
 

 

第３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２１年２月２４日（火）１３：３０～１５：３０ 

２ 開催場所 鈴鹿市役所 本館５階 ５０３会議室 

３ 欠席委員 衣斐委員 

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 

５ 傍聴の可否 可 

６ 傍聴者 なし 

 

【部長】 

 委員の皆様には，大変お忙しい中，第３回鈴鹿市景観計画策定委員会にご出席賜りあり

がとうございます。本日検討して頂く内容といたしましては，前回検討して頂きました第

１章から第３章についての修正につきましてご検討頂きますのと，合わせまして第５章か

ら第６章につきまして新たにまた皆様のご意見ならびに検討して頂きたいと思いますので

よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

 それでは，議題に入らせていただく前に２点ご了承願いたいとおもいます。まず１点目

ですが，委員会につきましては，前回同様原則公開とさせていただきます。２点目ですが，

録音させて頂きまして，議事録を作成したいと思います。インターネットで公表するとい

う点についてもご了承願いたいと思います。 

 以上点について，よろしくお願いいたします。 

それでは，村山委員長，議事進行をよろしくお願いいたします。 

 

【委員長】 

皆さんこんにちは。 

第３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たいと思います。 

今日は，委員会委員数１３名中１２名の委員の皆さんにご出席をいただきましたので，

２分の１以上に達しておりまして，委員会要領第２条第２頄の規定により委員会は成立し

ておりますことを報告させていただきます｡  

今，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ので，

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】 

 （異議なしの声） 

 



 

 

【委員長】 

 では，そのようにさせて頂きます。 

 本日傍聴人の方は，いらっしゃいますか。 

 

【事務局】 

 みえていません。 

 

【委員長】 

 それでは早速ですが，事頄書に基づいて議事を進めてまいりたいと思います。 

 事頄書をご覧いただきますと，今日は，大きく分ければ３つの議題があります。 

 項に進めていきたいと思いますが，まずは１の序章から第３章の修正についてというこ

とで，前回のこの委員会でご審議頂きました，鈴鹿市景観計画の第３章までの部分につい

て頂いたご意見に基づいて事務局のほうで修正しましたので，その説明をまず事務局のほ

うでお願いします。 

 

【事務局】 

 それでは序章から第３章の修正部分につきましてご説明申し上げます。 

 あらかじめお配りしました，鈴鹿市景観計画事務局素案平成20年12月というほうを見て

ください。これが序章から第３章の部分でございます。修正したページ，修正してないペ

ージ，全て印刷し直しさせて頂きました。修正したところにつきましては，赤字で修正さ

せて頂きましたので，赤字の部分につきましてご説明をさせて頂きたいと思います。 

 序章から第３章を通して，「市民が」というところを赤く着色しています。当初は，「市

民」と「住民」という言葉を区別せず使っていました関係上，市全域に関することにつき

ましては「市民」，地区別計画などで地域の住民のかたに関係のあることにつきましては「住

民」という言葉で統一をさせて頂きたいと思いますので，ここで語句の訂正をさせて頂い

ております。 

 次に「３．鈴鹿市景観計画の役割と構成」でございます。ここも同じく語句の訂正でご

ざいますが，「地区別景観づくり計画」と訂正させて頂いております。以前は「地区別計画」

というように書かせて頂いておりましたが，都市計画法のほうに「地区計画」という紛ら

わしい言葉がございますので，それとの混同を避けるために，この場合「地区別景観づく

り計画」と尐し長い名前になりましたが，このようにさせて頂きたいと思います。 

 ただ，これは仮置きというようにご解釈いただき，このあと景観計画の冊子ができるま

での中で，もう尐しいい言葉がありましたらまた直させて頂きたいと思います。委員の皆

様の中からも良いアイデアがございましたら，頂戴できればと思います。 

  「景観特性」でございます。真ん中あたりに「緑の中心核（通称：セントラルグリー

ン）」と記載しています。前回「セントラルグリーン」というかたちで書かせて頂きました



 

 

ところ，外国のセントラルパーク等と一般の市民の方が混同するようなことがあるのでは

ないか，もう尐し他の言葉はないかというご意見がございましたことで，「緑の中心核（通

称：セントラルグリーン）」とさせて頂きました。 

 景観計画と関連する計画の中に都市マスタープラン，緑の基本計画等がございまして，

その中で「緑の中心核（通称：セントラルグリーン）」という言葉が使われておりますので，

今回は，その関連する計画と合わせまして，「緑の中心核（通称：セントラルグリーン）」

という形に訂正をさせて頂いております。 

 次の景観特性の中の「①自然的景観特性」，「②都市的景観特性」，「③歴史的・文化的景

観特性」のうち，この計画の中にある現状報告として，マイナスイメージが書かれていな

いのではないかという提案がございました。 

そこで，「土石の採取による山肌の露出」，「廃車の放置」それから「乱立する看板」それ

と「連続性が失われつつある民家の建て替え」等を挙げさせて頂いております。 

 「③歴史的・文化的景観特性」のうちの丸印，下二つでございますが，歴史的・文化的

景観特性につきまして，ちょっとボリュームが尐ないということと共に，国分寺跡，それ

と戦争遺跡等も文化的資産として鈴鹿市を特徴づけているものではないかというようなご

指摘がございまして，このような文章を追加させて頂いております。 

 次に関連計画ですが，この景観計画と関連計画との前後関係がわかるように，もしくは

関連計画の制定年度がわかるようにということで，年月日を入れたらどうかというご指摘

もございまして，「みんなで築くすずか夢プラン」ですと平成18年３月にできたということ

で，このような形で入れさせて頂いております。 

 そして，景観類型の区分図でございます。面的，線的，点的いろいろございまして，こ

の中で軸拠点の道路につきまして，出来ている道路と未着工の道路の区別が解り難いので

もう尐し識別できるように工夫できないかというような，ご指摘がございまして，凡例を

外へ出しまして，点線は整備予定，実線は整備済みですよというようなかたちで，挙げさ

せて頂いております。まだこれでも見にくいということでございましたら，またご意見を

頂きたいなと思っております。 

 「景観類型の方針」について。つまり類型分けになる訳ですが，類型には分けてあるも

のの，類型別の違いが尐し解りにくいというようなご指摘がございまして，今回，「①鈴鹿

山脈及び鈴鹿山麓」の中に国定公園とか椿大社というような語句を入れさせて頂きました。

このことにより多尐わかりやすくなったのではないかと考えております。 

 「（３）市の個性を彩る景観類型〈拠点〉」の中の「①緑の中心核（通称：セントラルグ

リーン）」でございます。セントラルグリーンの語句の変更と共に，緑の中心核の写真の解

説を尐々変えさせて頂いております。なお，緑の中心核の写真もセントラルグリーンと言

う割には緑が見えていないじゃないかというご指摘があったかと思いますが，今のところ

適当な写真がございませんので，しばらくはこのままとさせて頂きたいと思います。 

 以上が，序章から第３章まで第２回の景観計画策定委員会でご指摘を頂きましたところ



 

 

を私どもで修正させて頂いたところでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

【委員長】 

 はい。ありがとうございます。 

 大変丁寧に修正して頂いて，私が見た限りでは，概ね議論を反映した内容として頂いた

ものと思いますが，今の修正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し

ます。 

 

【委員Ａ】 

 緑の中心核，通称セントラルグリーンですけど，ちょっと読んでみますとイメージとし

てはやはり市民が集う，憩いの場所があるというイメージでどうも皆さんがとらえがちで

す。よくよく読んでみると，なんだ結局田圃じゃないか，元々ある田圃じゃないかという

感想が非常に多かったのです。 

 

【委員長】 

 セントラルグリーンという言葉を聞いた時に，何か公園のようなイメージを，皆が集ま

るような場所に聞こえるということですか。 

 

【委員Ａ】 

 ええ，セントラルグリーンというと独自に作った公園とか，他に誇れる場所かなと，そ

ういうふうな感想が非常に多かったです。田圃は田圃ですので，その田圃という言葉が先

にきても別におかしくないと思うんですけど。それを通称セントラルグリーンと呼びます

という感じのほうが，多尐は良くわかるような感じがしたんですが。 

【委員長】 

 ここはずいぶん今までずっと議論してきた内容でして，緑の中心核というのは確か緑の

基本計画から引用したかと思います。 

 

【事務局】 

 はい。緑の基本計画と都市マスタープランから。 

 

【委員長】 

 そうですよね。おっしゃる通り，現時点では田圃なのですが，これからずっとあそこが

田圃であり続けるのかというような意見もあって，果たして農業をしなくなっても別の形

で緑の拠点になったらいいと言うような話があったので，田圃ではなく緑の中心核として

位置づけているのが現状です。 



 

 

 確かに，セントラルグリーンという言葉に随分先入観があるので，まだここは検討の余

地があるのかも知れませんね。 

 

【事務局】 

 はい。先ほど地区に帰られて他の人に読んで頂いたということで，一般の人が読まれて

印象としてやっぱり田圃なのかということであれば，他の関連計画に囚われずに，ここの

中でもう尐し農地ですよということを前面に出した言葉にするのも一つの方法かなと思い

ます。もう尐し考えさせて頂けませんでしょうか。 

 下のほうには，注釈として入れさせて頂いてはいるのですが，それでも田圃といわゆる

公園と混同されるということがあれば，もう一回考えさせて頂ければと思います。 

 

【委員長】 

 委員の皆様もぜひ何かアイデアがありましたら，事務局にご連絡ください。 

 議事録にきちっと残しておきまして，また今後検討するということにしたいと思います。 

 その他について，いかがでしょうか。 

 

【委員Ｂ】 

 先ほどの件ですが，水田地帯が存在しているということが，とっても大事なことで，こ

れを公園にするとかというものではないので，市街地の中心には，まず「まとまった規模

の水田地帯が存在しており」という言葉を先に持って来て頂いて，緑の中心核というよう

なことのイメージを後へ持って来て頂いたほうがよいのではないでしょうか。 

特徴として，水田が広がっているということはとても大事な，その要素を大事にしてい

って頂きたい。全てが開発へ繋がっていくのではないというように思うのですが。 

【委員長】 

 この項序を変えてということですね。 

 そうすることによって緑の中心核，セントラルグリーンという言葉の修飾になるので，

誤解が避けられるかもしれません。 

ありがとうございました。 

 ここは景観特性の現状を示しているので，先に水田という言葉を入れて後から緑の中心

核やセントラルグリーンという言葉を入れる方がいいかも知れませんね。具体的な作文の

ところは，また事務局で。 

 その他，いかがでしょうか。 

 他に無いようですので，序章から３章については，一応これを策定委員会としての現時

点での案とさせて頂きたいと思います。 

 今後，これ以降の議論を進めていく中で，もう一回全体を見渡して修正が必要だという

こともあるかと思いますので，まだ修正の余地を残しつつ，現時点での案ということにし



 

 

たいと思います。 

 続きまして，議題の２，「第５章良好な景観の形成に向けた方策」ということで，大きく

分けて①の「景観重要建造物及び景観重要樹木の指定について」と②の「景観重要公共施

設の指定について」へ行きたいと思います。たくさん議論したいので，半分ずつと言いま

すかまずは①について事務局から説明頂いて，それで議論したいと思います 

 まず，①についてお願いします。 

 

【事務局】 

 第５章の①について説明させて頂きたいと思います。 

今回，検討していただく内容は，「第５章 良好な景観の形成に向けた方策」と「第６章 

市民が主役の景観づくりに向けた取り組み」となります。 

これらは，鈴鹿らしい景観をつくっていくうえでの，行動計画（アクションプラン）に

あたるものです。 

第１回の景観計画策定委員会で景観法にある各種制度と申しますか，良好な景観を形成

する為のツールをご説明いたしました。 

それらのツールをどのように使って鈴鹿市の景観形成をはかっていくかをこの第５第６

章に記載しています。 

「第５章 良好な景観の形成に向けた方策」は先ほど申し上げましたツールの中でも，

どちらかと申しますと行政側が主体となって使っていくものについて記載しています。 

「第６章 市民が主役の景観づくりに向けた取り組み」は市民住民が主体となって活用

していく制度について，記載してございます。 

鈴鹿市の景観計画は広く薄く規制をかけることを主とした全体計画に対し，地区の住民

の発意を促して地区ごと個別に計画をたてる地区別景観づくり計画に分けています。二段

構成になっていることを以前ご説明申し上げましたが，この地区別景観づくり計画を策定

していくための仕組みの説明と地区別景観づくり計画策定を進めていくための支援方策な

どを第６章の後半に記載してございます。 

まず第５章の案を説明させて頂き，つぎに第６章の案を説明させて頂きます。 

まず第５章の①でございます。 

「第５章 良好な景観の形成に向けた方策」でございます。 

 前文の中に書いてございますが，前章は，まだ検討して頂いておりませんが，第４章と

して行為の制限を記載する予定でございます。 

なお，この第５章は先ほど申し上げましたが，ツールの中でも，どちらかというと行政

側から使っていくものを中心に記載しております。 

次の第６章のツールは最終的には行政というか景観行政団体が，認定したり指定したり

しますが，市民住民の側からのアクションになるものを集めてあります。 

１番，「景観重要建造物及び景観重要樹木の指定」でございます。 



 

 

景観重要建造物・樹木の指定の方針は景観法により，指定対象がある場合には必ず定め

なくてはいけないとされています。三重県景観計画においては，建造物や樹木を景観行政

団体である県として指定する方針はないため，この方針は定めていません。しかし，鈴鹿

市としては，鈴鹿らしい景観をつくっていくうえで，石薬師のまちづくりの中心となって

いる佐々木信綱の生家や長太の大クスなどを積極的に指定していきたいと考えていますの

で，指定方針を定めたいと考えております。 

「（１）指定の基本的な考え方」でございます。 

景観重要建造物や樹木は，歴史的価値や文化的価値は要件ではなく，景観上重要かどう

かという点で判断して指定をしたします。 

また，指定にあたり所有者の同意を得るものとしています。景観法では，所有者の意見

を聞くに止めていますが，いろいろな制約が加わることからそのあたりを勘案いたしまし

て，本計画では同意を取るものとしました。 

他の法令により保存等が担保される場合は，適用除外としています。 

「（２）景観重要建造物の指定の方針」，「（３）景観重要樹木の指定の方針」は，ほぼ同

じことですので，一緒に説明させて頂きます。 

まず，省令の方にどのように書いてあるかと申しますと，景観重要建造物の指定の基準

（景観法施行規則（平成 16 年国土交通省令第 100 号））の中に， 

第 6 条  

 １ 地域の自然，歴史，文化等からみて，建造物（これと一体となって良好な景観を

形成している土地その他の物件を含む。以下同じ。）の外観が景観上の特徴を有し，

景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものであること。 

 ２ 道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること。 

と書かれております。これを踏まえまして，指定基準を考案させて頂きました。 

○ 道路などの公共の場所から見ることができる 

○ 地域の自然，歴史，文化などの特性が外観に現れており，地域の良好な景観に寄与し

ている 

○ 外観（樹容）が優れ，地域の景観を象徴している 

○ 地域の人々に親しまれ，愛されている 

という４つの基準を全て満たす建造物や樹木を指定することとしております。 

また，景観重要建造物や景観重要樹木の指定は特にその地域の景観を象徴するものであ

ることから，地区別景観づくり計画のような，特に地域の特性を活かすための景観づくり

を進める一つの手段になればというような思いを言葉の中に入れたつもりでございます。 

次に「具体的活用イメージ」でございます。 

5 章・6 章では，このように「具体的活用イメージ」という記載をさせていただいていま

す。ここでは，それぞれの制度がどのように活用できるのかを，市民のみなさんが具体的

にイメージできるように「活用イメージ」を書かせていただいています。 



 

 

まず，ひとつ目は，行政側から指定をしていく場合の例。 

ふたつ目は，地域住民から声が上がってきた場合の例をあげてみました。 

なお，景観重要樹木につきましては，単体としての樹木と言いますか，一本の樹木を指

定することを想定していますので，林や森を指定しようとすると樹木単体の指定を複数行

うことも考えられますが，それよりも都市緑地法や森林法を活用するのが現実的だと思い

ます。 

巻末には文化財一覧のようなものを載せて，このようなものが景観重要建造物や景観重

要樹木の候補と考えられるということの参考としてもらう予定にしています。 

以上が①でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【委員長】 

 はい。ありがとうございました。 

 今の資料の１ページ，２ページの内容について，いかがでしょうか。ご質問，ご意見ご

ざいませんでしょうか。 

 

【委員Ａ】 

 具体的活用のイメージのところで，石薬師，佐々木信綱の生家がございます。ここを観

光施設の拠点としてとらえて，地域もそれに伴って例えば道路に色を付けてみたり，歩道

と車道を分けたり，あと電柱を取っ払いたいなと，自分らの中でいろいろ意見を出しなが

ら地域づくりと進めていくのですが，ただ，時間がこれ非常に掛かる訳です。すぐにでき

ない作業でございますので。市民主体でやるという，そのスタイルは良く分かります。市

民とあと行政も，それに乗っかって頂いて両輪で動いていかないことには，そういう我々

の思い描くまちづくりというのはなかなか難しい。長期に渡ってそういう計画を持ちなが

ら進んでいくにあたって，行政も長いスパンでそれに乗っかって頂きたいなという気がし

ています。そのへんは，どうでしょうかね。 

 景観の中で，考え方といいますのは。 

 

【委員長】 

 たぶん後から，第６章のところで出てくるのですが，地区別景観づくり計画というのを，

仕組みとして提案しています。その仕組みの中で，地区別景観づくり計画の中で，建物単

体だけではなくて道路とか電柱とか周辺の建物，街並みとかいろいろ盛り込める訳ですね。

一方でそういう議論をしていると時間がたってしまうので，どちらかというと行政からト

ップダウンというとあまり言葉が良くないかもしれませんが，鈴鹿市全体にとって重要な

建造物や樹木については，市の方が積極的に指定していくということなのだと思います。

その方針を示したのが，今の箇所でして，佐々木信綱の生家は，非常に重要なので地域の

いろいろな計画を作る前に，かなり早い段階で指定するというようなイメージだと私は認



 

 

識していますがいかがですか。 

 

【事務局】 

 はい。ここに例として挙げさせて頂いております，佐々木信綱生家それと長太の大クス

なのですが，例えば佐々木信綱の生家でありますと，佐々木信綱というひとつのキーワー

ドを元に石薬師地区で随分まちづくりが進められていまして，卯の花を飾ったりとか，と

いうことで使われておりますし，長太の大クスにつきましても，保存会の方が，結構活発

に保存されているということもお聞きしておりますので，こういうところをまず行政の方

からトップダウンというのも変ですが，指定させて頂くことによりまして，より一層弾み

がつけばいいなと考えますし，これをまた一つのきっかけにしてまちづくりが進めばと考

えておりますので，例として挙げさせて頂いております。 

 

【委員長】 

 これは確認なのですが，この景観計画の中には，具体的にこれとこれとこれを景観重要

建造物や景観重要樹木に指定しますとは言い切らないで，あくまでも指定の方針を定める

というものですね。 

 

【事務局】 

 当面は指定の方針を定めることに止めまして，指定するごとに景観計画書の後ろのほう

へ差し込んでいく形を取らせてもらおうかなと思っています。 

 

【委員長】 

 今，この時点で何を指定するかの議論はしなくてもいいということですね。 

 

【事務局】 

 はい。 

 指定していくには，市の方からこれとこれを指定していきたいなという場合もあるでし

ょうし，地域の方からこれを中心にまちづくりを行いたいので，指定してくれというよう

なこともあるかと思います。指定の方針に合っていれば，それを受けまして，景観審議会

の方でも審議をして頂きまして，指定をさせて頂こうかなと考えております。 

 

【委員Ｃ】 

 その指定をするにあたって，一番最後に付けて頂いている資料の景観に関する文化財な

どを見ていますと，これらの管理者や所有者はほとんどが行政や自治会だと思うのですが，

今後例えば個人のものを指定していきたいという話があるかと思うのですが，そういった

ことについて何か考えられていますか。 



 

 

 

【事務局】 

 個人の所有物の指定につきましては，ここにも尐し書かせて貰っておりますが，制約が

どうしても掛かりますもので，まずは同意を頂くということが一番大事なことだと思いま

す。 

 それと私ども個人の方の物を指定させて頂いて，行政としての援助が，具体的に申し上

げれば補助ができるかということがございませんので，当面ですが個人の方の指定よりは，

市所有の物とか自治会所有の物とかが優先されるのではないかと考えております。 

 なお，ここに付けました文化財の一覧につきましては，あくまで参考資料ですので，こ

の中から選ばなければならないということもございませんし，この中でも個人の所有の物

でありますと，外から見えないという物も結構ありますので，それは省くことになると思

います。 

 

【委員Ａ】 

 それに関連してですが，文化財保護法であるとか，重文であるとか天然記念物，名勝天

然記念物そういうものにかなり指定されているんですよね。だから，それらを除外してい

くと残るものは，ほとんど尐ないと思うんです。ですからその選定というのは非常に易し

いかなと思います。 

 

【委員長】 

 どちらかというと，資料として文化財のデータがあるのですが，歴史・文化的なものだ

けではなくて新しい建物についてもそれが景観に寄与していれば，重要建造物としてもい

いのではないですか。 

 だから，いろいろこう活用の方法があるのではないかと。 

 

【事務局】 

 資料として付けるのにですね，面白いデザイン一覧とかいうのがあれば，付けられたと

思うんですが，そういうものが私どもの手元になかったもので，とりあえず文化的なもの

ということで資料として付けさせて頂いたということです。 

 

【委員長】 

 歴史・文化的なものも重要なので，それで結構かと思います。 

 そういった意味で幅広く指定ができるものであるし，とにかくここでは，指定の方針を

このように定めておいて，これから積極的に使っていこうということです。 

 

【委員Ｃ】 



 

 

 伊賀市などですと，例えばコンテストと言いますか，市民からこういう建物が良いので

はないかというような応募をして頂いて，広く皆で素晴らしいねということで，この建物

を残したらいいねというような制度を創っているというのを聞いたことがありま。制度を

創ったけど，既存の文化財くらいしかありません。というのではなて，今あるストックの

中でいいなというものを発掘していくような形になったらこれも生きた制度になると思う

のですが。 

書いてあるけど，実は指定できない文化財であったというのでは何か物足りないなと思

います。 

ただ，指定された時に何らかの制約があるということですが，例えば壊しちゃいけない

とか，できるだけ壊さないで，と言っても，壊すなという縛りまではいかないわけですか

ら，景観的にこういう建物はいいのではないかというような幅広い選択肢があったらもっ

といいと思いました。 

 

【事務局】 

 後ほど，また出てきますが第６章の最後の方にも，表彰制度のようなものを考えていき

たいなと記載させて頂いております。例えばグッドデザイン賞じゃないですが，そのよう

なもので選ばれたものを重要建造物として指定していくのもひとつかなと思います。 

 

【委員長】 

 それでは，これくらいでよろしいでしょうか。また何かあれば最後にご意見を頂きたい

と思います。 

 次に進めさせて頂きます。 

 事頄書によりますと，「景観重要公共施設等について」です。 

 

【事務局】 

 ３ページの大きな２番。 

 「屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限」ちょっ

と長いですが，ここから説明させて頂きます。 

 第１回の委員会の説明の時にもお話しいたしましたが，基本的に屋外広告物は屋外広告

物法，屋外広告物条例という個別法がありますので，景観法の適用除外扱いとなります。 

ただ，景観計画の中に屋外広告物の規制に関する事頄を書くことはできます。しかしな

がら，屋外広告物条例と一体となって規制を行う必要があるため，三重県屋外広告物条例

の規制の範囲を超えるような内容を書くことはできません。 

 景観計画が運用され，ある程度市民の方に浸透し，落ち着いてきましたら独自の屋外広

告物条例を制定するなどの行動をおこす必要が出てくるものと思われます。 

 その時は，景観計画の中に具体的な方針を書けますが，現時点では三重県屋外広告物条



 

 

例の範囲内での景観計画の方針を書くに止まっています。 

３番「景観重要公共施設の指定」でございます。 

 景観重要公共施設に指定するにあたり，候補の選定としては区画整理地内の道路のよう

に周辺と一体的に整備する必要がある場合や地域の景観形成活動が活発で，道路などの公

共施設もその形成活動に呼応していく必要がある場合などが考えられます。 

 そのような場合，それぞれの道路等の整備に関する事頄や占用等の許可の基準を定めて

いこう景観計画に追記していこうというものです。 

 なお，当該景観公共施設の管理者と協議し，同意を得る必要があることは言うまでもあ

りません。 

 「４景観農業振興地域整備計画の策定」。 

 田園都市としての本市の景観を保全する必要があると認められた場合は，景観農業振興

地域整備計画の策定を検討するものとします。 

「５自然公園法の許可基準の強化」。 

 鈴鹿山脈の自然景観を保全する必要がある場合，管理者である県と協議し，自然公園法

に基づく規制について上乗せの許可基準を定めることとします。 

２から５につきましては，現時点では具体的な策定事頄がないため，抽象的な表現にと

どまらざるをえませんが，景観重要公共施設などは，地域の景観への取り組みにあわせて

活用すれば，非常に有効な手段となります。今後，これらの制度の活用が必要となり，具

体化した時点で，景観計画の後ろに追記していく形をとっていきたいと考えています。 

以上でございます。 

【委員長】 

 ３ページ，４ページの内容ですが，ご質問ご意見ございませんでしょうか。 

 ここはまだ，具体的に何かするというわけではなくて，仕組みとしてこういうのがある

ので，鈴鹿市の景観計画でも盛り込んで将来活用していこうということですね。 

 ちょっと質問していいですか。 

 三重県の屋外広告物の条例で，禁止地域というのがよく出てくるのですが，許可地域と

かその他のいろんな地域もあるのですよね。その適用については，たぶんいろんな要件が

あると思いますが，鈴鹿市では禁止地域を指定するということが，一番メインになるので

すか。 

 

【事務局】 

 禁止地域というのは，法で決まっておりまして住居専用地域等は禁止地域になっており

ます。あと，禁止路線というのがございまして，この道路の両側100メートルには看板を立

てないでくださいという路線は条例で指定できるようになっております。条例で指定でき

るのは，三重県の権限でございますので，鈴鹿市といたしましては，鈴鹿市のこの道路に

ついては三重県の方で指定してもらえませんかというような協議をさせて頂いています。 



 

 

 今現在そういうような状況で，ここに例としてございます鈴鹿中央線も禁止路線として

三重県の方で指定して頂いております。 

 

【委員長】 

 これは，こちらから申し出れば比較的簡単に指定して頂けるものなのですか。 

 

【事務局】 

 ほぼ市町の申請通りに指定して頂いております。 

 

【委員Ｄ】 

 法的な関係で，都市計画法とか農地法とかあると思うのですが，農地ならば農地法とい

うようにそこで既に法律が個々に縦割りで決まってますよね。そこへ加えて農振地域の景

観とか，自然公園法の上乗せとかなってくると，都計法とか農地法の中で決められていて，

開発をかけて建てる建物に対して，開発の許可などが下りたとしても，ここでもう一回景

観法で，鈴鹿市指定のものをつくればもうひとつ厳しい何か関連して規制というものが出

てくるのでしょうか。 

 

【事務局】 

 鈴鹿市の場合は，規制に関しましては全域を広く薄くという形になります。 

 都市計画法で開発許可が必要な物件につきましては，ほぼ景観についても届出が必要と

なる規模であると思われますので，開発とは別に申し訳ないですが，景観計画に基づく届

出をして頂いておりますし，これからもして頂いていくことになると思います。 

 

【委員Ｄ】 

 そうすると今現在は，結構面積が大きいとか高さが高いとか，まだまだそんなに厳しく

なってないですが，もっと鈴鹿で市自体でやるようになると，もっと面積も小さいところ

で設定したりとか，高さももっと具体的にここに盛り込まれるようになるのですか。 

 

【事務局】 

 市全体としましては，先ほど申し上げました広く薄くから厳しくする気はございません。 

 その部分についても，当然当策定委員会で届出の基準，県の今の基準が適正かどうかと

いうのは，この策定委員会の方でご審議，検討して頂くことになってくると思います。 

 ただ，基本的に全県下で行っております届出基準と鈴鹿市の基準が大きく違うというの

は，どうかというところもございますし，今後検討というところとなろうと思いますが，

今の市の方針として特に鈴鹿市だけ届出基準を特別に設けるということは行政サイドとし

ては，考えておりません。 



 

 

 ただ，委員の皆様方からやはりもうちょっと景観に配慮して届出基準を下げる必要性が

あるかどうかというようなご意見が出てくれば，その場でまた検討させて頂きたいと思い

ますが。 

 

【委員長】 

 今のは，全体のことですよね。 

 景観農業振興地域整備計画はむしろ耕作放棄地があって，その結果耕地が荒れて来て景

観としても良くないので，これを別のNPOなどがきちんと管理して景観も守りましようと

そういう主旨の活動を促すような計画で，必ずしも規制が強くなるだけということはない

ですね。 

 

【委員Ａ】 

 この４ですね景観整備機構に指定されたNPOなどによるという，そのNPOというのが無

いと思うのですがどうでしょう。  

 現在ありますか。 

 

【事務局】 

 NPOによる農地の管理というのは，現在市内には無いですが，「大地の耕作人」さんとか

そういうとこは民間の，法人化されましたが最近，ございます。 

 

【委員Ａ】 

 鈴鹿市には，無いということですね。 

 

【事務局】 

 鈴鹿市にも「大地の耕作人」という法人化されましたが，そのような団体がございます。 

 

【委員Ｅ】 

 先ほどの４番の質問に重なりますが，私も農業委員会が長かったもので，農業振興地域

の耕作放棄地についてはですね，農地法で食糧自給率を上げるという立場から日本中に埼

玉県ほどの耕作放棄地があるという中で，鈴鹿市においても耕作放棄地を耕地の地図の上

へ図示して，それを無くすようにという行政指導を県から強力に推し進めるように農地法

でしている訳です。 

 ここでまた景観法で農地の管理などができるようになると言い切って行いますと，今度

は景観の方から耕作放棄地の管理をということですか。目的が違うと言えば違うのですが。 

 自給率の向上と景観を守るという二つの意味をそれぞれの法律でという形になろうかと

思いますが，同じことを二つの法律でしなければならないのですか。 



 

 

 農業委員会は，本格的に取り組んでいますよこの問題には。 

 

【委員長】 

 そうですね。 

 庁内ワーキングでも農業の担当の職員の方からそういう情報提供を頂きまして，今おっ

しゃられたように目的が違うのですよね。でも，やることは似たようなことになると。 

 本当にこれはもう法律の縦割りで，それに文句をいってもしょうがないですが，複雑に

なっているというのは現状だと思います。 

 

【委員Ｅ】 

 景観ということで割り切ってしまえば，景色は悪いですからね。 

 

【事務局】 

 景観法自体が国会に提出されたのは，国交省と農林水産省と文化庁の３省合同で出され

ています。ですから農水省も景観に関しては主役のひとりになる訳ですから，自分のとこ

ろも農業振興整備計画の中で景観農業振興整備計画をたてられると農水省も言っています。 

 

【委員長】 

 たぶんこれ創った時の趣旨としては，例えば棚田みたいな所で非常に農地景観として素

晴らしくて残したい。まあ自給自足の話もあるのですが，景観面で非常にすぐれたものが

ある場合にこういうものを活用するというアイデアがあると思うんです。 

 だから別にここに書いたからと言って，鈴鹿市内の全ての農地でこれをやらなければい

けないということではなくて，むしろ地域からいろいろ話が出てきた時のために枠組みと

してこれを用意しておくということです。 

 複雑になってきていますが，景観側としてはこのようなメニューを用意しておきましょ

うということでここに載せていると。 

 

【委員Ｅ】 

 ３省合作ということで，農地法よりこれが上位計画になるということですか。 

 

【事務局】 

 そういうことではなく，例えば耕作放棄地ということであれば，食料自給率ということ

で本来ですと農地法に求めるべきだと思います。 

 それでもうまくいかない場合につきましては，景観の側から耕作放棄地についてNPO等

にまかせることもできるというような特別法のような形でフォローができますよというよ

うに考えて頂ければ結構かなと思います。 



 

 

 先ほど委員長の方からありましたように，本来の使い方としては棚田の石積みを修復す

るときにオーナー制度を採用したり，NPOなどが修復する場合とかにこの景観農業振興地

域計画を使えないかというのが，本来の趣旨だと思います。 

 ただ，鈴鹿の場合ですと見ていて農地の中で問題があるように思われるのは，耕作放棄

地がぽつぽつとあるくらいかなと思いましたのでそのような例をあげて説明をさせて頂き

ました。 

 

【委員Ｃ】 

 委員Ｄさんがおっしゃったことに関連ですが，県の規制でいくと建物が大きかったりと

か高さが高かったりとかですが，４番の農地のところにいくと，例えば農家住宅とか分家

の開発とかで田圃の真中に家が建っていたりするのも規制できるのですか。 

 

【事務局】 

 農業施設に対してだけです。 

 農業用倉庫とかサイロとかについてこの景観農業振興地域計画で農地の景観に合わせた

ものにしてくださいということです。 

 

【委員Ｃ】 

 農地の中に住宅を建てたらだめですよということではないですね。 

 

【事務局】 

 そういうことはないです。 

 

【委員Ｅ】 

 それは農地法の方で制限を加えています。 

 集落に近い所にしか農地転用できないとかになっています。 

 

【委員長】 

 建物の立地とか開発に関しては別の枠組みでコントロールされていますので，全部景観

でやるということはないですね。 

 農業景観として農業施設の作り出す景観に対する管理に対してNPOが参加できるという

ことですね。 

 

【委員Ｆ】 

 景観整備機構に指定されるNPOですが，このNPOという表現なのですけど事務局で確認

して頂ければいいのですが非営利団体というNPOという意味ですと簡単に作れるのです。 



 

 

 「指定された」というがあるのでいいのですが，NPO法人というのとすごく違うので簡

単に集まって非営利団体です。で通ってしまうものと区別した方がいいかも。 

 

【事務局】 

 後の景観整備機構で出てきますが，「公益法人およびNPO」となっていますので，その

NPO法ですか，それがある法人だけだと解釈して頂いて結構だと思います。 

 

【委員Ｆ】 

 そこをね，NPO法人と表現した方がいいのか，NPOだけでいいのか。 

 わりと勝手に名乗れるんですよね。 

 

【委員長】 

 言葉使いについては，法律をもう一回見て頂いて，厳密に書いた方がいいでしょう。 

 他に３ページ，４ページで何かないでしょうか。 

 

【委員Ｃ】 

 ５番の自然公園法の許可基準の強化のところで，前１回目の時に小岐須の渓谷の景観が

損なわれたという議論になったと思うのですが，これを強化することによって鉱業法にお

ける試掘とかそういうことについても規制が掛けられるというようなことでしょうか。 

 

【事務局】 

 上乗せ基準において，鉱業権の許可までですね，止めることができるかどうかというこ

とは非常に微妙なところで，それはちょっと難しいかと思います。事業後の景観の保全に

ついてですね，強化する程度でないとなかなか難しいのではないかと。 

 

【委員Ｄ】 

 例えば鈴鹿山麓の景観を残してほしいという地域住民の要望が出た時に，既に採掘して

いる山の地肌が表れている所というのは，当然採掘権とか他の権利を取っていますから事

業として進んでいますよね。指定することによって今のこの景観が良いと住民が言われて

も当然そこはそこで企業が動きますから景観は変わりますよね。 

 

【事務局】 

 現在鉱業権を取られているものについてはですね，非常に難しい。 

 

【委員Ｄ】 

 そうすると住民側が今の景観が良いと言われても，それが変わっていくことは別物とい



 

 

うことですね。指定はするけどその中の内容が刻々と変わっていくことは別物ですという

ことですね。 

 

【事務局】 

 ただ，新規の鉱業権を取られる時には，必ず市町村の意見を聞くということになってお

りますので，その時には市として物言える根拠がここで出てくるのかなと。 

 

【委員Ｄ】 

 そうすると６章のところで地域住民から地区別景観づくり地区指定の要望を受けて，そ

のような指定をした地域が出てきたとしても，ここに関しては強制権がないですから，そ

この景観は現状のままでは止まっているものではないという説明が一言入る訳ですね。 

 

【事務局】 

 そうですね現状で鉱業権が設定されているところに何らかの規制をすることは，非常に

難しいと考えます。 

 

【委員長】  

 それでは，次に進めさせて頂きたいと思います。 

 議題の３番目，「第６章の市民が主役の景観づくりに向けた取り組みについて」というこ

とで，これも尐しずつ進めていきたいと思いますので，まず各種法制度の活用というとこ

ろを事務局から説明してもらいます。 

 

【事務局】 

 それでは，事頄書の「（３）第６章の市民が主役の景観づくりに向けた取り組みについて」

の①各種法制度の活用を説明させて頂きます。 

 よろしくお願いいたします。 

この第６章は各種制度の中でも，市民住民の側からのアクションが重要となるものを集

めてあります。また，前回説明したしました行政が定めるこの全体計画に対して，地域の

住民の発意を用いた「地区別景観づくり計画」の策定についてもここで詳しく述べさせて

頂きます。 

１番，「各種法制度の活用」でございます。 

 ここでは，景観協定・景観協議会・景観整備機構・景観地区などの特に市民が中心とし

て景観づくりをおこなっていくために活用できるツールについて，方針を示しています。

制度の概要については，以前お配りしている各種法制度の概要を参考にしていただきたい

と思います。 

「（１）景観協定」。 



 

 

景観協定は，高さや色だけでなく，建物の用途や清掃活動の回数のような景観法では直

接規制することができないようなものについても協定で定めることができます。 

通り沿いにおいて，通りの景観重要公共施設の指定などとともに活用することが考えら

れます。各務原市のテクノプラザにおいては，景観地区とともに景観協定を活用していま

す。景観地区で定めきれない隙間を景観協定で定めることで，エリアの良好な景観を保っ

ています。 

ここで明記はしていませんが，協定地区内の全員の同意が必要となることがネックとな

ると思われます。 

そこで，一人協定の例があげられます。団地開発などを行う場合に，開発業者などが分

譲をする前に景観協定を決めておき，景観による価値がある団地として売り出す例も見ら

れます。 

２番，「景観協議会」です。 

 住民だけでなく，NPO や中電，近鉄，観光協会，行政など多彩なその地域の景観形成に

関わる様々な主体が参加できます。そのため，いろいろな場合での活用が考えられます。 

 例えば，先ほどの景観重要公共施設の指定の際には，住民・行政・地域の事業者で景観

協議会を立ち上げ，話し合いの場を設けるのも良いのではないかと思います。 

３番，「景観整備機構」。 

 全国的には，建築士会や NPO が景観整備機構となっている例が多くあります。実際には，

景観重要建造物や樹木の管理等をまかせる組織までは難しいかもしれません。 

住民活動を支援する組織としては，後に述べますアドバイザーとしての活動も期待でき

ます。 

４番，「景観地区」でございます。 

 都市計画決定となり地区内の行為については色彩・デザインだけでなく，高さ等にまで

規制が及び，住民に対する規制が強くなるため，実際に使用するには景観上相当な目的が

ないと難しいと言えましょうが，建築確認などで担保されているため，非常に実効力を持

つ規制でございます。 

 全国的に見ても，景観上に非常に優れた建造物群や，新規に造成された団地など，新た

な景観上の価値を付加しようというような場合に活用されています。 

５番，「その他の法制度」です。 

 その他都市計画法や建築基準法，都市緑地法などにも良好な景観を保全するために有効

な手段があります。 

 なかでも，都市計画法上の地区計画制度は景観法の規制のメインである，形態意匠につ

いても決めることができます。ここでは，多くは書きませんが住民主体の景観形成に有効

な手段として触れさせていただいております。 

 以上でございます。 

 



 

 

【委員長】 

 各種法制度の活用ということで，５種類の法制度の紹介があって，これを活用していこ

うということが書かれています。 

 制度の解説というのは非常に難しくて膨大な量の解説の中から分かり易く手短に解説し

ている訳ですけども，分からない部分とかご意見ご質問等ありましたらお願いします。 

 

【委員Ｅ】 

 ４番の地区計画。景観地区ともう既にある地区計画とは運用でどう違ってくるのですか。 

 

【事務局】 

 もともとは，地区計画というのは市内で１３か所既に指定しておりまして，これは都市

計画に基づく地区計画ということでその地区に関して例えば生垣であったり，区画面積で

あったりを決めているものです。 

 これは当然都市計画法の手続きに沿って指定をしております。 

 今回の景観地区というものについては，今後の景観計画の中で景観法に基づいて地区を

指定できるということです。 

 

【委員Ｅ】 

 地区計画とは別に。 

 

【事務局】 

 別です。 

 

【委員Ｅ】 

 地区計画をかけてない所にも景観地区をかけることはできますか。 

 

【事務局】 

 できます。 

 

【委員Ｅ】 

 地区計画と景観地区は目的が似たところがたくさんありますね。 

 運用が違うだけですか。 

 

【事務局】 

 運用ともうひとつ景観地区については景観というキーワードの中で景観に重点を置いた

ものと考えて頂ければと。 



 

 

 

【委員長】 

 建築物の形態意匠についてと書かれています。 

地区計画ですと地区施設だとか公園とか道路だとかそういう物も盛り込めますから，ち

ょっと違うのですね。地区計画はどちらかというと住環境整備の課題から出てきた制度で

すから，尐し経緯が違うのとやはり内容的にも違ってくるというので，新たに景観地区と

いうのもつくられたのでその活用も考えられると思います。 

 

【委員Ｅ】 

この場合でも地区の住民の同意というものが要るのですか。 

行政が前から決めてしまうのですか。 

 

【事務局】 

 景観地区ということであれば，景観上の規制ということも発生してまいりますので，当

然地域住民の方の発意でないとなかなか進みません。 

 

【委員長】 

 他にどうでしょうか。 

 景観整備機構の中に建築士会とかを指定するとか書いてありますけど，このへんはいか

がでしょうか。期待されている役割としては，地区別に景観づくり計画を作っていく時に

それを支援することとか，あとはいろいろな景観重要樹木とか重要建造物の場合のことが

書いてありますけど。 

 これ，今三重県の方で景観整備機構に指定されている団体というのはありますか。 

 

【事務局】 

 三重県は，三重県建築士会と交渉と言いますか協議をされている最中だとお聞きしてお

ります。 

  

【委員Ｇ】 

 今，団体の方からは，景観整備機構になりたいという意思表示は頂いています。 

 それを受けまして，県では昨年景観計画を作りましたし，指定のアウトラインのような

ものをこの７月頃には作りまして，建築士会さんの方に説明をしたところです。 

 建築士会さんの方で県全体として自分たちで活動していくかどうかということを検討し

てもらっているような状況です。 

 指定を受けるか受けないかの意向は，まだ聞いておりません。 

 指定を受けるとなると法人格がないといけませんので，県一本で，三重県建築士会とし



 

 

て受けるということになると思います。 

 その際，三重県の場合は三重県の景観計画の区域だけですので，今回鈴鹿市は対象外と

いうことになってきます。県が県建築士会を機構に指定した場合は，同じように県建築士

会から鈴鹿市の方に指定してほしいという働きかけがあろうかと思います。 

 

【委員長】 

 鈴鹿市は景観行政団体になりましたから，三重県の枠から外れていますので，その辺り

は指定し直さなければならないということですね。 

 他にありますでしょうか。 

 

【委員Ｆ】 

 ５ページの一番下の四角の中の鈴鹿川のところ，ちょっと言葉使いがおかしいと，「管理

主体は国ですが，このほかにも・・・」とありますが，「このほかにも」の意味するところ

が不明です。 

 

【事務局】 

 すいません。これは文言の誤りです。直させて頂きます。 

 管理について，国以外にも使っている人がたくさんいて管理していますよということが

書きたかった為にこのような書き方になってしまいました。申し訳ございません。 

 

【委員長】 

 ひとまず先に進めさせて頂きます。 

 ２番の地区別景観づくり計画策定の仕組みのところです。 

 お願いします。 

 

【事務局】 

 ご説明申し上げます。 

 ２番，「地区別景観づくり計画策定の仕組みについて」でございます。 

市内にある良好な景観は，特に歴史的文化的価値が高いなど，行政が主体となって保全

が必要と考えられる場所については，積極的に景観法上の制度などを活用して規制を行う

などの景観づくりを行っていくべきと考えます。 

しかし，地域における景観形成，まちづくりについては，そこに住む住民のみなさんが

主体となって行っていくべきであると考えます。そこでの行政の役割は，景観についての

情報発信や景観という側面からのまちづくりのアドバイス，ここまで説明してきました各

制度の活用手段の紹介などのさまざまな方法での積極的な支援であると考えます。 

この地区別景観づくり計画は，そのような地域での景観の取組みを支援していく仕組み



 

 

を定めるものでございます。 

「（１）地区ごとの景観まちづくりの進め方」。 

鈴鹿市景観計画の特徴の一つともいえます地区別景観づくり計画についてここで述べて

います。 

景観計画が実行に移されたら，広く薄く全市的な規制を掛けるとともに，地区別には独

自のルールづくりをお勧めしていくものです。 

ここは，イメージ図です。 

地域で景観形成方針，つまり目標が立てることができたら，それを実行していく方策を

考えることになりますが，ここで先ほどまでに説明いたしました各種制度を使って，まち

づくりを進めることができますよという流れの一例を示しています。 

「（２）庁内連携による計画策定への働きかけ」でございます。 

景観計画の周知活動の中で，この計画にはこのように地区ごと町ごとにいろんな計画や

ルールづくりをすることができることを説明，推奨していきます。 

この制度を利用して，何か景観まちづくりを進めたいという地区がありましたら，私ど

もが，一緒になってお手伝いさせていただくことになります。 

このお手伝いの中で必要となれば，関係課を呼んで話の中に入ってもらうこともありま

す。 

「（３）市民自らの発意による計画策定への支援」。 

景観まちづくりの中でも，いろいろな最終的な目標をルール作りにまでもっていく場合

は，やはりそれ相当の地区の合意などが必要となります。イメージ図ではそれぞれの制度

に応じて必要な基準を記入しています。 

計画策定段階においては，実務的なところにおいても地域を支援していく予定です。 

「（４）（仮称）景観アドバイザー派遣制度の創設」です。 

景観まちづくりをしていこうとする中で，どうしても専門的な人の教えを乞いたいとい

う場面が出てくると思います。 

そういう時には，行政の担当者をはじめ専門知識のある人を紹介したり，アドバイザー

として派遣したりします。 

景観整備機構が行うことができる業務のひとつとして，良好な景観育成に関する援助業

務というものがありますので，景観整備機構に対して有識者の派遣などをお願いすること

もできるかと思います。 

 以上でございます。 

 

【委員長】 

 この部分で鈴鹿市は，ユニークな提案をしていると思います。 

 地区からの発意で進めていく，それをきちっと仕組みとして受け入れるという非常にユ

ニークなところなので，ぜひご意見を頂ければと思います。 



 

 

 

【委員Ａ】 

 当初から市民自らの発意ということで，鈴鹿市の景観グループの中でもそういう発想に

よって，ずっと行って頂いていると，我々地域地区にとってもそれ自体はありがたいこと，

なるべく行政主体にならないようにそういう方法でいって頂きたいと。 

 まだまだ景観については，一般の市民の方がご存知ない。 

今年度鈴鹿市が景観行政団体になりましたけど，計画はまだ三重県の計画を使っている

のですね，それで鈴鹿市に届出をする。こういう仕組みですね。 

本格的に２２年を目標として鈴鹿市の計画を作るのだということで，私ども皆さんに尐

しでも知って頂きたい。そこで今年は３月１日に県の消防学校の講堂に数百名を集めて，

地域の人に景観は去年と違ってこういう方向に進んでいますよという話をしようと思って

います。 

資料も景観グループに作ってほしいと，先日お願いしたところです。 

地道にこれを普及させていかないと。他の地区にももっとアピールできる方法がないの

かと思います。 

景観がどのように自分たちの生活にタッチしてくるかをもっと知らせていかなければな

らないと考えています。 

  

 鈴鹿市の中で石薬師地区だけではまだまだ力が弱いと。できたら他の地区にも呼び掛け

て頂いて運動して，地区の人々に下ろせるようにというところがあってもいのかなと思い

ます。 

 

【委員長】 

 普及することを前提にこういう仕組みを考えてみたわけですが， 

 いろんな所で地域からの発意が出てくるといいなと思います。 

 

【委員Ａ】 

 鈴鹿市の住民主体のこの姿勢自体は，非常に評価できると思います。 

 

【委員長】 

 委員Ａさんは，地元でいろいろ取り組まれていて，行政にいろんな支援をしてもらいた

いなというご意見もあると思いますが，大体ここに書かれていることでよろしいですか。 

 もっとこう，たくさんのことを書いてほしいとか。 

 

【委員Ａ】 

 これでいいのですが，考え方自体が要するに景観行政団体になったらハイ終わりですよ



 

 

という考え方ではなくて，その後もずっと市民と連携していく，いい案が出てくればまち

づくりを絶えずサポートしていくというスタンスがあればいいと思います。 

 

【委員長】 

 他にいかがでしょうか。 

 心配しているのは，仕組みとしてすごく良くて是非推進したいのですが，推進するにあ

たって，例えば景観整備機構が地区レベルの計画策定の支援をするといっても，建築士の

みなさんがボランティアでやるわけにもいかないと思うので，技術的な専門的な仕事に対

する報酬も必要になると思います。 

 景観アドバイザーを派遣するにしても，講演するなら講演料が必要と思いますので，そ

のあたりの予算措置について，どのように考えていますでしょうか。 

 

【事務局】 

 ここに挙げさせて頂いているのは，全てツールでございます。 

 挙げた限りはそのツールに従いましてその基準を設けるなどの必要がでてくると思いま

す。 

 アドバイザー制度にしろ，景観整備機構の方にお願いするにしろ，何かしらの予算措置

を含めまして，基準を設けていかなければならないかと考えております。 

 それと委員Ａ委員からもありましたが，他の地域にも進めていくことにつきましては，

庁内の連係といいますか，地域課等にどの地区がどのような活動をされてみえるのかお聞

きしまして，そのうえで我々が景観として関わっていけるのかどうか調べていく必要があ

るかと思います。 

 今日も自治会の代表としての委員さんにも出席して頂いていますので，どうしても地域

に入るとなりますと，自治会抜きにはできないことも出てきますので，自治会を通してお

願いに上がるということも考えております。 

 

【委員長】 

 委員Ｈさんは普段自治会で活動されていて，いろいろと行政と活動することが多いと思

いますが，こういった仕組みについていかがですか。 

 特にこれは景観だけですが。 

 

【委員Ｈ】 

 矛盾というのは，多尐出てくると思うのですが。 

 いろんな規制が完全に掛かるというとやはり多尐の利害関係も発生しますし，そういう

ところの調整はどれを持ってするのかということですね。この制度がいい考えだと思うの

ですが難しい問題が数多く残ると思います。 



 

 

 そのあたり，皆の立場を考えて，鈴鹿市も昔からずっと住んで見える方，旧の町の方，

自治会活動でもそうなのですが，旧のところと新しくできた新興住宅の方と全然物の考え

方が違いますので，そのあたりも考えてもらっていろいろ相談してもらえればいい意見が

出るとは思います。 

 

【委員長】 

 これを進めていく時には，自治会や連合会といっしょにしていかないと，動かないこと

もいろいろあるかと思いますのでよろしくお願いします。 

 他に何かご意見はありませんでしょうか。 

 

【委員Ｃ】 

 景観アドバイザー派遣の制度創設とかについてですが，県にもアドバイザー制度がたく

さんあり，私たちも講習を受けておりますが，制度を作る時に本当に専門的な知識を持っ

た人達を集めたいと思っていても，結局アドバイザーをつくる時に県の税金を使っている

ので，広くたくさんの人材をつくってしまうのですね。 

 そうするといろんな人が入ってこられて，アドバイザーとして使って貰ったことがない

のですよ。 

 

【委員Ｄ】 

 アドバイザーを頼む側も本当にその人を頼んで，成功するかどうかも分からない訳です

よね。 

 ちょっとずれて申し訳ないですが，次の啓蒙・啓発・普及の方に入ると思うのですが，

行政が働き掛けてようやく動こうとしています。 

 地域が今度それに乗ってやっていきたいという時に，どうやってすれば良いか分からな

いし，地域は地域に合った考え方や地域特性がありますから，よその例をそのまま持って

来て合うかどうかというのもあります。鈴鹿市の中でも山の方，里の方違いますし，そう

いう時に参考例として計画とかアドバイスして頂ける，早くから取り組まれている既存の

石薬師さんのような地区の人の話を聞きながら見学しながら，勉強して自分たちの中にど

れを取り入れるか地道にやっていくのが良いのではないか。 

 やはり先行している方々にこの中に入って頂かないと。 

 役所は提案するのは簡単なのですが，本当にこれは続けていかないといけない訳です。

何年もかかって。継続できるかということだと思います。 

 

【委員Ａ】 

 石薬師明るいまちづくり推進協議会というものを設立してもう２５年たちます。 

 もう考え方としては，自分たちのまちは自分たちで作っていくのだという。 



 

 

 その上の話なのですよね。景観というのは。 

 

【委員Ｄ】 

 旧の東海道もあり，歴史的価値もありといういろんな中で，愛する人達が寄って来てや

られていると。 

 今度から景観計画を制定しただけではダメで，やはり地域を愛する人達のどうしていこ

うという気持ちがないと続かないと思うのですよね。 

 紙の上だけでなく意識を変えさせるには，やはり既に行動している人達に手助けしても

らわないとダメですし。 

 

【委員Ｃ】 

 景観アドバイザーについて発言したのは，景観法とか制度について理解できても，例え

ば鈴鹿の歴史に詳しくなかったら適切な意見が言えるのかどうかと思います。 

 できましたらこの４番の景観アドバイザー派遣制度は，県とよく相談して頂いて，県で

景観アドバイザーをつくるのか，鈴鹿で特に鈴鹿地域のアドバイザーをつくるのかどうか

ということも考えて頂けたらと思います。 

 

【委員Ｇ】 

 県は既に５名の方に登録して頂いています。 

 県では指名をしておりまして，大学の先生２名と地域の活動家の方１名，県からお願い

をして建築士会さんから推薦を受けた方２名です。 

  

【委員長】 

 具体的にどのようなアドバイスの活動をしてみえますか。 

 

【委員Ｇ】 

 実際のことを申しあげますと特に大学の先生方の需要が多く，県ではまだ「種まき」の

段階と言いますか，鈴鹿市の状況になるもっと前の段階の状況に対する派遣ということが

中心になります。 

 どちらかというといろんな例を紹介して頂くということになります。 

 景観を考えようとしている自治体に派遣し，講演が中心ですね。あとはワークショップ

のような形もあります。いろんな形態があります。 

 

【委員長】 

 県が用意するのと鈴鹿市で必要とされているアドバイザー制度は内容が違うのですよね。 

 ここできちっとしたアドバイスをするには，相当のノウハウというか知識だけではなく



 

 

知恵も必要ですし，いろいろ歴史のことなども知っていなければならないので，そう簡単

にできることではないなという感じがします。 

 

【委員Ａ】 

 我々も試行錯誤をしながら失敗もしていますし，他の地区の何かの参考に聞いて頂く程

度でしたら，いくらでも出向きます。 

 

【委員長】 

 そうですね，ぜひお願いしたいと思います。 

 これは次の話とも絡んできますので，先にちょっと説明して頂けますか。 

 

【事務局】 

 大きな３番「景観に対する普及啓発」について説明させて頂きます。 

 「３景観についての普及啓発」。 

 景観法が平成 16 年に施行されて，景観に対する注目度も高まってきていますが，今まだ

市民の景観に対する理解は十分であるとはとても言えません。 

 景観計画が運用されていく中で，また，特に鈴鹿市のように景観の特性を見つけるのが

難しい市においては，今後この普及啓発活動が非常に重要となってきます。 

 そこで，ここでは普及啓発の具体的な取り組みを記載しています。 

「（１）市のHP などによる広報」。 

 インターネットは現代において，非常に重要な情報発信の手段となっています。市の HP

においては，鈴鹿の良好な景観の紹介や地域の景観づくり活動の取組の様子など，多くの

情報を発信していきたいと思います。また，テレビ，ラジオや広報など多くのメディアを

通して，鈴鹿の景観についての啓発を行っていきます。 

「（２）関連イベントの開催」。 

 市内で行われるイベントにおいて，景観づくりの要素を加えるために参加するなど，魅

力的な企画を考えていきたいと考えております。また，シンポジウムや講演会などを開催

し，地域の魅力などを伝えればいいと思います。 

「（３）表彰制度の創設」。 

 優れた活動や建築物などの表彰制度の創設を進めたいと考えております。表彰を通じて，

良好な景観についての取組みなどを多くの市民に周知することを目的とします。 

 以上でございます。 

 

【委員長】 

 普及啓発ということで，先程のどうやって地域を支援していくかということとも関係し

ていると思いますので，このへんまとめてご議論願えたらと思います。 



 

 

 例えば委員Ａさんのこれまでのいろんな活動の紹介などもホームページに載っていると

良く分かりますよね。場合によっては委員Ａさんに来て頂いて説明して頂くとか，非常に

有効なツールとなるのではないかと思います。 

 ホームページにはどれくらいのアクセスがありますか。今もありますよね，景観のペー

ジが。 

 

【事務局】 

 あります。 

 カウント数については，ちょっと今わかりません。 

 

【委員長】 

 ホームページを通じて意見とか，何か依頼があったりとかはありますか。 

 

【事務局】 

 今のところはございません。 

 この後，景観計画の素案を載せたりしていくと，どのような反応があるかは楽しみです

けど。 

 ホームページに意見と言いますと，違反広告物のことが多いですね。景観に関するもの

ですと。それは非常にたくさんのご意見というものを頂いております。ただ，景観そのも

のに対するご意見というのはないですね。今のところ。 

 

【委員長】 

 これからこの景観計画が策定されて，活動が活発化してくるとアクセスが増えると思い

ますね。 

 表彰制度というのも書いてありますが，いろんなところで身近に聞きますけども三重県

では無いのでしたか。 

 

【委員Ｇ】 

 三重県では景観に関してはやっておりません。 

  

【委員長】 

 やる予定はありますか。 

 

【委員Ｇ】 

 現在，検討しているのですが，実際はなかなか運用が難しいということがありまして他

県をベンチマーキングしておりまして，なかなか難しいなというのが今の実感です。 



 

 

 

【委員長】 

 これを書いた時に，いろいろ事務局と話し合いをしていて，景観と言うとどうしても規

制ばかりに目がいくので，むしろいいものをちゃんと目立たせるというか，きちんと評価

してモデル的なものが幾つも出てくると，何も規制でもってコントロールしなくてもいい

ものが出来てくるという発想で，その一つとして表彰制度を考えてみたのですが。 

 最近，景観に限らずまちづくりのいろんなことを次世代を担う子供たちに教えて，小さ

い頃から意識を高めてもらうということを仕掛けているところもありますけど，石明協さ

んはワークショップのようなものをしてみえますか。 

 

【委員Ａ】 

 小学生の児童に地区民の前で発表してもらうようにとか，中学・高校生の発表，高齢者

の方の発表とか，植木や鶏卵の農業生産者の発表をして頂く中で自分たちのまちを知ろう，

再発見して頂くというということで自分たちのまちを眺め直していく，愛していくという

気持ちを育てていくというのを主な活動のひとつにしています。 

 景観もそういうふうにとらえて，やっていこうかなと思っています。 

 今おっしゃられた規制が先にありきではなくて，自分たちはこうやってまちづくりをし

ていくんだというほうからの入り方をしたいなと思っています。 

 

【委員Ｅ】 

 景観というのは，見た景色ですよね。建物や樹の景色，耕作放棄地の見た目に悪い景色

を直そうというその前に，教育的にはゴミを捨てない教育をもっと徹底したほうがいいの

ではないかと，この間も鼓ヶ浦のゴミ掃除に行った時，どうしてこんなにゴミを捨ててい

くのだろうかと。 

それをないがしろにしたまま景観を言っていても表面的だけの気がします。 

 

【委員長】 

 かなり本質的な部分ですね。 

 市役所のほうで，クリーンキャンペーンとか清掃活動について取り組まれていますか。 

 

【事務局】 

 環境部局のほうで海岸清掃とかは当然しておりますが。 

 

【委員長】 

 景観計画の中でこういう仕組みを考えているのですが，本来はまちづくり一般の話なの

ですよね。 



 

 

 その仕組みが今までなかったので，まず景観で尐しやってみてそれが尐し広がればと，

期待したいなと。自分的には思いますけど。 

 そういう意味で，景観で議論していると，そこからはみ出る部分がたくさん出て来て，

計画の中にどこまで盛り込むのかというのが悩ましいところです。 

 今日頂いた意見を踏まえて，事務局でまた調整して頂いて，計画づくりを進めていきた

いと思います。 

 

【委員Ｃ】 

 今日のお話をお聞きすると，鈴鹿市さんの姿勢としては規制とかそういうことではなく

て，まずいい景観を残したいとか，そういったものを皆でつくりあげていこうと。 

 この景観計画の中で，一番最初から読んでいると，ずーっと難しいですね。「鈴鹿らしさ」

というのが一番最初から出てくるのですけど，私「鈴鹿らしさ」を考えていたんですが，

なかなか「鈴鹿らしさ」を一言で表すのが難しいのですが，ぜひ最後まで勉強しながら最

初に掲げる「鈴鹿らしさ」とはどういうものなのかまで到達できたら素晴らしいなと思っ

ています。 

 

【委員長】 

 あとご発言されていない，委員Ｉさん委員Ｊさんいかがでしょうか。 

 ここの部分に限らず，全体的なことでも結構です。 

 

【委員Ｉ】 

 前回は欠席させて頂き申し訳ございませんでした。 

 私も長年都市行政に関わってきまして，その間いろんな計画づくりをやってきたわけで

すが，意見というより思いになりますが，計画をつくるのはある面楽しい仕事でもありま

したし，ただそれを今日の意見にもありましたが，いかに市民主体のまちづくりとして実

行していくかという行政の難しさが最後に残ってくるわけですね。 

特に景観については誰しも感じられていることだと思うのですが，個人個人で考えると

非常にやりづらいところもあると思うのです。 

委員Ａさん，いろいろ石薬師のまちづくりの事例を聞かせて頂いて，逆にああいった素

材がある地域は，うらやましいなと思ったのです。比較的やり易いのじゃないかと，そう

いった気持も多尐したのですが，何か地域々々でそういった素材もあるかもわかりません

し，見つけながら行政がそれを大切にして計画が実践できればいいな。とそういう感じを

受けました。 

 

【委員長】 

 その思いをうまく，なるべく計画に反映できるようにまたご意見を頂ければと思います。 



 

 

 

【委員Ｊ】 

 景観のまちづくりは，自治会を抜いてはできませんので，やはり自治会さんが中心にな

って。全体で説明しても分からないと思うのです。 

小さい自治会へ行って役員さんなりその地域の方を集めて，こういう景観はどうですか

と景観アドバイザーの方たちにして頂ければいいのですが。 

 今日のお話の中にありました，長太の大木クスは長太なのですね。 

私，あのすぐ近くで畑がありましたので，子どもの頃はあそこでよく遊んだものなので

す。 

 その頃は，葉がサワサワとしていて子供でも手がすぐ届くような大木クスだったのです

が，今は台風などでだいぶ弱っているのですが，一生懸命長太の方も大木クスの保存に取

り組んでみえます。 

私の一存なのですが，まず長太の自治会さんに一度声を掛けて頂いて，説明して頂いて

これを機にまちづくりをつくって頂いたらというようなことです。 

 

【委員長】 

 たくさんのご意見を頂きありがとうございました。 

 これで今日の予定は終了させて頂きたいと思います。 

 


