ商業地があります。神戸では再開発によってできた

街並みは，景観的に特徴づけていると感じます。通称中央道路沿線には郊外型店舗が建

ち並んでいます。 

工場も鈴鹿市を代表する景観要素です。旭化成に代表されるように最近は工場の周囲

に配慮する例も見受けられます。 

 ここ 20～30年で工場跡地が住宅団地や大型商業施設に変わる例が多く，これも特徴の

ひとつと言えます。 

 工場跡地とは別に郊外にも大きな住宅団地があり，何らかのルールというか協定を結

んでいる例も多いです。 

  大きな集客施設である鈴鹿サーキットも景観要素から外すわけにはいきません。市外

の人が多く訪れることからサーキット周辺の景観は，ある意味鈴鹿市をイメージ付ける

鈴鹿らしい景観にもなるでしょう。 

  東名阪鈴鹿インターチェンジ付近は，最近工場や倉庫が建ち並び，景観が一変した地

域です。新名神高速道路ができれば，また変化が訪れるかも知れません。 

③ 歴史・文化的特性 

  鈴鹿市には旧街道も通っており，宿場町の面影の残っている部分もあります。宿場町

の景観を残していくのなら今が最後のチャンスかなと思います。ただ，全く昔の建築様

式にすることは，現実的ではないので外装の一部を当時のようなものにしたり，駐車場

に格子戸状の扉を設けたりすれば，雰囲気は残せるのではないかと思います。 

④ 眺望景観特性 

  庁内ワーキングの話し合いの中で，眺めの良い所を抽出しているときに出てきた意見

が，岸岡山緑地や市役所の展望ロビーでした。 

 

２ 関連計画 

 景観施策は多岐に渡るため，特に他法令や他の計画，関係部署との連携が必要になりま

す。 

 関係部署との連携については，庁内ワーキングのメンバーに関係部署の職員を入れてい

ます。 

 関連する計画としては，ここで４つ程あげています。 

 ① 鈴鹿市総合計画 

  何と言っても地方自治法に定められた総合計画を外すわけにはいきません。総合計画

は大まかな記述内容となっていますが，特に齟齬が生じるようなことはないと思われま

す。 

 ② 鈴鹿市観光振興基本計画 



  ここでは，図のように観光地区を分類しています。 

 ③ 鈴鹿市都市計画マスタープラン 

  これが一番関係する計画と考えられます。 

  図のような土地利用の方向が示されていることから，当然景観もこのように変化して

いくものと考えなければならないでしょう。この土地利用の区分は景観類型区分の参考

としました。 

  また，この土地利用と相反する景観上の規制や方針を定めることなどは，できないで

しょう。 

④ 鈴鹿市緑の基本計画 

  緑は景観の重要な要素であることから，この計画も無視できないものです。 

 この計画では，図のようにゾーン分けがなされています。景観類型区分の参考としま

した。 

  以上です。よろしくご審議お願いいたします。 

 

【委員長】  

 では，第１章の内容について，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｡景観特性のところなどは，「他にこういうところがあるのに書いていない」とか「こ

の記述がおかしい。」などというご意見があればお願いします。ほか関連計画についても，

いかがでしょうか。 

 

 

【委員Ｂ】 

 景観特性のところにある，「セントラルグリーン」という言葉ですけれども，我々にとっ

ては，ずっと従来使われてきて，場所もわかりますし，その水田地帯が市街地の中にある

というのはわかるのですけれども，全然その現場を知らない人が，「セントラルグリーン」

という言葉を聞いた時に，生活の中の癒しだとか言っている流れの中では「公園」だとか

そういったものをイメージするような気がして，私はずっとひっかかっています。この農

業の場所がずっと永久に保たれるという保証がないと思いますので，ここのところはもっ

とデリケートに扱った方がいいと思います。もちろん記述の中に注釈はあるのですが，必

ず注釈と一緒に歩くわけではないので，その辺のイメージを。 

 

【事務局】  

 確かに，「セントラルグリーン」という言葉を用いてすぐに場所などがわかる市民の方の

割合がどれほどかというと，低いものかもしれません。もう尐し場所が特定できるような

形で注釈を変えさせていただきたいと思います。それと，ご存じだとは思いますが，「セン

トラルグリーン」は市街化調整区域という形で基本的には農地が守られているという位置



づけになっています。ただ，市の将来計画で，あそこをこのまま置いている理由としては

治水対策の関係もあります。まわりが全て市街化区域で，また，鈴鹿は河川改良が遅れて

いるということもあり，あそこを遊水機能という側面から捉えられていることもあります。

短期的・中期的にはそのようなことを考えていますが，これだけ市街地に囲まれた中心部

分ですから，長期的には治水対策が終わった段階で，緑というひとつのキーワードの中で，

公園整備なども見据えながら考えていく区域としてマスタープラン上は位置づけられてい

ます。 

 

【委員Ｂ】  

 例えばドイツなどでは必ず散歩道があって，池があって，自然の大きな樹があったりし

ます。それから，先日行ったのですが，チリのサンティアゴなどでは大きな街の中でもず

っと一本の川に沿った自然の公園であったり噴水があったり，人が集まって憩える場所が

道路の近くにあるんですね。そういう意味で，是非セントラルグリーンとして公園化する

なり，グリーン帯として残していただけるような利用をお願いしたいところです。そうい

った意味がうまく伝わるような書き方をしていただきたい。 

 

【委員長】  

 それでは，注釈のところをもう尐し工夫するということで，修正お願いします。 

 

【事務局】  

 はい。注釈を変更させていただくのと，この後の計画の中にも地図があり，セントラル

グリーンは拠点的な地域として書かせていただいております。この地図とも見合わせてく

ださい。また，後になりますが，類型別の説明をしたいと思っていたところですが，市の

個性を彩る景観類型（拠点）として，セントラルグリーンも挙げています。 

 先ほども説明させていただきましたが，基本的には農地，遊水地ということもあり，保

全が一番とさせていただいております。基本方針の中にも書いていますが，「保全を図ると

ともに，その自然的景観に調和した景観づくりを進めます。」としています。中勢バイパス

なども通る予定ですし，その立地からも非常に開発等の要望も強い地域です。保全を第一

に考えながらも，周囲の状況に調和した景観づくりをしていきたいと考えています。 

  

【委員長】  

 他にご質問いかがでしょうか。 

 

【委員Ｃ】  

 景観特性の中に宿場，街道は明記されていますが，鈴鹿市は伊勢国府跡とか国分寺跡と

かの古来遺跡，それから鈴鹿市の誕生きっかけとなった軍都としての戦争遺跡もたくさん



まだ残されています。そういう史跡もこの中に是非入れるべきではないかなと思います。

鈴鹿市が全国に誇る財産ではないかな，と思います。 

 

【事務局】  

 国府跡等について，我々も考えたのですが，ただ，形としてなかなか確認しづらいとこ

ろがあって，今となっては失礼な話ですが，ただの広場のようなところもありますので，

景観として捉えるべきなのか悩ましいところであったので素案には記述はありませんが，

表現の仕方を考え何かしら反映できたらと思います。あと，戦争遺跡については，トーチ

カ等もありますので，そのことについて触れさせていただけたらと思います。我々も歴史・

文化の景観特性については，悩んでいたところですので，アドバイスいただけたらと思い

ます。 

 

【委員Ｃ】  

 国分寺跡もこれからまた検討委員会を立ち上げて整備しようとしているところです。歴

史公園のような形になるのか，鈴鹿が誇るいい博物館でもあるし，また，歴史がずっと伝

わっていくような取り組みもされていると思いますので，景観の中でも是非触れていって

いただきたい。 

 

【事務局】  

 戦争遺跡というのは，事務局としても必要性を感じますので，検討させていただきたい

と思いますが，伊勢国府跡・国分寺跡というところは，かつて建物があったという大変重

要な史跡だと思いますが，ただ，現在景観という意味で見える形でないものをこの景観計

画にどのように組み込んでいくか，というのは，非常に悩ましいところです。委員長いか

がでしょうか？ 

 

【委員長】  

 これは難しい問題だと思います。今，無くなってしまったものについて，復元すればそ

れでいいかというと，そういう問題ではないので難しいです。ただ，それが，市民の記憶

の中や歴史上において，非常に重要で，そこが特筆すべき場所なのであれば，それは一つ

の歴史的・文化的資源として計画上位置づけるべきではないかなと思います。あと，類型

区分体系の中で景観特性の中からどのように類型区分が出てきたかを説明した箇所があり

ます。その景観特性の中に文化財などという項目があります。今ご指摘いただいた点は，

ここに適しているのかもしれません。うまく記載できるように検討されてはいかがでしょ

うか。今すぐどのような形で入れるべきなのかというのは，判断ができないと思いますの

で，尐し時間をかけて検討してください。 

 



【委員Ｄ】  

 一緒に神戸城跡等についても検討してください。神戸城跡はやはり織田信長の歴史（三

男の信孝が城主）を考えると非常に重要であると思います。鈴鹿は特に歴史に対して，あ

まり力を入れていないみたいですが，ここなどは，外から見た時にはとても重要な歴史を

持っていると思います。そういう意味では，現在神戸城跡には石垣しかないとはおもいま

すが，今 C 委員がおっしゃられたように国府跡などと共に，場所を示すような文章があっ

てもいいのではないかと思います。記載されているから，今それをどうしろというわけで

はないと思います。 

 

【事務局】  

 両委員のおっしゃられるのは，尐なくとも特性の中には尐し記載してはどうか，という

ことですね。 

 

【委員Ｃ・委員Ｄ】 

 はい 

 

【委員Ｅ】  

 個々の文化財とか宿場町という，核的な特性のある場所もさることながら，先ほど話題

になったセントラルグリーンについて言わせていただきます。この委員会は鈴鹿市全体の

現在，将来を景観という立場で審議する委員会でありますが，セントラルグリーンの 200

ヘクタール，あそこは 200 ヘクタールあるわけですが，ロンドンのハイドパークあそこも

ちょうど 200 ヘクタールで，ふた抱えもあるような貫禄のある樹がわっと生えています。

セントラルグリーンもあのようになればいいと話をしておりましたが，この 200 ヘクター

ルの土地は私有地でして，それも農地法で農振農用地という最強の規制がかかった場所で

す。この我が国において私有財産に法律上で規制をかけているのは，農地法のみです。こ

の農振農用地というのは，農業以外には今のところは絶対に他の利用を認めない，という

場所です。しかし，今の農業の現状からみると，後継者はいない，担い手は皆高齢化して，

市場においては産業としての成り立ちが難しい時期です。そのため所有している個人は，

今後このように農業が継続できるのか，他に農業以外に替える方法があるのであれば，替

えてもらったほうがいいという気分になっているのが現在の状況です。 

改正まちづくり三法が施行される最後の滑り込みで鈴鹿市も道伯住吉の 10 ヘクタール，

インターのところの 20 ヘクタール，合計 30 ヘクタールを郊外型の立地で開発が行われま

したが，あそこも底地は農振農用地でした。非常に要望も多く，ようやく完成したという

経緯があります。それによって，地権者も経済的に喜んでいるのは事実だと思います。鈴

鹿市としてもまた，農振農用地は一反で千円くらいの固定資産税ですが，ああいう形にな

ると二十数万円になりますので，土地だけでも毎年経費に関係なしに六千何百万という市



税がいただける，また，その土地の上の建物の固定資産税もいただける，雇用も発生する

という，大きなメリットがあります。それを考えると，鈴鹿市にとっては改正まちづくり

三法というのは，ものすごくブレーキになります。そんな中で滑り込んだわけですが，こ

こで謳われている鈴鹿らしいまちづくりを進めるというのは，一番妥当な表現ですが，定

義を求めると非常に難しいだろうなと思います。鈴鹿市の発祥の原点は昭和 17年の 10月 1

日の軍都としての合併された旧農村集落，まちは神戸と鈴鹿と二つのまちで他はみな農村

集落，人口は五万数千人から今 20万になっているわけですが，五万数千人の時の鈴鹿市が

鈴鹿の原風景とするならば，それを生かしながら，やや発展させていくという方向になる

のかなと思います。 

大きくは冒頭に申し上げたようなセントラルグリーンのこれからの使い勝手というのが，

鈴鹿市の経済的な発展も，都市の風格という点においても，この景観計画などにおける誘

導策が大いに指針にもなっていくのではないかと思います。 

 

【委員長】  

 ありがとうございます。セントラルグリーンというのは，非常にいろんな意味で重要な

議論を要する場所であるということですね。この章では，景観特性，自然的景観特性の一

つとしてセントラルグリーンについて書いていて，これをどうしようという景観形成方針

はまた後に出てきますので，そこで議論していただけたらなと思います。事務局から他な

にかございますか。 

 

【事務局】  

 先ほどからいただいている，歴史的・文化的景観特性にご指摘いただいたことを反映さ

せていただいて，次回報告させていただきたいと思います。 

 

【委員Ｄ】  

 質問していいですか。都市的景観特性の中に，白子の駅前のことが書かれていますが，

今，白子駅の駅前ロータリーの開発をされていて，それは，市が住民と一緒に計画の段階

からやっているとお聞きしていますが，そこに景観というものも織り込まれていらっしゃ

るのですか。 

 

【事務局】  

 今のところ鈴鹿市の景観計画が策定されておりません。今後白子駅周辺地域の景観とし

ての方向性をどうするのかということを，鈴鹿市の景観計画上に位置づけ，駅前広場整備

計画にそのあたりの配慮をするように求めていく必要があると考えています。 

 

【委員Ｄ】  



 景観計画と駅前広場整備計画はリンクできるような行程なのでしょうか。 

 

【事務局】  

 景観ですので建物の形や色彩というものがメインとなってきます。実際には事業そのも

のの面積とか区域などについては，景観計画とのリンクすることは難しいと考えています。 

 

【委員長】  

 追加で質問ですが，それに関連して地区別計画というものをここで考えていますよね。

石薬師地区において，先行的にモデルのような形で取り組んでいらっしゃると思いますが，

白子の駅のケースにおいても開発にあわせて，景観計画の地区別計画のようなことを検討

することはスケジュール上可能なのでしょうか。それとも後から，地元の意識が醸成した

時に取り組んでいかれるのでしょうか。 

 

【事務局】  

 景観計画に設ける白子地区の地区別計画として取り組むのであれば，白子駅前の整備計

画と現在策定しているこの鈴鹿市景観計画との進行状況にもよると思います。しかし，こ

の 1 月 1 日に景観行政団体になりますので，形としては景観法の制度を直接活用して，景

観協議会を設置することもできますし，例えば，白子の駅前の道路などの公共施設を景観

重要公共施設に指定して，整備の方針などを定めることもできます。 

 それは別としても尐なくとも，その事業に対して景観として何らか意見は言っていきた

いと考えています。 

 

【委員Ｄ】  

 ぜひ，せっかくの機会ですから，景観として関わっていってください。 

 

【委員長】  

 では，その他，景観特性について，関連計画について，いかがですか。関連計画につい

ては，策定年次を書いておいたほうがいいと思います。いつできた計画なのかわかる方が

いいと思います。 

第 1 章について，他にご質問等ないようでしたら，第２章に移らせていただきたいと思

います。 

       

【事務局】  

 では，第２章 景観計画の区域について説明させていただきます。 

 景観計画には，必ず景観計画の区域を定めなければなりません。その区域の定め方とし

て，景観法では， 



 ・現にある良好な景観を保全する必要があると認められる土地の区域 

 ・地域の自然，歴史，文化からみて，地域の特性にふさわしい良好な景観と形成する必

要があると認められる土地の地域 

 ・地域間の自然，歴史，文化からみて，地域の特性にふさわしい良好な景観を形成する

必要があると認められる土地の区域 

などが挙げられています。 

 そこで，当景観計画では，鈴鹿市全域を景観区域とすることにしました。都市計画区域

外も景観計画区域に含めたその理由は，都市計画区域外山麓部についても重要な鈴鹿の景

観資源であると考えます。 

 また，景観計画の内と外の明確な区分理由が見当たりません。例えば，法では「現にあ

る良好な景観を保全する必要があると認められる土地の区域」となっていますが，逆に申

し上げますと，良好な景観を保全する必要のない区域は鈴鹿市内の何処なのかと考えた場

合，答えに困ることになります。 

 他に現在施行されている，三重県景観計画において鈴鹿市全域が含まれていることから，

あえてそこから外す理由もありません。 

これらのことから，鈴鹿市全域を景観計画区域とすることにしました。 

 

【委員長】  

 景観計画区域について，市全域を景観計画区域として指定するということですが，ご意

見いかがでしょうか｡ 

 

【委員Ａ】  

 都市計画区域外のことになろうかと思いますが，良好な景観を維持するという中で，採

石場・石灰を取ったりして，山が景観としてあまり良好な状態ではないと思います。景観

法とのかかわり，また，それ以外のところで縛るものがあるのか聞きたいのですが。 

 

【事務局】  

 当然，採石や鉱物の採取については，三重県の景観計画でも届出対象行為となっていま

す，鈴鹿市が今策定をお願いしている，この景観計画においても届出対象行為となってこ

ようと思います。最終的には，景観計画の行為の規制の中で行うことができるのは是正勧

告までです。当然，採掘等については，他に鉱業法等に基づき許認可が行われますので，

そちらでの法の趣旨に従った規制はなされます。しかし，それらの行為に対して景観サイ

ドからは緑の保全などについてお願いすることはできますが，強制力は伴って参りません

ので，鉱業法等で許可が出ているものについて，どうにかするというのは非常に難しいと

ころです。 

 



【事務局】  

 鉱業法等について，多尐調べておりますので，補足させていただきます。景観法に基づ

く景観計画では，木竹の伐採，土石の採取，鉱物の掘採等を届出対象として義務付けるこ

とができます。 

三重県景観計画では木竹の伐採については，森林法で担保されているため定めていませ

んが，土石の採取・鉱物の掘採に関しては 3,000㎡を超えるもの，法面の高さが 5ｍかつ長

さが 10ｍ以上のものを届出対象行為としています。その届出の審査基準としては，採取場

所や採取方法，採取後の緑化について景観上の配慮を求めています。ただし，この審査基

準に適合しない場合であっても，景観法上は勧告までは行えますが，変更命令などの強制

はできません。 

また，保安林や地域森林計画に該当する民有林，国定公園の特別地域に該当する場合は

一定規模以上の行為を行う場合には，それぞれの法律で景観に対する十分な配慮が行われ

ていると考えられるため，届出対象行為からは除外しています。 

 鈴鹿市景観計画についても，この三重県の基準を踏まえて策定する予定ですが，鉱物の

掘採に関しては景観法上強制力を持つことができないため，景観形成の観点から実行的な

指導を行うことは非常に困難であると言わざるを得ません。 

また，一度設定された鉱業権を取り消すためには著しく公共の福祉に反する場合（鉱業

法第 53条）に限られるため，止めることは非常に困難です。 

なお，鉱物の掘採を行うための鉱業権の設定は，経済産業省が鉱業法に基づき行ってい

ます。経済産業省が鉱業権を設定するに関しては，知事及び市町村長の意見を聞くことと

なっているため，その際には景観上の配慮をするよう求めていきます。 

   

【委員Ａ】  

 もう１点，採掘が終わったその後，緑化をはかりなさいという勧告はしないのですか。 

 

【事務局】  

 もともとの法律（鉱業法）の規定の中にその規定はあります。申請を行う時に条件とな

っています。山が削られているので元には戻せませんが，採掘が終わった段階で山肌の緑

化は義務付けられています。ただ，山の形は変わってしまいますので，景観という観点か

らは鈴鹿の山の形が変わることは好ましいこととは言えません。では，景観法，景観計画

でそれを止めることができるかというと，それは難しいです。 

 

【委員Ｂ】  

 跡地は後々削ったところを公園にすると聞いているのですが。 

 

【委員Ａ】  



 あそこはそういうことで継続していますね。ただ，ずっと企業が存続していればいいで

すが，こういう時代ですから尐し心配ですね。 

 

【委員Ｄ】  

 ちなみに亀山市は，ちょうど小岐須のところが削られるというのとちょうど同じように，

業者さんが野登山で鉱業法の申請がされたという情報があったので，その時に市民活動を

されている方たちでそれを反対という署名をたくさん集めて市を通じて県に提出して止め

ました。景観法という側面からは止められないですが，今後鈴鹿国定公園などであれば，

行政と一緒になって止めることも可能ではないかと思います。 

 

【事務局】  

 景観計画ができて，鈴鹿山脈が鈴鹿の景観特性として，非常に重要なものであると位置

づけがされれば，行政としても，鉱業法の設定の際にそれを根拠として景観を壊すような

採掘はやめて欲しいとの意見を言うつもりです。また，市民の方からの意見もあるかもし

れません。ただ，強制力の点から言いますと，この景観計画を作れば止められる，という

ものではないということをご理解ください。 

 

【委員長】  

 よろしいでしょうか。それでは，第３章 良好な景観の形成に関する方針について，事務

局から説明をお願いします。 

 

【事務局】  

 それでは第３章に入らせていただきます。 

第３章 良好な景観の形成に関する方針 

１ 景観類型の区分 

① 市の特性による面的区分 

  先ほどから出てまいりました，市内を大きく分けた景観特性，それと他の関連計画の

区分状況等を勘案し，庁内ワーキングのメンバーからの景観特性の意見を集計して次の

ような類型区分としました。 

  まず，面的に「鈴鹿山脈及び山麓」「丘陵地」「平野部水田地」「里山水田地」「市街地」

の５つに分けました。 

  「丘陵地」は，茶畑やサツキ畑の広がる地域を指します。 

  「平野部水田地」は，長太や箕田から栄あたりまで続く田園地帯です。 

 「里山水田地」は，合川や三宅あたりの水田でも高低差のある水田や里山が後ろに控

えたような景色をイメージしています。 

② 市の個性を彩る軸・拠点の抽出 



  面的区分の上に河川や道路などの線的な類型を軸として，駅前商業地や鈴鹿サーキッ

トなどの点的な類型を拠点として景観的に特徴あるものとして区分しました。 

 

このような形で面的，軸，拠点的に分けて合計１３の類型に分けています。 

まず，この分け方について，ご審議お願いいたします。 

 

【委員長】  

 １３類型の考え方が示されて，それぞれの類型の方針は後から検討しますので，まずは

この分け方についてこれでいいかどうか，ご意見いかがでしょうか｡ 

 

【委員Ｆ】  

 それぞれの類型の方針を見ながら，面的な方針を見させていただきましたが，鈴鹿山脈

及び山麓や市街地は特徴ある類型だと思いますのでいいと思いますが，丘陵地，平野部水

田地，里山水田地といった類型は方針を見ていると，ほとんど同じことが書いてあるよう

に思います。一言でいえば，付近の景観を壊さないようにということが書かれていますが，

わざわざこのように細かく類型分けをする必要があるのでしょうか。 

 もう 1 点ですが，河川とか道路とかの軸は，当然看板等の規制などがありますし，そこ

に建物がどうのこうのということはありませんのでわかります。例えば，鈴鹿サーキット

は遊園地ですから奇抜な色も許されると思いますが，それ以外は面で分けてその上で線と

点で落としたという，類型別の方針に書かれている文書を見ていてもどれも同じようなも

ので，分けている意味がちょっとわからないのですが。 

 

【事務局】  

 まず，面的なところですが，自然景観ですと，丘陵地，里山水田地，平野部水田地など

このあたりは良く似たことが書いてあるというご指摘だと思います。基本的にこれら自然

景観は保全を中心に書かせていただいておりますが，方針のところで若干の違いを設けさ

せて頂いたつもりです。たとえば，丘陵地の場合は保全とともに農業に付随するような活

動，例えば水路の整備のようなものについては，誘導の度合いを強めた書き方となってい

ます。平野部水田地，里山水田地の違いについては，里山水田地は里山というものが特徴

となっていますので，里山の保全，活用について述べさせていただいています。 

 もう１点は面的と線，拠点を分ける必要がないのではないかということだと思います。

おっしゃられるように，文章的には本当によく似ていると思いますが，【事務局】としては，

文章にはあまりあらわれてはいませんが，それぞれの区域の自然景観が違うということで，

自然景観に合わせた誘導をしていきたいという考えのもと分けさせていただいています。

皆様の意見の中で分ける必要がないと，水田地は一つでいいじゃないかということであれ

ば，検討をさせていただきます。 



 

【委員長】  

 いかがでしょうか。丘陵地，里山水田地，平野部水田地を分ける必要があるかどうか。 

 確かに，似たようなことも書いてありますが，よく読めば違うことも書いてあります。

具体的な規制等の話になっていないので，今の段階では違いがなかなか見にくいかもしれ

ません。ただ，分け方については，かなり議論をして作成していただいているようです。

違いはあることはあると言えます。 

 

【委員Ｆ】  

 分け方が悪いというのではなく，分けた奥にある議論というのが私にはわかりませんが，

今の段階では違いがわかりにくい。今後の話になると思いますが，規制の違いを設けるの

であるのであれば，当然分ける必要はあると思います。ただ，分けたら分けたでそのあた

りの理由が知りたいということです。市街地や鈴鹿山脈は特殊だと思いますが，丘陵地，

平野部水田地，里山水田地で例えばデザインなどに差が出るのであれば，分けておいたほ

うがいいと思います。後の議論になるとは思いますが。 

 

【事務局】  

 そうですね。後の議論，行為の規制あたりの話になってくると思います。我々としても，

今後色の規制というものを考えていく必要があると思っています。現地を細かくみたわけ

ではございませんが，これらの類型においては，それぞれ色に特性があると考えています。

その特性を踏まえたうえでの色規制を考えていますので，それらを見据えた類型分けにな

っています。 

 

【委員Ｆ】  

 よくわかりました。結構です。 

 

【委員長】  

 では，そういうことで，よろしいでしょうか。もう１点の面的類型の上に個性を彩る類

型として線的類型，拠点的類型を被せていることについて，意図が分かりにくいというこ

とでした。 

 

【委員Ｆ】  

 補足させていただきます。線的類型，拠点的類型に現在後半に出てくる方針のほかに，

特別な規制があるのかということを聞かせていただければ。 

 

【事務局】  



 先ほどの説明と同様で，今後の規制を見据えての類型分けとなっています。特別な規制

は先ほど申し上げましたように，全体計画の中で特定のところを一般よりも厳しくすると

いうことは今のところ考えておりませんが，全体計画とは別に地区別計画というのもござ

います。その地区別計画の中でこの類型分けをタネとして，区域の一部を指定することも

できます。そのような意味もあり，このような類型分けとなっています。また，代表的な

景観要素というものを地区別計画のタネとしても検討できるように，各類型の下に設けて

います。全体計画におけるそれぞれの類型においては，色などにおいて多尐の基準の違い

は出すつもりですが，あまり厳しい規制は想定していません。先ほどおっしゃられたよう

に，サーキットであれば多尐色規制を緩和するなどを考えています。 

 

【委員Ｆ】  

 はい。よくわかりました。基本的に，個々のデザインと景観は分けて考えるべきだとお

もいます。先ほど白子の駅前の開発の話も出ましたが，あれに伴い民間の建物の建て替え

などは容積率などの関係でなかなか現実的には難しい。デザイン自体はそこの区域のトー

タルなデザインの均整がとれているのがいいのでしょうけど，あまり景観を大上段に出し

て押さえつけるといろいろと難しくなってくる。全体的な景観と地域の特性はその地区に

委ねるべきだと思います。 

 

【委員長】  

 他に類型の区分に関していかがでしょうか。 

 

【委員Ｇ】  

 もう尐し先の話になると思いますが，大きく６カ所位に地図を色分けして市街地，丘陵

地といった具合に分けていますが，例えば，市街地の中に小さな丘陵地があるなど，混ざ

ってくる可能性もあると思います。また，地図上で水田地と区分してあるところも全てが

水田地であるわけではないと思います。景観法で色などを規制するとなった時にそういっ

た事情は無視して，あくまでも地図上の区分で規制を行うのでしょうか。 

 

【事務局】  

 全体計画と地区別計画というものを景観計画の中では考えています。全体計画のなかで

はゆるやかなものを全市的にかけ，その中でも例えば，特定地域の里山を守っていきたい

と地元の熱意があるのであれば，それは地区別計画としてその区域の中で特別な誘導規制

をかけることも可能です。 

 

【委員Ｇ】  

 そういう場合は，地区別でどうしてもここを守りたいという方たちが多く集まればいい



ですけど，なかなかそのような市民の声が集まらず，地区別計画もさだめられないような

ところで，鎮守の森のような場所が違う類型の一角にあるといった，特性が混ざってしま

っている場合にはどうすればよいのですか。 

 極端な話，都市計画法も絡んでくると思いますが，開発の中で小山が宅地造成されて，

緑がなくなるなど，景色が変わることも今までもあったと思います。そうなると，この規

制のルールが崩れてしまうと思うのですが，都市計画法はまた別にありますが，あまり厳

しい規制がかけられない景観法としてはどのように周囲の景観を守っていくのでしょうか。 

 

【事務局】  

 景観計画・景観法で強制力をもって開発行為を止めることは難しいというところがあり

ます。これは，法の枠組みがそのようになっております。景観をつくり育てていくのは，

住民主体ですので，住民の理解があって初めて実現するものです。住民の中には土地所有

者も当然含まれるわけですが，その土地をお持ちの方が，地域の景観特性に配慮したよう

な土地利用をするということの意識を高めていく必要があります。行政として逃げのよう

な言い方になってしまいますが，やはり景観は住民が主体となってつくっていくものであ

り，この計画はひとつの指針となるものだと思います。 

 

【委員Ｇ】  

 開発行為の問題で言えば，現在の地域の活性ということがあると思います。市町を守る

ためには費用が必要となってきますし，例え税金であってもそういった開発の促進などの

利潤に向けて動く必要があると思います。景観に関しては促進しても税金などが得られる

ものではなく，逆に費用がさらにかかってしまうものです。そのジレンマというものが同

時についてまわります。景観法を強調していくと，それを守るための費用も捻出していか

ねばならない。このあたりがうまくまわっていくのかと思うのですが。 

 

【事務局】  

 里山などを守ろうとした時に，住民が里山を購入して守るというような場合もあるでし

ょうし，行政がそのように里山を守るということもあると思います。行政資源をどこに配

分するのかという，総合的な政策判断になろうかと思いますが，将来的に重要な資源であ

ると判断するのであれば，当然行政として拠点を守るというところに踏み込むこともあろ

うと思います。 

 まだ，実際の規制に入っていませんので具体的なことも申し上げにくいですが，例えば，

水田地に分類した区域の中に小さな里山があった場合に，ここはもう水田地に分類してい

るのだから，里山の基準ではなく，水田だけの基準で全て判断するかどうかだと思います。

今，我々が想定している規制・誘導の方法としては，例えば，水田地の中の里山で大規模

な行為をしようとした場合に，申請者の方に「この行為地はどのような特性をもっていま



すか？」ということを聞かせていただいて，申請者が「基本的には水田地ですが，近くに

小さな里山があります。」と答えていただくのであれば，それに合わせた指導をさせていた

だくつもりです。地図上水田地という類型にあることは間違いないのですが，申請者とし

ても近くに里山があることは認識されているのですから，里山への配慮もしてください。

というお願いをしていくつもりです。 

 

【委員Ｇ】  

 申請する時に地形特性が書いていない場合はどうするのですか？ 

 

【事務局】  

 鈴鹿市職員であり，鈴鹿市の特性・位置のようなものは大体わかっておりますので，申

請者が言わなくても地形的な指摘は当然させていただきます。ただ，水田地であれば，水

田地の基準で指導を行っていくわけですが，このような混在するケースにおいて，担当者

の気分によって里山を基準として考慮するかしないかが変わってしまうようではいけない

と思います。 

 市街地にお店を建てる場合，市街地ですとある程度派手な色は許容範囲とされることと

なりますが，背面は水田地であるという場合には，裏側の色はどうしようか，という問題

が出てきます。表側は道路に面しているから派手な色でもかまいませんが，裏側は水田の

稲穂とともに店の外壁を見ることとなるわけです。そうなると裏と表と色を変えてくださ

い，というような指導をすることになると思います。線で区分してしまうと見る方向の景

観特性が全く考慮されないことになりますので，線で明確に区切って運用するのは馴染み

にくいと思います。 

 

【委員Ｇ】  

 事前相談などを通してその中で検討して，ある程度柔軟性を持って誘導・規制をしてい

くということですね。 

 

【事務局】  はい。後ほど出てきますが，行為の制限の項目になりますが，ここの運用

は非常に難しいところですので，策定委員会の中で慎重に十分に検討していただきたいと

思います。 

 

【委員長】  

 はい，ありがとうございました。随分中身の話になってきてしまったので，後半の類型

別の方針について説明を改めてお願いします。 

 

【事務局】  



 はい。先ほど説明させていただきました分け方，面的・線的・拠点といった分け方とさ

せていただきました。それぞれの方針を説明させていただきます。 

 

２ 景観類型別の方針 

（１）市の特性による面的区分 

 ここから類型別の方針をそれぞれ記載しています。 

 共通した書き方として，まずそれぞれの類型の代表的なイメージを写真で表して簡単

な注釈をつけています。この枠の色は類型区分の体系図と合わせています。 

  写真の下に，景観形成方針を記載しております。 

  まず，基本方針として類型ごとの目標を一文で表しています。 

 次に，景観形成方針として，もう尐し具体的と言いますか，類型の中の個別の景観に

ついて方針を示しています。 

① 鈴鹿山脈及び山麓 

  この類型は，基本的に保全の方向での景観形成の方針としました。 

  ここは市街化調整区域にあたりますので，むやみに建物は建てられませんが，建てる

場合は周囲の自然等との調和を重視しました。 

② 丘陵地 

  この類型も基本は保全ですが，山麓よりも誘導の度合いが増えています。 

  茶畑，サツキ畑等の農地としての利用が継続していく地域と考えられますので，その

活動もしくは農業に付随する活動に対して景観誘導を図ることを主な方針にしました。 

③ 平野部水田地 

  この類型も基本は農地（田園風景）の保全です。 

  農業もしくは農業に付随する活動に対して景観誘導を図ることを主な方針にしました。 

ただ，市街地と接する地域もありますので，建物景観にも配慮を求めた内容の指針と

しています。 

④ 里山水田地 

  基本は，平野部水田地と同じ方針です。 

  特徴として里山がありますので，その保全と育成を方針に加えました。 

⑤ 市街地 

  この類型は，やはり保全よりも創造を重視することになります。 

  公共施設や民間の建物を中心に景観形成の方針を定めました。 

  また，代表的な景観要素として，ベルシティやホンダ技研，太陽の街などをイメージ

して大規模商業施設，大規模工場，大規模住宅団地等を記載しました。 

 

（２）市の個性を彩る景観類型［軸］ 

① 河川 



 この類型は，保全の方向で方針を定めていますが，景観の対象としては河川の堤防の

内側を対象としています。 

  代表的な景観要素としては，今のところ鈴鹿川を記載するにとどまっています。 

② 海岸 

 保全を基本にしますが，すぐ近くまで市街地が来ているところもありますので，海岸

景観とともにそれらの建物について誘導を進めていきます。 

  代表的な景観要素として，鼓ヶ浦・千代崎海岸をあげました。 

③ 幹線道路 

  道路沿いの景観は，重要な位置を占めているものと考えます。 

市街地の幹線道路は良好な景観の創出，郊外の幹線道路は沿道景観の保全という基本

方針です。 

  代表的な景観要素として，通称中央道路と鈴鹿インターチェンジに繋がる中央道路の

延伸部分，新名神・中勢バイパス，それとサーキット道路をあげてあります。それぞれ

特徴のある道路となっていますので，それらの特徴に合わせた方針を列記してあります。 

 

（３）市の個性を彩る景観類型〈拠点〉 

① セントラルグリーン 

 神戸，白子，牧田に囲まれたこの農地は，保全を基本とします。 

  しかしながら，位置的に良好なことや中勢バイパスが開通予定など，開発要望が多い

地域ですので，バランスを取った景観づくりが求められます。 

② 駅前商業地 

 魅力ある景観づくりを方針とします。 

  特に白子駅は駅前広場の改修予定もあることから，景観としても力を入れていきたい

地区です。 

③ 鈴鹿サーキット周辺 

  賑わいを求めるとともに，市外からの来客者を意識した景観づくりに努めます。 

④ 歴史的・文化的景観資源 

  保全と言いますか，どちらかと言いますと歴史的なものと調和のとれた景観づくりを

進めます。 

代表的な景観要素としては，今のところ旧東海道・伊勢街道を記載するにとどまって

います。 

⑤ 眺望景観 

  写真にあるような地点を良い眺望の得られる所としています。 

  方針は，眺望を妨げないことです。 

  簡単ですが，それぞれの類型ごとの方針を説明させていただきました。 

 



【委員長】  

 ありがとうございました。それぞれの類型についての基本方針，景観形成方針を説明し

ていただきましたが，たくさんありますので，まずは面的類型に関するところから，ご意

見，修正の提案等がございましたら，ご発言をお願いいたします｡ 

 

【委員長】  

 よろしいですか。とりあえず，次に行かせていただきますが，一通り終わったらまた戻

って全体を検討しますので，何かありましたらその時にお願いします。 

 では，次に市の個性を彩る景観類型「軸」ということで，河川，海岸，幹線道路という

ことですが，いかがでしょうか。 

 

【委員Ｄ】  

 面的な区分の上に線的な区分がなされているということですが，この区分図を見たら，

新名神は入っているけれども，東名阪は入っていないし，どうして神戸―長沢線はここで

止まっているのかなって思っていたのですが，方針を見たらこれからこうやっていきます

よ，というのがわかりました。しかし，図だけを見た時にはやはり理解が難しく，この図

の作り方に疑問があります。事務局の説明では，住民の手で作り上げていくということで

したが，幹線道路などについて特定のところしか図に反映されていないのは，市としての

誘導になるのではないでしょうか。市としてここに力を入れてやっていきたいというのは

わかりますが，やはりできるだけ他のところも，住民が声を上げればやれるのではないか

というイメージを伝えるのが大事なのではないかと思うのですが。ですから，この区分図

の中に表している線的な区分の表現の仕方をもう尐し工夫していただけないかな，と思い

ます。 

 

【事務局】  

 ここの図で表現されている幹線道路の他にも景観上の整備をしていけるところがあるの

ではないか，それだったら地図への乗せ方も一工夫できるのではないかというご意見でよ

ろしいでしょうか。 

 

【委員Ｄ】  

 そうですね。 

 

【事務局】  

 このように表したのは，これから出来ていく道路を幹線道路という区分で表したいとい

う思いがありました。中勢バイパスにしろ，新名神にしろ，これから作られていく段階で，

景観としての意見も述べ，いいながら良くしていきたいと考えました。ＷＧの中で議論が



あったのは，幹線道路という類型は道路そのものを言うのか，道路から見える沿道などの

景観を言うのかということでした。この場合，新名神・中勢バイパスに関して言えば，道

路そのもののことです。サーキット道路・中央道路については，道路からの景観を考えて

いこうというものです。そのあたり未だ議論の余地があるところですので，表現が中途半

端になってしまっています。もう尐し工夫をして，どこまでが幹線道路という定義も含め

て，住民が声をあげれば地図上に含めることができるというのを表せるようにしたいと思

います。 

 

【委員Ｄ】  

 わかっている人が見れば，この図はこれから作られていく道路というのは理解できると

思いますが，では，既設の道路はどうなのか。と言われた時の説明は必要だと思いますの

で，ここで書くのか後で細かいところで書くのかというのは，総合的に全部できてから判

断すべきだと思いますが，今の素案の状態，この章だけを見るとすれば，順番にめくって

きた時にこういった地図がここにあるわけですから，ここに何らかの説明を書くべきでは

ないかなと思います。 

 

【事務局】  

 特色のある代表的な沿道を持つ幹線道路については，類型として含ませていただきたい

なと考えています。ただ，これ以外にも他にあるというのであれば，当然それらも含んで

いくつもりでございます。特にこれを作る時に随分議論をしたのですが，新名神なり中勢

バイパスになどのこれから作る道路については，これをひとつの類型の中に含めるのかど

うか，というのは，面的なところの方針でそれぞれ周囲の景観に調和したという項目があ

りますので，そこでカバーされているという考えもあります。敢えてわざわざこれから作

る道路について，幹線道路という位置づけでここに含めるべきかどうかについて，委員さ

ん方のご意見をいただけたらと思います。 

 

【委員長】  

 どうでしょうか。今日結論を出すわけではありませんし，いろんな意見があった方がい

いと思います。私の意見ですが，例えば，中央道路は，沿道を含めた景観という意味では

含んだ方がいいとは思います。逆に山脈や丘陵地といった面的区分との関係からすれば，

道路自体を取り上げる必要もないのかと思います。それは迷うところではあると思います。 

 

【事務局】  

 道路自体を敢えてとりあげるのかどうかというのは，随分悩んだところです。しかし，

新名神や中勢バイパスといった道路はその構造物自体が景観に与えるインパクトが大きい

ため，ＷＧの総論としては，敢えて挙げさせていただいたところです。ただ，新名神など



の大きな道路となると，環境アセスの方で眺望景観などへの配慮がなされることになりま

すので，敢えて景観で言う必要はあるのか，という意見もありました。このように非常に

議論の余地を含んだところですので，ぜひ，全体を見てからでも結構ですのでご審議いた

だけたらと思います。 

 

【委員長】  

 それでは，今の議論はこれでよろしいですかね。 

 

【委員Ｄ】  

 はい。 

 

【委員長】  

 ほかに，軸の部分，河川，海岸，幹線道路の方針についてよろしいですか。 

 

【委員長】  

 それでは，次に拠点類型として，セントラルグリーン，駅前商業地，鈴鹿サーキット周

辺，歴史的・文化的景観資源それから眺望景観。これら５つについて，いかがでしょうか。 

 

【委員Ａ】  

 歴史的・文化的景観資源ということで，我々宿場町に住むものとしては，単なる保全で

済ませようというつもりはあまりありません。景観法であまり縛ることはできませんから，

できるのであれば，まちなみをもっとしっとりと落ち着いた風に統一するよう誘導してい

きたいと考えています。たとえば電柱を後ろに下げるとか，道路の舗装を落ち着いた色に

変えるとか，案内板とか，いろいろと考えているのですが，それによって，整備された道

路の色と，あまりに違うような塀や建物はあまり建てないだろう，と。我々としては，そ

れに合った家造りや塀づくりなどの方向性を持ってやっていこうと思うのですが，それに

ついてはその誘導はできますけれども，ただ，道路の色を変えたり電柱を下げたりするの

は，行政としての予算を確保してもらうことが必要ですから，その裏付けとなるような謳

いこみはできないのでしょうか。この計画のように抽象的に文章化するしかないのか，も

っと景観としてそのあたりをバックアップするような謳いこみはできないのでしょうか。 

 

【事務局】  

 まず，ここでは景観の方針ということで，あくまでも目標のようなところでとどめてお

きたい。後に出てくる地区別計画や推進計画のところで，道路について記載する中で，頑

張っている地域については景観重要公共施設の指定をするなどして，カラー舗装などの整

備の方針などを定めていければなと考えています。 



電線の配線についても，地中化だけでなく裏側の配線についても支援していくような話

も聞いたことがありますので，そういうものを含めて推進計画等に盛り込んでいければと

考えております。 

 

【委員Ａ】  

 わかりました。 

 

【委員Ｈ】  

 Ａ委員さんのおっしゃられるように，歴史的・文化的景観については，良い面だけでな

く，悪い面で例えば，このような景観はいかがなものかという資料はたくさんあると思い

ます。特に東京の方や一般の方などを案内した際，河曲駅についてそこの坂のところです

ね，御井の井戸を案内した時に，廃車などが積み上げられている様子を見て，あれなんか

は本当にもう皆が「あれ！」と驚かれます。そこからスタートしていきますので，あの辺

りの景観の目でみると痛むところです。個人的な想いにはなるのですが。ところで，あそ

こは石薬師地区になるのですかね？ 

 

【委員Ａ】  

 石薬師地区ではなく，木田…，河曲になりますかね。 

 

【委員Ｈ】  

 あそこから信綱記念館に向かいますので，あそこが入口になり，鈴鹿の顔になります。

特にあの山辺の名勝として残っているところは。そういう意味では景観は写真などについ

ても良い面だけでなく，悪い面も載せるべきではないかなと思います。ここに電柱がなけ

れば歴史的・文化的にも優れているというようなところもたくさんあると思います。お金

をかけるのではなく，そういうところを尐しずつ意識的に改革していく，住民の方の意識

を変えていく，そういうことから考えていくといいのではないかなと思います。 

 

【事務局】  

 写真や表現の仕方については，いろいろとＷＧ等で検討しまして，電線がクモの巣のよ

うに張り巡らされているところやゴミがたくさん堆積しているところなど悪いところも最

初は写真として載せていたところもありました。しかし，他市の計画など見ていても，悪

い例を載せるよりも良いものを育んでいこうとする掲載の仕方が多かったので，この原案

もそれにならいこのような形とさせていただきました。ＷＧの中でもいろいろと意見もあ

りましたし，委員会で議論していただいて，表現方法として悪いところも積極的に改善し

ていく箇所として示していくべきというのであれば，そのように変更していこうと思いま

す。今までの議論としてはそのような経緯があります。 



 

【委員長】  

 特に歴史的・文化的景観資源のところは良い面という思い込みがあって，確かにいいこ

とばかりを書いていますね。ご提案のあったように景観というのはいいところを保全して

いくばかりでなく，悪いところをなおしていくという面もありますので，悪いところも載

せるというのも方法ですね。 

 

【事務局】  

 沿道のデザイン誘導などによる，まちなみの連続性の確保を進めます。とありますが，

裏を返せばまちなみの連続性が失われつつあるということを表しているつもりです。最近

空地となってしまっていたり，駐車場になっていたりという現状を直接的に書くよりは，

このような表現が望ましいかと考えたところです。 

 

【委員長】  

 悪いところは，現状分析である景観特性のところに書いて，改善が望まれるというのが

良いかもしれませんね。今，議論しているのは景観形成の方針で，こうしましょうという

将来像ですから。 

 

【事務局】  ただ，悪いところも当然，土地所有者の方がおられますので，写真を載せ

るというのは非常に難しいと思います。例えば，山辺の井戸の周辺に景観を阻害する要因

があるというような，そのようなできるだけ特定しないような表現で写真に替えさせてい

ただくことはできると思いますが。 

 

【委員長】  そうですね，先ほどのご提案のような，歴史的な個所に行くまでの所の景

観を改善する，というような表現の工夫は必要ですね。 

 

【委員Ｈ】  

 富士山古墳というところで廃車を不法投棄していた事例がありましたよね。あの時は，

不法投棄の規制みたいなもので尐しずつ排除していって，大体今現状に戻ってきたかと思

います。４，５年かかったのではないですかね。そのような形でできないのでしょうかね。 

 

【委員Ａ】  

 あそこも火事が起こったりしていますし，広げていることを何とかするように地元とし

ても働きかけているのだと思いますよ。ただ，それ以上は行政も何ともできないという現

状だと思います。 

 



【委員Ｈ】  

 意識改革というか，ここは歴史的に鈴鹿市の出発点となっているところだ，ということ

を認識いていっていただきたいですね。 

 

【委員Ａ】  

 そうですね。敵対するのではなく，持主の方にそういう意識になっていただくようにな

れば一番いいですね。 

 

【委員Ｈ】  

 あそこの坂のところに碑が建ちましたよね。あれは，住民の方が取り組まれたのですか。 

 

【委員Ａ】  

 石明協というのですが，われわれの活動の中で歴史的なことに関して碑を建てたり，案

内板を建てたり，石明協の予算の中で全部やっています。 

 

【委員長】  

 では，歴史的なところについては，表現の工夫をしていただくということでお願いした

いと思います。ほかにありませんでしょうか。 

 

【委員Ｇ】  

 これから景観計画でマンセル記号から色関係を決めていくということですが，駅前商業

地については，開店している駅前商店街ならいいのですが，ずっとシャッターが閉まった

ままの商店街などもあります。これらは，地域の担い手づくりなど云々の話は別にあると

思いますが，景観でこれから一定規模以上のものの色を塗り替えるときはその地域で決め

た色の中で指導していくことになると思いますが，例えば，使われなくなった店舗・空き

家などは個人的な資産ですから，色を塗ると言ってもなかなかお金がかかりますので，さ

びれた状態のまま放置されてしまいます。ここでは商業地のにぎわいの創出と文面は書い

てありますが，個人の資産などに関してそれをどうやって指導していくのですか。 

 

【事務局】  

 全体計画の中では大規模な建築物などの届出対象行為しか誘導をすることはできません。

たとえば皆様の同意があって，駅前商店街に地区別計画をかけるということになり，その

中で空き店舗について所有者の同意を得て「こうしたい」という方針を決めることは可能

です。 

賑わいを出すことが景観の全てではなく，極端な話，シャッターが閉まっていてもそれ

で全体的に一つの良好な景観と言えるのではないかという意見もあります。一方，人通り



や賑わい，生活があってこその景観だという意見もあります。今はこのような表現となっ

ていますが，果たして，今まちづくりを一生懸命住民の方がされている中で，景観から具

体的な賑わい創出の計画が示せるかというと，それはなかなか難しいのかと思います。今

後，具体的に行動計画を示していくのかどうかは課題の一つです。 

 

【委員長】  

 全体計画の中ではなかなか書きこみにくいところがあり，地区別計画が現時点ではあり

ませんので，このような表現になっているということですね。 

 

【委員Ｉ】  

 この場にはそぐわないことかもしれませんが，今一番切実に感じていることは，駅前な

ど空き店舗などにスプレーなどで書いていることを罰することはできないのですか。 

 

【事務局】  

 個人財産への落書きというのは，行為そのものが刑法に抵触し，刑事罰の対象となって

きますので，景観として罰則を設けることはありません。 

 

【委員Ｄ】  

 景観法は届出制度ですので，新築を考えるとか擁壁を設置するとか造成するとか何か行

為をする時に届出義務が発生するものですから，今言っていただいたこととか駅前の空き

店舗の話とか，何もしなければ法令で何も規制を及ぼすことはできない，ということでよ

ろしいですか。 

 

【事務局】  

 規制としてはそうです。地区別計画などで商店街や街道の宿場町沿いなどで，届出対象

を広げることもできます。全体計画としては，今後の議論になろうとは思いますが，届出

対象行為としてはおそらく大規模な行為を対象として，個人用住宅は対象としないと思い

ます。県も対象行為とはなっていません。そういうところでは，地区別計画で個人の家の

規模まで届出対象行為を広げて，建て直す時はこういう色・デザインにするなどを決める

必要があります。また，景観協定などの他の制度で建て直さない場合であったとしても，

出来るだけ住民自らが周囲と調和した色に塗り替えるなどを決めることもできます。地区

別計画にしても協定にしてもあくまでもそこで住民の方が，「自分で住んでいる地域はこう

したい」という想いがあって初めてできるものであって，行政が頭から規制していくもの

ではないと思います。当然，違う地区の人が後から空き店舗に入った場合でも，同様に守

られるようなものであるべきです。 

 



【委員Ｇ】  

 逆にそういう地区に関しては，行政側から積極的に地区別計画を作るようにその地区の

団体などに働きかけるというような，―強制はできないという話は最初にありましたが―

商店街の再開発などにおいて，「こういうことに配慮していただきたい」などというアピー

ルをしていくことは考えているのでしょうか。 

 

【事務局】  

 はい。それが一番重要なことだと考えています。行政の役割としては，市民の皆様方に

対して啓発を行っていくことが最も重要だと考えています。 

 

【委員Ｉ】  

 広報などで特集を組んでそういう啓発などをおこなっていくことは考えておられますか。 

 

【委員Ａ】  

 以前，広報に載りましたよ。景観形成という特集です。 

 

【委員長】  

 いろんな情報提供などの支援策は，第６章・第７章で検討します。他にいかがでしょう

か。全体を見渡してのご意見などはございませんか。 

 

【委員Ｅ】  

 外国の写真などで，例えば，屋根が全てオレンジ色で壁が全部白で統一されているなど

の景色をみかけます。あれは，決められてなったものなのか，その国の民族性のようなも

のであのようになったのか，一体何が原因なのでしょうか。 

 

【委員長】  

 両方だと思います。ひとつは昔からの伝統的な材料，その地場で取れる材料の色が特色

のあるものであれば，結果的にそのようになります。それから，新しく開発をする時に一

定のルールのもとで作っていくということもあります。いずれ建て変わったり，壁の色を

変えたりする人が出てくるかもしれないので，非常に厳しい景観のルールが決められてい

ます。それは，ある自治体全域に適用されるルールではなく，地区別に決められたルール

です。そこのエリアは尐なくともこうしましょうというものです。 

 

【委員Ｅ】  

 日本にそのようなものはありませんよね。 

 



【委員Ｄ】  

 ありますよ。亀山市の関宿などは，伝建地区（重要伝統的建造物群保存地区）の指定を

受けていますので，前面の部分は勝手に変えることはできません。 

 

【委員Ｅ】  

 外国のように統一されたものではないですよね。 

 

【委員Ｄ】  

 外国のものも統一されているように見えますが，ひとつひとつは尐しずつ個性があると

思います。 

 

【委員長】  

 それぞれ違いはあります。 

 

【委員Ｊ】  

 補助は出ていますよね。 

 

【委員Ｄ】  

 はい。補助はでています。 

 

【委員Ｊ】  

 国の指定になると前面を決められたルールに従って変えることで，どれだけか補助が出

ると思います。逆に変えるときは必ずルールに従う必要があります。 

鈴鹿の場合に個人の家を変える時に，お金があって行政から補助が出るのであれば良い

のですが，このような厳しい時代に，補助もないのに費用がかかるようなことを強制する

のは無理なことだと思います。 

 

【委員長】 

 これから人口も減ってきますし，新しい開発などはそんなに出てこないと思います。今

ある街の中で景観を考えていくとなると，例えば壁は白で屋根はオレンジに統一するのは

なかなか難しいと思います。万が一そういう合意形成ができたとすれば，いいですが，そ

れは個人の自由などもありますので合意形成が難しいと思います。そこまでいかなくても，

ある程度一定のルールのもとで建て替えを行っていくのでいいと思います。 

 

【委員Ｋ】  

 景観法というのは，非常に優れた法律で時代の先取りをしているような法律です。行政



ではなく地域住民の合意のもといろいろなことができる，という法律です。先ほどから言

っていたような規制であっても，地域住民が自分たちで決めようと思えばいくらでも決め

ることができる法制度になっています。実際にはいろいろな市町で，地区別計画ではない

ですが，具体的に格子戸の色から形，屋根の形，勾配までをすべて決めているところもあ

ります。ただ，そこまで決めるのは，よほど歴史的経緯や地域住民のまとまりがあってこ

そできるものです。それ以外にも，一定の地域での合意のもと地域で協定を結ぶというよ

うなことも可能です。今の日本の現状からいうと，そこまで行政も及ばないし，住民も違

う方向にあろうかと思いますので，いかにそれをマッチングするのかというのが，この会

議の難しいところだと思います。 

 

【委員Ｈ】  

 私は京都の学校へ週に１回ずつ行っているのですが，この委員会に入らせていただいて

から，意識して見るようにしているのですが，滋賀県のあたりに入ると屋根の瓦などに特

徴があるのですが，あのあたりはどうでしょうか。規制がかかっているのでしょうか。 

 

【委員Ｋ】  

 近畿圏で有名なところでは，近江八幡は非常に有名です。あそこは水郷のまちというこ

とから，特性を生かすように景観にも力を入れているようです。滋賀県はそういうところ

が多いですね。 

 

【委員Ｄ】  

 近江八幡にも伝建がありますよね。 

 

【委員Ｈ】  

 その点大変言いにくいのですが，この庁舎が建つ時にここが景観を崩しているのではな

いかと。今こうしてここでこういう会議をしていることに，私も自責の念にかられていま

す。ま，そこへいくと話が戻ってしまうので。 

 

【委員Ｂ】 

 一番，最初にＡ委員さんが石薬師のまちづくりをされているということを言われていま

したが，白子の方でも型紙の衰退に対して何とかしたいという機運があって，以前，いろ

んなまちづくりを考える中で，柿の渋色を使って…というのをあるグループが考えたこと

がありました。一旦，それは消えてしまったのですが，また，なんとかしたいという機運

が尐し起こってきています。如何せん，どう進めて行けばいいのかそういうのが，わから

ない部分があります。そういうぽつぽつと出てきた機運をうまく繋げて，未来に向けて歴

史を守っていくことなどがうまくやっていければいいな，と思います。 



 

【委員長】  

 大体意見も出ましたので，議題の方はこれで終わりといたしますが，細かいところで，

他にご意見等がもしかしたらあるかもしれませんので，その場合は事務局にご連絡いただ

いて，次回，この修正版を出していただけると思いますので，そこで確認をお願いします。 

 それではその他ということで，事務局からお願いします。 

 

【事務局】  

 次回の委員会の内容と日程についてです。 

 まず，本日検討いただいた箇所について，頂戴したご意見を反映したものを原案として

作成いたしますので，確認いただく予定です。 

また，今回第３章まで検討されましたので，順番から行くと次は第４章ですが，第４章

の「行為の制限に関する事項」は景観計画上の規制について扱う章であり，ボリュームも

非常に大きいため，第４章については来年度にまとめて検討していただくこととします。

次回は第５章「景観重要項建造物及び景観重要樹木の指定の方針」，第６章「各種法制度の

活用」，第７章「推進計画」等について検討していただく予定です。なお，内容につきまし

ては今回と同様，委員会前に WGでまとめたものを検討していただきます。 

 さて，次回委員会の日程でございますが，２月２４日火曜日の午後を予定いたしており

ます。現時点でご都合の悪い方がおられましたら，お教えいただけますでしょうか？ 

 とりあえず２４日ということで，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，その他事項については，以上です。 

 

【委員長】  

 それではこれをもちまして，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。 

 


