
 

 

第４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５月１５日（金）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 衣斐委員、加藤委員 

４ 出席職員 永納都市整備部部長，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 

 

【次長】 

 委員の皆様におかれましては、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、ただ今から第 4 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。ご審議いただいております鈴鹿市景観計画につきましては、夏過ぎには素

案を完成させたいと考えております。その後、法定手続きを経て、今年度中には鈴鹿市景

観計画（案）を完成させたいと考えております。今まで 3回の策定委員会では序章から第 6

章までを検討いただいたところでございます。その中で、行為の制限に関する第 4 章は非

常に慎重な検討を要することから、後に回させていただきました。今日は委員会におきま

して、第 4 章を論議いただくこととなります。ただ、ボリュームも多いことから、その中

でも色彩の規制に関する事項は次回の委員会で検討いただきたいと考えておりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

 議題に入らせていただきます前に，報告と 2点ご了解いただきたい事項がございます。 

 まず、報告についてですが、今までこの委員会には三重県の県土整備部から参事の前川

様に委員として参加いただいておりましたが、3月末に定年退職されたことから、後任とし

て、三重県県土整備部景観まちづくり室 室長の日沖 正人様に委員として参加いただくこ

ととなりました。日沖様、一言ご挨拶をお願いします。 

 

【日沖委員】 

 県土整備部 景観まちづくり室長の日沖でございます。よろしくお願いいたします。平素

は県の景観行政につきまして、ご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。景観行政

として、県は昨年からようやく景観計画の運用を始め、まだ開始 2年目でございます。鈴

鹿市さんをはじめ、他の市さんとの連携を重視していきたいと考えております。少しでも、

お力になれることがあれば、と考えておりますので、皆様よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 



 

 

それでは，続きまして、策定委員会の公開につきまして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】 

それでは、第４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。

よろしくお願いいたします。 

今日は，委員会委員数１３名中１１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項の規定により委員会は成立して

おりますことを報告いたします｡  

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，公開とさせていただきます。 

 本日傍聴人の方は，ひとりもいらっしゃらないと聞いております。 

 

【委員長】 

 それでは，事項書に基づいて議事を進めてまいりたいと思います。 

 今日は，大きく２つの議題があります。 

 ひとつは前回検討した、第 5 章から第 6 章の修正についてということで，事務局から説

明があります。その後、景観計画の中の最も重要な部分である「第 4 章行為の制限に関す

る事項」について届出対象行為と景観形成基準について議論していただきたいと思います。

それでは、事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局】 

それでは、最初に前回の委員会でご指摘いただいた点につきまして、修正案を作成しま

したので、ご説明させていただきます。 

修正点に関してはお手元の景観計画案の中で赤色の文字で記載させていただいています。 

まず、P5の鈴鹿市の自然的景観特性のセントラルグリーンについてです。名称は都市マ



 

 

スなどと合わせたかたちで「緑の中心核」という表現を使わせていただいていますが、そ

れに関して「まとまった規模の水田農地である“緑の中心核（通称セントラルグリーン）”

というように、「まとまった規模の水田農地である」という言葉を「緑の中心核」の前にも

ってきました。これにより、緑の中心核が水田農地であるということが強調される形にな

っています。 

次に、これは委員会で指摘いただいたことではないのですが、P22 類型区分のうち河川

についてですが、ここにおける景観形成方針においては当初河川景観との調和という項目

はございませんでした。しかし、鈴鹿川の景観は、市民にとって一つの重要な景観である

と考えられるため、その周辺の建築物などにおいても調和を求めていく必要があると考え、

この文言を入れさせていただきました。 

景観農業振興地域整備計画の項目において、NPOという表現が使われておりますが、こ

の NPOの定義については、同ページの下段に注釈を記載させていただいています。 

景観協議会に関するところですが、具体的活用イメージの中で 3 つ目の文章が一部不明

確でしたので、修正させていただきました。 

景観アドバイザー派遣制度についてですが、市の実情を熟知した人材など県の制度とは

独自のアドバイザー制度を検討すべきではないかというご意見をいただいたことから、修

正させていただきました。 

第 5章第 6章の修正については、以上でございます。 

 

【委員長】 

 ありがとうございました。 

説明のあった修正点についてご質問やご意見はございますか。 

 

【倉地委員】 

 先ほどの修正の中のセントラルグリーンの写真はこれを使用するのですか。どう見ても

単なるまちなみの写真にしか見えません。 

 

【事務局】 

 これは市役所の屋上から撮った写真なのですが、もう少しセントラルグリーンというこ

とがわかる写真にしたいと思います。このほかにも、季節が悪く、緑には程遠い写真など

もありましたので併せて差し替えさせていただきます。 

 

【委員長】 

 その他いかがでしょうか。他にないようでしたら、第 5 章～第 6 章についてはこれを策

定委員会としての案とさせていただきたいと思います。ただ、今後議論を深めていく中で、

全体的に見た時の修正も必要となってくると思いますので、とりあえずの案として承認し



 

 

たいと思います。 

それでは、一番時間をかける必要があろうと考えられる「第４章 行為の制限に関する事

項」についてです。まず「届出対象行為」について、事務局から説明お願いします。 

 

【事務局】 

 それでは、今回の検討課題の説明に移らせていただきます。 

まず、第 4章の概要を説明いたします。 

第 4章 行為の制限に関する事項ですが、景観法でいう行為の制限とは景観に影響を与え

るような行為に関して、事前に届出を提出してもらい、良好な景観を形成するための基準

をもとにチェックを行うことを言います。 

行為の制限に関しては、大きく分けて 2 つの要素があります。１つ目は、どのような行

為を届出の対象とするか、２つ目は、届出された行為をどのような基準で審査するか。で

す。 

ひとつ目のどのような行為を届出の対象とするかを届出対象行為と言います。届出対象

行為に関しては、「行為の種類」と「行為の規模」があります。 

ふたつ目の届出された行為の審査の基準で審査するかを、景観形成基準と言います。基

準には例えば、配置や規模、色彩、緑化など景観の観点からの基準があります。「色彩」に

関しては、ボリュームが大きいため、次回の検討課題としています。 

今回の委員会では、この「届出対象行為」と「景観形成基準（色彩は除く）」について検

討したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

① 届出対象行為 

では、まず、届出対象行為について素案の説明をさせていただきます。 

先ほども申し上げましたが、届出の対象となる行為を決めるに関しては、「行為の種類」と

「行為の規模」を決める必要があります。鈴鹿市の中で景観に影響を与えると考えられる

ような「行為の種類」そして、その「行為の規模」を決めていくこととなります。 

 

行為の種類 

 まず鈴鹿市の中で景観に影響を与えるような行為の種類ですが、お手元に配布されてい

る「景観計画案 p32」と「資料１」をご覧ください。景観法の中では、建築物・工作物・開

発行為に関しては、必ず届出の対象としなさいとされています。その他に自治体の景観特

性に合わせて届出の対象とするかどうかを自由に選択してもよいとされている行為が 

１ 土地の開墾、土石の採取、鉱物の堀採その他の土地の形質の変更 

２ 木竹の植栽又は伐採 

３ さんごの採取 

４ 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 



 

 

５ 水面の埋め立て又は干拓 

６ 夜間照明 

７ 火入れ 

という７つの項目があります。 

「資料１」にあるとおり、三重県と県内他市に関しては共通して、「土地の開墾、土石の採

取、鉱物の堀採その他の土地の形質の変更」、「屋外における土石、廃棄物、再生資源その

他の物件の堆積」を対象行為としています。鈴鹿市においても同様にこれらふたつの項目

を対象行為としたいと考えています。 

 

行為の規模 

 次にこれらの行為のうち対象となる規模です。規模を決めないと、鈴鹿市内で行われる

どんな小さな行為も届出が必要となってしまいます。基本的には景観に影響を与えるよう

な大規模なものを規制の対象とする必要があります。 

 「資料１」には三重県及び他市の決めている規模を記載しています。それでは、順を追

って鈴鹿市案の説明をさせていただきます。 

 

 「建築物の建築等」について 

建築面積は 1,000 ㎡を超えるものとさせていただきました。これは、現在運用されてい

る三重県の基準と同等です。また、伊賀市を除く他市においても同様の基準を用いていま

す。  

次に高さですが、鈴鹿市案では 10mを超えるものとさせていただきました。鈴鹿市以外

では、伊賀・松阪・伊勢市が 10ｍという基準を使用しています。鈴鹿市の建築確認申請は

平成 20年度において約 1,400件ありましたが、そのうち 10m以上の建築物・工作物は 36

件と約 2.7％弱です。このことから、10m以上の建物というものは、鈴鹿市の中では目立つ

存在といえると思います。そのため、高さの基準を 10m とさせていただきました。また、

高さが 12mを超えると鈴鹿市開発指導要綱に、10mを超えると電波障害防止の指導要綱の

対象となります。そのため、これら指導要綱の対象となる行為に関しては同時に景観の届

出が必要である旨の案内をすることができ、申請者にわかりやすい運用となります。 

 増改築に関しては、三重県・松阪市・伊勢市と同様、床面積が 10㎡を超えるもの。外観

の変更に関しては、外観変更面積が 10㎡を超えるものとしています。 

 

 「工作物の設置等」について 

 景観法においては、工作物の定義をしておりません。そのため、多くの自治体では、条

例で工作物を定義して、その種類ごとに規模を定めています。基本的には、建築基準法施

行令 138 条に定義されている工作物を対象としています。三重県の基準では工作物は限定

列挙であり、挙げられたものしか対象としていませんが、伊勢市・松阪市のように「その



 

 

他の工作物」という項目も設けました。 

 また、現在の県の基準では建築物の上に工作物を設置した場合のみを届出の対象として

いますが、実際に工作物の上に工作物を設置するような行為も想定されるため、p32の⑥の

規定を設けました。 

 規模に関して言えば、建築物と同様、高さ 10ｍ、面積 1,000㎡と設定しております。た

だし、電柱などを対象にしていては、キリがありませんのでこれらは 30ｍを超える場合と

しています。また、擁壁については、高さ 5ｍかつ長さが 10ｍを超えるものを対象として

います。これは、県、他市と同様です。 

 また、増改築に関しては、三重県・松阪市・伊勢市と同様、床面積が 10㎡を超えるもの。

外観の変更に関しては、外観変更面積が 10㎡を超えるものとしています。 

 

 「開発行為」について 

 開発行為に関しては、行為面積が 1,000 ㎡を超えるものといたしました。これは、鈴鹿

市開発指導要綱が 1,000㎡以上を対象としているため、これと同様といたしました。 

 

 「土地の形質の変更」「土石の採取」「物件の堆積」について 

 「土地の形質の変更」「土石の採取」「物件の堆積」についても開発行為と同様に 1,000

㎡を基準といたしました。また、擁壁については、高さ 5ｍかつ長さが 10ｍを超えるもの

を対象としています。物件の堆積に関しては擁壁は関係ありませんので、堆積の高さ 5mと

しています。 

 

その他の適用除外等 

P33 と資料２をご覧ください。行為の規模ではありませんが、届出が不要な行為として、

そのほかに景観に与える影響が少ないと考えられることから、地下における建築物・工作

物、仮設の建築物・工作物、90日以内の物件の堆積などがあります。 

 

他法令で担保された行為 

 森林法や自然公園法などの許可を得る中で、景観に関する配慮が十分なされていると考

えられるため適用除外とします。 

 

特定届出対象行為 

特定届出対象行為とは、変更命令を行うことができる行為のことを言います。景観行政

団体は建築物・工作物の外観の変更や色彩の変更について、条例に特定届出対象行為と位

置づけることで、変更命令の対象とすることができます。逆に言うと、このような位置付

けをしなければ、色彩に関して変更命令を行うことはできません。鈴鹿市では、多くの景

観行政団体がそうしているように、これらを特定届出対象行為と位置付けます。 



 

 

 

以上が、届出対象行為の説明でございます。 

 

【委員長】 

 それでは、今説明のあった「届出対象行為」についてご意見ご質問いかがでしょうか。 

 

【豊田委員】 

 届出対象行為の「外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え」とありますが、こ

れはどういった行為なのですか。模様替えと修繕の違いははっきりしているのでしょうか。 

 

【事務局】 

 「修繕」は、既存の建築物の部分に対して，同様の形状，寸法，材料によって行われる

工事のことを言いますが，「模様替え」は同様の形状，寸法ですが，材料や構造種別等が異

なる工事のことを言います。 

 なお，いずれについても外観が変更されなければ届出対象とはなりません。 

 

【豊田委員】 

 届出対象行為の規模について、建物の新築でいう建築面積が 1,000㎡以上、高さ 10ｍ以

上の建物に対して行う模様替えや修繕の壁面積が 10 ㎡・増築の床面積が 10 ㎡ということ

ですが、1,000㎡に対してこの規模は厳しすぎませんか。 

 建築面積 1,000 ㎡というと壁面積も相当な広さを持っていると思います。それに対して

10㎡というのは厳しすぎると思います。たとえばその 10㎡を修繕するだけで建物全体に景

観法がかかるというのはどう考えていらっしゃるのか。伊賀市のように一壁面の 1/2という

例もあります。現在運用している三重県の基準と同等のようですが、これは、三重県も含

めてどう考えているのでしょうか。 

 

【事務局】 

 増改築の 10㎡というのは、建築確認申請が必要ということで設定させていただいたのが

理由の一つでもあります。それと、10 ㎡は確かに小さいものですが、私共といたしまして

は、届出を機会に景観への配慮を促していきたいという意図もあります。 

 ただ、10㎡がいいのか、20㎡がいいのか、1/2がいいのかというのはあらためてここで

ご検討いただきたいと思います。 

 

【豊田委員】 

 建築確認申請を提出しなくてはいけないような行為であれば、建築士が入っていて「景

観法の届出が必要ですよ」と案内することはできますが、修繕 10㎡をする業者さんが景観



 

 

法をご存じなければ、書いてあるだけで届出は保証されない恐れがあるのではないですか。 

 

【事務局】 

 特に塗りなおしについては、他法令による届出等はありません。そのため、われわれの

目で確認するしかありません。しかし、実際には今の職員体制で全市をチェックすること

は困難です。例えば 10㎡というと、マンションの下のテナントの壁面を少し変えるだけで

も届出が必要となってきます。この事務局案を作成する中で、果たしてこの 10㎡という基

準を守らせることができるかという議論がありました。 

 景観法には市民自らが景観について考えるという趣旨もございますので、市民の意識の

啓発といった側面もあり、厳しいですが 10㎡と設定させていただきました。 

 ただ、先ほども申し上げましたが、職員のパトロールなどで確実に届出を担保していく

というのは非常に難しいと思います。 

 

【委員長】 

 三重県も同じ基準を採用していますが、三重県のこの基準の採用プロセスの中でこのよ

うな議論はございましたでしょうか。 

 

【日沖委員】 

 今、事務局から説明があったとおり、趣旨としては三重県も同様です。三重県では、県

が最初に景観計画を作ったということもあり、ひとつは啓発といった意味合いと建築基準

法の関係で、10 ㎡という建築確認申請の基準があったことから、ひとつの仕切りとして設

定しました。確かに厳しいというご意見もございますが、まずはここからスタートして、

周知のやり方も含めてきめ細やかに行っていきたいと考えています。景観計画は決めたら

未来永劫このままというわけではございませんので、これにかかわらず、いろいろな情勢

に応じて見直していくこともあろうとは思いますが、まずは出発の時点では県も同じよう

な経緯で設定いたしました。 

 

【豊田委員】 

 増改築 10 ㎡の場合は増築部分の 10 ㎡についてだけ出せば良いというのではなく，既存

部分も含めた全体を景観の見直しをしなさいということですね。 

 

【事務局】 

鈴鹿市としては，10㎡増築したことにより残りの 1000㎡ならば 1000㎡を含めて見させ

て頂くということでございます。 

一つの建物の中の 10㎡といえども全体的な景観を検討するひとつの機会ですので，建物

全体について配慮して頂きたいというのが行政の考え方です。 



 

 

10 ㎡というのが良いのかどうかですが，外観を変更することとなる修繕という形では未

だ 1 件の届出も出てきていません。現実として，マンション等でのテナントの入れ替えな

どで，10 ㎡を超えるようなケースも考えられるのではないかと思います。三重県の状況は

いかがでしょうか。 

 

【日沖委員】 

 少ないですが件数としては，あります。ただ，件数が少ないということが完全に拾いき

れていない為かどうかは分かりません。 

 事前相談の中で修繕があれば連絡をもらえるよう周知しています。 

 

【委員長】 

 鈴鹿市としてもなるべく多くの届出をして頂いて既存の部分も含めて審査したいという

ことですね。 

 だだ，その周知の方法が難しいということで，工夫が必要ということです。 

 増改築や外観変更面積の記載は景観計画のどこにありますか。 

 

【事務局】 

 適用除外の表に記載しています。10 ㎡以下のものは適用除外とすると記載していますの

で，逆に読めば 10㎡を超えるものは対象となります。 

 10㎡というのは，確かに厳しい基準かと思います。 

 行政が把握できるような大きな規模を基準としていくのか，啓発の意味も含めて、この

まま 10㎡とするのかご検討頂きたいと思います。 

 

【委員長】 

 確かにいろんな考え方があると思います。 

 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。 

 

【市川委員】 

 今，面積関係での議論になっていますが，貸店舗とかテナント関係で部分が外観変更に

なった時に届出者は建物の所有者になるのですか。 

 

【事務局】 

 建物全体を対象とするということですので，建物の持主の方からの届出という方法が考

えられます。 



 

 

 

【豊田委員】 

 建物の持ち主からすると，テナントが外観を変えることによって自分の建物全てがいろ

んな意味で見直さなければならないということになると，不満が出ると思います。 

 

【市川委員】 

 実務の時にぶつかる話ですから聞かせて頂きました。 

  

【事務局】 

 建物が単一所有者の場合はよろしいですが，下のテナントだけが区分所有で違う所有者

である時に，どのようにしていくのかまでは整理できていません。 

 

【市川委員】 

 一部分を変えることによって元々の違和感のあるものと直すというのは，あるべき姿と

は思います。 

 ただ，全体を見直すことによって、個人の費用が発生する時に果たして対応できるのか

ということです。 

 

【事務局】 

 実務上難しい話が出てくるかも知れないですね。 

 この部分について，次回再度提案をさせて頂きたいと思います。 

 

【委員長】 

 ここでひとつ確認しておきたいことがあります。鈴鹿市独自の景観計画を作り，よりき

め細やかなルールづくりをするのであれば，三重県の景観計画のルールを強める方向で考

えるのが原則だと思うのですが，他市の例によるとルールを緩くすることも行われていま

す。このことについては，どのように考えていますか。 

 

【事務局】 

 各市町の事情もあり，他に景観を保全するために有効な条例を持っている場合もあるで

しょうからそういう場合については，景観であえて規制する必要がないこともあり，そう

いう場合はルールを緩めることもあると考えます。 

 基本的には県の基準は広大な県内の地域を広く浅くカバーしているので、よりきめ細や

かな規制を行うのであれば同等か少し厳しくするべきかと考えますが，地域の状況によっ

ては全てが全て厳しくする必要はないと考えます。 

 



 

 

【委員長】 

 自治体独自の事情などに配慮するということですね。 

 

【事務局】 

 特に建物関係につきましては，鈴鹿市は県の基準より厳しくしております。 

 もう少し，厳しい基準だけでなく実情に応じた基準を設定できるように，次回までに精

査させて頂きます。 

 

【豊田委員】 

 あともう一点。 

建築面積 1000㎡を超える建物とは，鈴鹿市では大きな工場になると思います。 

外部から見えない場合も多いと思いますが，そのあたりのことについてどこかに記述は

ありますか。 

 

【事務局】 

 景観形成基準の中の部分で特例としまして，適用除外措置の一文を設けさせて頂いてお

りますので，その時に説明させてください。 

 

【古市委員】 

 開発行為の 1000㎡と基準ですが，三重県や他市の多くが 3000㎡になっています。 

1000 ㎡から 3000 ㎡の案件というのはどれくらいありますか。行政の手間も多くなるこ

とは確かであり，県が 3000㎡のならばそれに合わせておいた方がいいのではないですか。 

 

【事務局】 

 ここでいう開発行為とは，建物を建てることを前提とした土地の区画形質の変更です。 

 ここで 1,000㎡にしても実務上はあまり変わらないかと考えます。 

鈴鹿市の開発指導要綱で 1,000 ㎡という基準を持っておりますので，それに合わせたと

いう理由もございます。 

 

【委員長】 

 基準を合わせておくことにより，事業者にとっても数字がバラバラとたくさんあるのも

届出しづらいということもあるということですね。 

 

【古市委員】 

 基準を下げることにより行政の負担も変わってくるのではと思います。 

 



 

 

【事務局】 

 去年一年間の件数から言いますと，開発に関しましては，1,000㎡から 3,000㎡が 35件

程ございました。 

 我々の仕事が 35件分増えるとは考えますが，こなしていける数だと思っています。 

 

【小林委員】 

 届出をいかに出させるかという啓発も大事かと思いますが，完了後の検査・確認につい

ては，現段階でどのように考えていますか。 

 

【事務局】 

 三重県では特に完了検査などについての規定を設けていませんが，写真での判断や場合

によっては現場確認をしているとのことです。 

 景観計画に直接記載すべきことではございませんが、鈴鹿市では，条例ないし規則に完

了届の項目を明記していこうと考えています。 

 

【日沖委員】 

 県の場合，12月頃から全体の 1割くらいの件数についてですが、事前相談の中で指導が

必要と思われる案件や大規模なものについて，完了後の確認を始めています。 

  

【田中委員】 

 先ほどの 10㎡の話に戻りますが，修繕，色の塗り直しですが，従前のとおりに修繕した

としても外観の変更にあたるのですか。 

 

【事務局】 

 従前と変わらなければ，外観を変更するということにはあてはまりません。 

 

【田中委員】 

 例えば，テナントが入れ替わったことにより，色が変わらなくても窓の位置を入れ替え

たりする場合はどうでしょうか。 

 

【事務局】 

 外観が変わるのであれば対象行為になります。 

 

【委員長】 

 あと色についてですが，元々の色が周りの景観とマッチしていないものを同じように塗

ってしまったらこれは問題ですよね。 



 

 

 

【事務局】 

 それは，対象行為になりません。 

 

【委員長】 

 この定義でいくとそうなりますね。 

 

【事務局】 

 法律では，届出対象行為自体が「増築・改築もしくは移転，外観を変更することとなる

修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更」となっていますので，法律自体で色が変わらな

いのであれば対象としていないため、届出対象行為とするには無理があると考えます。 

 景観形成本来の趣旨としては必要あるのかもしれませんが、法解釈上は無理と考えます。 

 ただ，少しは落ち着いた色に変更してくださいという口頭でのお願いは、必要ではない

かと考えています。 

  

【豊田委員】 

 建築面積 1,000 ㎡というのは延べ面積ではないので、非常に大きな建築物になると思い

ます。 

 1,000㎡という大きな建物に対し 10㎡云々ということがおかしいのではないかと思いま

す。 

 1,000㎡を超える建物がこの鈴鹿市にどれくらいあるのでしょうか。 

 

【事務局】 

 1,000㎡を超える建物については、現在手元に資料がございません。 

 

【市川委員】 

 話は戻りますけど，10㎡や建築面積が 1,000㎡という基準の根拠について，県の見解は

どうですか。 

 

【日沖委員】 

 建築確認にも 10㎡という基準があります。どこで線を引くかということがあるのですが，

行政側の作業という部分もありますが，基準を高くすれば我々も作業の他に指導に力を割

けるということもあります。 

 10 という数字は、建築確認においていろいろなところで出てきておりますので，そうい

ったことをひとつの線引きの根拠としながら啓発の意味も含めて決めています。 

 



 

 

【市川委員】 

 建築面積の 1,000㎡はどうですか。 

  

【日沖委員】 

 実際のところ 1,000 ㎡自体に景観上合理的な根拠があるということはありません。全国

的に見て、既に先進的にやっているところについても合理的な根拠がある訳ではないと思

いますが、1,000という面積を景観に影響を及ぼすと設定している先進県が多かったことも

あり、1,000で切ったということです。 

  

【市川委員】 

 全国的にということですが，逆に言えば地域によって格差があるわけですね。それを

1,000で切ってしまうと北海道から沖縄まで同じ基準になってしまいませんか。 

 

【日沖委員】 

 ただ，各県とも全域に規制をかけております。その中で景観行政団体の各市がどのよう

にしていくかということです。県が 1,000 なので必ずしも各市が 1,000 でなければという

ことはありません。 

 いろんな地域がありますが，それらを全て見た中で一旦 1,000 でということになってい

ます。 

 

【事務局】 

 鈴鹿市が 1,000 というのを変えることはもちろん可能ですが，今まで県の 1,000 という

基準で運用してきた事情もあり，このような基本的な部分を変えると混乱を招くという考

え方もあります。 

 ただ，もっと厳しくというご意見があれば，その方向で検討させて頂きます。 

 

【委員長】 

 どの行為をコントロールしていくかという基本に戻って考える必要があるかと思います。 

 今この場で具体的な数字は決められないこともあるので，事務局でもう一度検討して，

委員の皆さんの意見も聴いて，このへんの数字をもう一度考えてみましょう。 

 

【日沖委員】 

 伊賀市は資料で見て頂くように県内他市とは違う部分があるのですが，伊賀市の景観法

制定以前の自主条例や取り組みなど他市と少し違う部分がありまして，特色があるものと

なっています。 

  



 

 

【事務局】 

 外観の変更面積の部分につきましてまた検討させて頂きます。 

 建物の建築面積ですが，この委員会でどの程度の建物から届出対象行為にするか決めて

頂きたい。 

  

【委員長】 

 難しいのですが，委員会として例えば中央道路沿いの商業施設を考えたときに，どの程

度の規模の建物を対象行為に含めるのかというところから検討したいとおもいます。 

 

【豊田委員】 

 ガイドライン案として作成されている写真の例を見ても，1,000㎡の建築物で活かせるよ

うなものは無いですよね。 

 届出を出すのだったらガイドラインに載っていることが活かせるような建物にしないと。 

 1,000㎡といえば工場とか倉庫とかしか思い浮かばないですね。 

 

【委員長】 

 現在ここに判断する材料が示されていないので，具体的にどのくらいの建物について規

制が必要かという判断ができないと思います。次回の策定委員会で一般的に皆さんが知っ

ている建物が何㎡という事例を挙げて，どのような建物を対象行為に含めていこうかとい

うことを議論しましょう。 

 

【倉地委員】 

 県の高さ 13mというのはどのような基準で決めたのですか。 

 

【日沖委員】 

 高さについては，例えば建築基準法でもこれ以上になるといろいろ厳しくなるのが 13m

です。一級建築士でないと設計できないとかいろんな仕切りがあります。 

 また、県の南部には自然公園も多く，自然公園法の届出が 13mになっているということ

も理由の一つとしてあります。 

 三重県などは北から南までの地域性もありましてこのような区切りとしています。 

 全国的にも 13mか 10mというのが多いです。 

 

【倉地委員】 

 鈴鹿市は 10mという数字でまとめていますね。 

 

【事務局】 



 

 

 電波障害防止の指導要綱と先ほど申し上げましたように総建築確認件数の 2～3％という

ことから，10m を超える建物は街並みから頭ひとつ飛び出た建物，景観に影響のある建物

ではないかということで，10mにしました。 

 比較的高い建物が多い市である場合は 13m，高層建築物で争いがあるなど配慮すべき問

題点があった場合などには厳しい基準を設けるなど、それぞれ事情もあると思います。 

  

【倉地委員】 

 厳しい規制で周知啓発を徹底させる意味もあるとお聞きしていますが，将来的に届出件

数が増えていろいろ煩雑なことに対応していけるのでしょうか。 

 

【事務局】 

 この計画が動き出して必要な規制を行う中で，人員が不足するということであれば，人

事要望等をして組織を拡大していくことになると思います。 

 

【委員長】 

 鈴鹿市景観計画には，地区レベルでの取り組みをサポートするような仕組みが入ってい

るため、市全体としての行為の制限に関する事項はそれほどきつくしないというという趣

旨があると思います。 

 例えば「この地区に関しては景観上重要だから」ということで、特定の地区のみにおい

ては基準を強化して届出の対象範囲を広げることもできます。 

 行政の人員もそういうことも含めて考えなければいけないと思います。 

 今，全市に一律の基準を適用しようとしているわけですから，将来地区レベルで取り組

みを強化するというスタイルのことも想定してここの内容を決めていく必要もあると思い

ます。 

 時間がかかっていますが，建築物の届出対象等についていろいろご意見があって承認で

きませんので，引き続き検討することとします。 

 工作物の方についてはあまりご意見が無かったようですが，よろしいでしょうか。 

  

【倉地委員】 

 仮設の定義があまり解らないのですが。 

 

【豊田委員】 

 仮設は工事用の現場事務所や，災害時のものを仮設というものを言い，ずっとそこに在

るのは仮設とは言いません。 

 

【倉地委員】 



 

 

 地面に固定したものは一応建築物ですね。いつでも運べるものは仮設ですか。 

 

【事務局】 

 建築確認が必要なものは 10㎡という区切りがありますが，長期間置いてあるものは建築

物です。 

 

【委員長】 

他にありませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは次に進みます。 

景観形成基準、ガイドラインの説明もいっしょにして頂けますか。あとチェックシート

というのもありますから，どのように使っていくのかということも含めて説明して頂きま

す。 

 

【事務局】 

 ふたつ目の景観形成基準についてご説明いたします。 

 繰り返しになりますが景観形成基準とは，届出がなされた場合にどのように審査を行う

かの基準でございます。 

それぞれ、行為の種類ごとに配置・規模や外観・色彩・緑化などについて基準を設けて

います。作成方針としては、現在運用している三重県の景観形成基準を参考に検討し、1月

1日から実際に実務を行う中で課題となったことや、鈴鹿市として必要な事項を考慮し、な

るべくシンプルな形に定めました。詳細な事項については、ガイドラインを作成し、そこ

に記載するようにいたしました。 

 

資料３をご覧ください。これは、三重県の基準との比較表になっています。表の中のピ

ンクに色を付けた欄は、鈴鹿市で新たに設けた基準です。水色に色を付けた欄は、基準で

はなく、ガイドラインに記載しました。灰色に色を付けた欄は鈴鹿市には必要のない項目

として、削除しています。何の着色もしていない欄については、県の基準と言葉は違いま

すが、ほぼ同じことを言っています。 

 

それでは、県の基準との違いの部分を中心に説明させていただきます。 

 

基本的事項 

基本的事項として、「地域特性を尊重した景観づくり」「行為地選定の配慮」「複数建築物

等がある場合のバランス」「複数類型への配慮」を挙げさせていただきました。これらは、

すべての行為に関して共通する基本的な事項となります。三重県の基準との違いは、「地域

特性を尊重した景観づくり」において類型別の方針に従うことを明記しました。 



 

 

また、「複数の景観類型への配慮」を記載しています。これは、今までの委員会で何度か

取り上げられましたが、建築物の前面が商業地に面し、後ろに農地があるような場合です。

これは、行為地が自然景観や市街地景観からも望見できるような場合は、それぞれの景観

に配慮することを言っています。三重県景観計画では基準の中ではなく、本文中に同様の

趣旨の記載が見られますが、鈴鹿市景観計画においては、基準の中に記載することで、申

請者に配慮を促しています。 

 

建築物・工作物 

配置及び規模 

 建築物工作物の配置及び規模についてですが、「周囲との調和」において、鈴鹿市では、

単に周辺景観との調和を言うだけでなく、周辺が自然的景観と市街地景観の場合に分けて

基準を設定しました。 

次に県の基準にある「稜線への配慮」や「周辺樹木の樹高への配慮」「圧迫感・威圧感の

軽減」に関しては、先ほどの「周囲との調和」に含まれる内容であるため、これらについ

ては、ガイドラインに詳細を記載するにとどめました。ガイドラインの p2～p3をご覧くだ

さい。緑の帯で記載している内容にこれらを含んでいます。 

三重県の基準の「歴史的まちなみ等における近隣との連続性の配慮」に関しては、鈴鹿

市の「近隣の景観資源の保全への配慮」の内容に含まれるように記載し、詳細なことにつ

いては、ガイドラインに記載するにとどめています。 

 

形態及び外観 

 続きまして、形態及び外観についてです。まず「眺望点への配慮」ですが、鈴鹿におい

て代表的な眺望点は、高いところから見下ろすような眺望点が多く、そのため、建築物・

工作物の形態や外観が問題となるケースは考えにくいことから、この項目は削除させてい

ただきました。 

 「圧迫感・威圧感の軽減」については、都市部オフィス街などでは道路に面して長大な

壁面の出現が考えられますが、配置・規模による圧迫感の軽減は、ガイドラインに記載し

ているうえに、鈴鹿市においては形態や外観により圧迫感等を感じることは少ないと考え

られるため、削除いたしました。 

 「オープンスペース等の確保」に関しては、（ｂ）「地域景観の特徴に配慮した形態」の

基準に含まれることから、詳細な内容に関してはガイドラインに記載するにとどめました。 

 

色彩 

色彩に関しては、次回の検討課題とさせていただきたいので、今回は省略させていただ

きます。 

 



 

 

素材 

「地場産材の使用」に関しては、鈴鹿市においては該当するような代表的な地場産材の

例を挙げにくいことから、削除させていただきました。 

 「伝統的素材の使用」に関しては、「周辺と調和した素材」の項目に含まれることから、

ガイドラインに記載するにとどめました。 

緑化 

 緑化においては、「大規模施設における外周緑化」を新たに記載しました。鈴鹿市は大規

模工場などが多く、この計画では代表的な景観要素として、大規模工場や大規模商業を挙

げています。そのため、この方針を踏まえて外周部の緑化についての基準を設けました。 

  

その他 

その他項目としては、三重県の基準と同様に「駐車場周辺の緑化」「夜間照明の配慮」「既

存不適格建物」を挙げさせていただきました。 

 

開発行為等 

 「開発行為・土地の開墾・その他の土地の形質の変更」についてです。基本的には、「現

況の地形や樹木の活用」と「擁壁構造の配慮」を主な景観形成基準としています。「のり面

の勾配」や「既存樹木の保存」に関しては、「現況の地形や樹木の活用」に含まれると考え

られますので、詳細はガイドラインに記載するにとどまりました。 

 

土石の採取又は鉱物の堀採 

土石の採取又は鉱物の堀採に関しては、県の基準と同様「行為地や方法の工夫」「跡地の

緑化」を記載しています。 

 

物件の堆積 

 土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積に関しては、主な景観への配慮が「堆積物

を目立たせない」ということであるため、県の３つの項目をひとつにまとめ、詳細な方法

はガイドラインに記載しました。 

 

これらの基準を景観形成基準として提案させていただきます。 

 

チェックシートについて 

さて、実際この基準が届出でどのように使われるかということですが、実際届出を出し

ていただく際は、チェックシートという形で申請者の方に、届出で行う行為が各基準に対

して、どのような配慮を行ったかを記載していただきます。 

 順に説明させていただきますと、まず景観形成基準の基本的事項を読んでいただいたう



 

 

えで、地域の景観特性や周囲景観との調和に対する基本的な配慮事項を記載していただき

ます。ここで、申請者の方には、基本的に配慮すべき事項と行為地の周囲の景観を把握し

ていただきます。 

 そのうえで、さきほど説明させていただいた、各基準に関して配慮したことを記載して

いただく形となります。景観形成基準の文言の隣には「具体的な配慮の内容」として、ガ

イドラインに記載した内容を記載しています。届出行為が実際にガイドラインの内容に関

わる場合には、ここでチェックをしていただくことで、配慮を促すこととなります。 

 実際の運用のイメージはこのような形です。 

 

景観形成基準等の特例 

我々が 1 月 1 日から届出審査を行う中で，広大な工場の敷地内で増設などを行う事例が

ありました。周囲の道路などから全くその対象物が見えないにもかかわらず届出を出して

もらいましたが、その建築物の色が色彩ガイドラインから少し外れていました。そのため、

全く周囲から見えず、良好な景観を阻害していないにも関わらず、届出を出していただき，

そのガイドラインの基準を適用し、色彩の変更をお願いしました。 

このように，現在運用している基準では基本的には届出対象行為に該当すれば，どのよ

うな状況であったとしても，届出を出す必要があり，基準も等しく適用されることとなり

ます。 

そのため，明らかに外部から見えない場合，良好な景観づくりに支障を及ぼさない場合

については，規制の対象外とするような運用を考えています。 

単に，外部から見えない行為を届出対象行為の適用除外と規定してしまうと、「外から見

えない、景観を害さない」という判断が申請者により都合よく判断されるおそれがありま

す。そのため，事前協議を条例で義務化して，その中で、周囲からの写真などにより、公

衆道路など，外部から容易に見えないことが明らかで，「良好な景観づくりに支障を及ぼさ

ない」と判断できる場合には，届出対象の適用除外として扱いたいと考えています。 

ただし、外から見えないと言っても、それが他の敷地にある塀や木で見えないのであれ

ば、適用除外とはいたしません。その塀や木は何時なくなるかわからないからです。 

 

完了届 

 次に、完了届についてです。現在の届出制度では、事前の審査は行いますが、その行為

が届出通りに行われたかどうかについて担保する制度はありません。実際運用しているな

かでも、申請者の方からそのことについて、何度か指摘をいただいたことがあります。こ

の景観計画には実際に文章として記載はされませんが、条例・規則の中で、完成後の写真

を添付した完了届の提出を義務付ける規定を設けたいと考えています。届けの提出を受け

て、必要に応じて実際の現場で検査などを行いたいと考えています。 

 以上でございます。 



 

 

  

【委員長】 

 はい，ありがとうございました。 

 それでは，ご質問やご意見を頂きたいと思います。 

 景観形成基準として景観計画の中に記載する内容とガイドライン，実際の運用ではチェ

ックシートを申請者が作成して，図面などの書類と合わせて出すのですが，このような構

成で景観形成基準を形成してよいかということをまずはご議論願います。 

 

【倉地委員】 

 届出を出して，基準に適合していれば OKという返事があるのですね。 

 例えば対象の工事などは，OKという返事がないと工事に着手できないのですね。 

 

【事務局】 

 景観法の規定によりますと，届出対象行為につきましては着工の 30日前には届出を提出

して頂くことになります。我々の方で審査に 30日間をいただきますので，その間は着手し

てはならないとなっております。 

 

【倉地委員】 

 その期間があまりにも長すぎるといろんな障害というか，いろんな問題が出るのではな

いかと思うのですが。 

 

【事務局】 

 はい，これまでの届出事務につきましても，届出を受理する以前に事前協議をお願いし

ております。 

 事前協議を行うことで，届出審査を円滑に行うことができるため，景観に支障がないと

認められる場合においては、届出が出されてからだいたい 2 週間以内に着工制限期間の短

縮の通知をしております。 

 このことから景観に配慮した内容であれば届出者の方にとって期間的な負担は大きいも

のではないと考えています。 

  

【委員長】 

 先ほどの届出対象行為の範囲をどうするかということにより，処理件数が決まってきま

すので，それに対し職員数をどうするかということによって、処理期間がどれほどになる

のかは影響を受けますね。 

 そのようないろんな前提がここで決められない部分もありますので，どれくらい処理期

間が長くなるかは分からないですね。 



 

 

 

【豊田委員】 

 もし届出が行われないまま事業に着手してしまっているような場合は，届出を出して審

査してＯＫが出るまでは工事はストップということですよね。 

 

【倉地委員】 

 後々のいろんな弊害を心配すると，あまり基準を厳しくし過ぎてスタートせずにもう少

し緩くしたらどうか，ある程度余裕をもってやっていったほうが運用はスムーズにいくの

ではないかと思います。 

 

【田中委員】 

 私も倉地さんが言われたように，あまり事細かに決めてしまうと実際運用できないこと

まで決めてしまうことになり守られないと思います。 

実際，啓発活動になるかは知れないけれど，守れない守られないルールはできるだけ作

るべきではないと考えます。 

色彩については基準やある程度の普遍的価値観がつくれますが，デザインとか形につい

て何か基準のようなものがあるのですか。 

 

【事務局】 

 色彩基準については明確にできますが、デザインや形については守るべき地域の統一さ

れた様式などがない限りは明確な基準を設定する予定はございません。 

その辺につきましては，施工者の方にこのガイドラインをみて頂いて，自主的に配慮し

て頂くことになります。 

 

【田中委員】 

 常識の範囲内で，というようなことですよね。 

 

【事務局】 

 法律としてはデザインや形などについても色彩と同様に変更命令ができる体系になって

いますが、現実的には，現在の鈴鹿市の基準においてデザインで変更命令ということは困

難であると考えられるため，施工者の方に配慮をお願いしてくことに留まるかと思います。 

 

【市川委員】 

 完了の届出の義務がない。これだけ厳しく言っているわりに最後の完了の検査済証とか

割と曖昧で，入口は狭く出口は広くというようなことでいいのでしょうか。 

 



 

 

【事務局】 

 先ほども申し上げましたように，完了につきましては完了届などについて条例・規則に

明文化していこうと考えています。 

 

【市川委員】 

 検査済証は，出す予定ですか。 

 

【事務局】 

 確認証ですか。詳細な運用についてはまだ決めていませんが，検討いたします。 

 

【市川委員】 

 罰則につきましても，あまり厳しいものではないですね。改善命令に従わなかったら使

わせないとかではないですね。 

 

【事務局】 

 そうですね。罰金だけですね。 

  

【市川委員】 

 書類審査の段階で，改善命令でこのように従ってくださいというのは，分かるのですが，

実際現場で着工した後はどうなるのでしょうか。 

 

【事務局】 

 色につきましては，原状回復命令もあります。 

 

【豊田委員】 

 色彩についても非常に厳しくて，マンセル記号まで書くのですが，誰がそのマンセル記

号まで確認をしているのかとなるのですね。 

 10 ㎡の塗り直しについても緑化という項目が該当してくるのですよ。そうすると行政も

大変ですし，届出をする方も大変ですし，一番大変なのは施主さんだと思うのです。 

 皆さんが納得できて，出しやすいものにして頂けたらと思います。 

 

【小林委員】 

 チェックシートは関係のない部分も全部書かせるのですか。 

 

【事務局】 

 該当なしという書き方もありますし，チェックシート自体も建築物でのチェックシート



 

 

欄と開発行為でのチェックシート欄は違うようになっております。 

 

【市川委員】 

 建築や開発では必ず検査を受けて届出どおりでないときは変更しなくてはいけません。 

 景観自体は，先ほどから言っているように最後にチェック機能がないため，問題である

と思います。 

 

【事務局】 

 先ほどから説明していますように，検査済証のようなものを出すかどうかは，今後検討

しますが、完了につきましては条例などに記載をしていく予定です。 

 

【後藤委員】 

 例えばこの地域をよいまちづくりにしたいというような時に，秋田の方で自分たちの地

域を細かく色や形態まで決めたりしているのと見てきましたが，そのようなものとこの基

準との関係はどうなのでしょう。 

 

【事務局】 

 地区別景観づくり計画でフォローしていこうと考えています。 

  

【委員長】 

 全体計画と地区別の計画の二段構成になるわけですね。 

 そう考えた時に，この全市に掛かってくる基準が厳しすぎるのではないかという意見が

あります。 

 細かく議論できて，合意形成のされている地区では厳しい基準を設定することもできま

すよね。地区レベルでの景観でやっていくか，都市計画の地区計画などでやっていくなど，

それはそれで地区ごとにやっていくこととして，一方ここで議論しているのは全市のこと

なのでここまで細かくする必要があるのかどうかということですよね。 

 

【事務局】 

 委員会としては，今回提案させていただいたこの景観形成基準は全体的な基準としては

きつい，細かすぎるということでしょうか。 

 

【小林委員】 

 景観法ができたわけですが，それ以前からも都計法とか緑地法とかよく似た法律がたく

さんありまして，非常に煩雑化しています。 

 私は，この景観計画というのは皆さんに景観というのは大事ですよという啓発用の計画



 

 

という解釈もできると思います。 

 その中でこういった規制が入ってくるわけですが，先ほどからの説明で届出対象行為を

見た場合，特に工作物については，特殊な物とか高い物に限られてきていますので，一般

的なものはほとんど該当しないかなと思います。そういった面で解釈するのも一つの方法

かなと個人的には考えています。 

 

【豊田委員】 

 対象の建築物が 1,000 ㎡超えなど全体的なところは緩やかにかけて地区別の景観計画を

もっと推進していこうという意図は解ります。 

 ただ，矛盾しているところが多いのでそこを直して頂きたい。 

 届出対象は建築面積 1,000㎡超えという非常に大きな建築物です。1,000㎡というと 20m

×50mです。それに対してのガイドラインにしては 2~3階建てのマンションにしか該当し

ないような非常に細かなことがたくさん載っています。 

 

【事務局】 

 確かに届出対象行為というのは基準が緩やかになっております。 

 ただ，鈴鹿市の景観を作っていく上で，届出対象行為以外のものについても市民の皆様

にこれを見て頂いて，こういうことに配慮をしていくことの一つの目安として頂けたらと，

鈴鹿市全体の景観の保全や創造ができるのではと考えています。 

 法的に指導ができたり，規制ができたりするのは届出対象行為以上のものになってきま

すが，ガイドラインにつてはそれ以外の分についても参考として市民の皆様に活用して頂

けたらと考えています。 

 

【委員長】 

 地区レベルでもっといろいろ細かく考える時にもこの本を参考にして頂くという趣旨で

すね。ここだけ見ているとすごくギャップがあると思うのです。対象がすごく少ないのに

要求する内容がすごく多い。 

 例を一つあげて矛盾を説明して頂けませんか。 

 

【豊田委員】 

 例えば届出対象となる増改築面積 10㎡，外観の変更 10㎡，ここがおかしいと思います。 

 

【委員長】 

 基準の内容についてはどうですか。 

 

【豊田委員】 



 

 

 基準の内容は県と同レベルだし，チェックシートも県に比べてよくまとまっていると思

います。 

 

【委員長】 

 最初に戻りますが，届出対象行為の 10㎡のあたりがどうもおかしいということ。 

 同様に違う観点からも結構ですが何かご意見はございませんでしょうか。 

 

【北川委員】 

 建築物ではないのですが，緑化の話が出ていましたが，緑化の指導でこのような木がお

勧めというか，鈴鹿市らしさが出せたらいいと思うのですが。 

 

【事務局】 

 ガイドラインの中の緑化というところで「地域の気候風土への配慮」の中で「地域に多

く見られる樹種を選定するなど・・・」と記載しています。 

 何でもかんでも緑化すればいいというものではなく，例えばここへヤシの木を植えられ

ても困るのです。例えば低木であればサツキとかですね。 

 里山を切り崩して工場を建てるのであれば，後ろの里山に生えている原木に近いような

樹種を選ぶとかの配慮をお願いします。 

 

【北川委員】 

 尋ねられた時に，推薦というか，お勧めする木はどうですか。 

 商業施設とか道路側に植える緑にどうかと思うのですが。 

 

【事務局】 

 道路の植栽につきましては，緑の基本計画というのもありまして，どのような樹種を植

えるということを決めた路線もございます。 

 

【倉地委員】 

 石薬師は県道の交差点改良を現在しておりまして，この中で石薬師特産のサツキを植樹

帯に植えていこうという計画で進んでいます。 

 

【委員長】 

 他にいかかでしょう。 

 

【小林委員】 

 小さなことなのですが，景観形成基準の「形態・外観」のひとつに「・・・ベランダな



 

 

どは，道路から目立ちにくい・・・」とありますが，利便性や快適性を考えれば，ベラン

ダは自ずと場所が決まってくると思います。これについては「道路などから容易に見えな

いよう」とかに変更しないと，出来ないような気がします。 

 

【豊田委員】 

 「駐車場」のところで「出入り口以外は道路から直接見通せないよう・・・」というの

は防犯上から考えてもおかしいと思うので，修正して頂きたい。 

 

【日沖委員】 

 考え方なのですが，「できる限り」とか「努めること」とか書いてありますが，いろんな

立地条件，いろんなケースがありますので全体の基準は，そういった事情も関係なく絶対

に守らせなくてはいけないという基準ではないと思うのです。 

 いろんな事情があると思うのです。先ほどの防犯上の事情とか。確かにそうだなという

場合には「できる限り」とか「努める」という表現にすることで各事情の中で努力をして

頂くこともあるわけです。 

 そういうことも踏まえて，ここの表現を変えるのかこのままでいくのか考えていく必要

があります。 

 

【豊田委員】 

 「出入り口以外は道路から直接見通せないよう・・・」という文言については，いろん

な事件とかがあるので，あえて言わせてもらいました。 

 

【委員長】 

 やはりこの表現は防犯上の問題がありますので，記述を修正してください。 

 

【事務局】 

 わかりました。 

 

【委員長】 

 よろしいですか。 

 それでは，今日の審議はこれで終わりたいと思います。 

 いろいろ議論がありまして，問題を整理しておきたいと思います。 

 まず，届出対象行為の建築物・工作物で高さが 10m を超えるもの，建築面積が 1000 ㎡

を超えるものについては，概ねご了承頂いたと思います。 

 増改築行為のところで 10 ㎡と書いてありまして，外観を変更する修繕とか色彩の変更，

ここの数値が適切でないということがありまして，この部分については引き続き検討を続



 

 

けるということになりました。次回の策定委員会でこのあたりが委員会として判断できる

ような材料を事務局に用意して頂きたいと思います。 

 それから景観形成基準に関しましては，届出対象行為の幅が狭いに関わらずかなり盛沢

山のことが書いてありますし，小規模な建築についてのものにも適用するようなガイドラ

インの内容になっていますが，これは届出対象とならないものも含めて啓発として出して

いきたいということですので，そういったことが解るような記述をどこかにして違和感を

なくすよう事務局で検討願います。 

 短時間で細かなところまでは見られなかったと思いますので，気がついたところは事務

局まで連絡してください。 

 以上で議題を終わりとさせて頂きます。 

 

【事務局】 

 ありがとうございました。 

 先ほど委員長のからもありましたように，規模の基準につきまして，建築面積の増改築・

外観の変更，当然工作物につきましても同様に再検討させて頂きたいと思います。 

 ガイドラインの記述が細かいのではということですが，これには啓発という意味もある

ということでご理解願えればと思います。 

  

【部 長】 

 村山委員長はじめ委員の方々には，お忙しい中ありがとうございました。 

 景観計画ということで，鈴鹿市に合った景観づくりをということで皆様からいろんなご

意見を頂きまして，本日は特に規制の部分という非常に難しいことのご意見を頂戴したか

と思います。 

 事務局の方から最初にご説明させて頂きましたように，皆様から頂きましたご意見を反

映させまして計画をまとめて，今年度末には市長の計画（案）ということでまとめていき

たいと考えております。 

 次回以降も難しい問題をご審議頂くことになるかと思いますが，よろしくご指導頂きま

すようお願いいたします。 

 ありがとうございました。 

 

 


