
 

 

第５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７月８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 なし 

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 

 

【事務局】 

 ただいまより第５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。 

 よろしくお願いいたします。 

 

【都市整備部長】 

 本日はお忙しい中，第５回鈴鹿市景観計画策定委員会にご出席いただきありがとうござ

います。 

 また，鈴鹿市の行政推進にご理解ご協力いただきお礼申し上げます。 

 今回でこの委員会も５回目になります。前回に引き続きまして行為の制限に関すること

ということで，ご検討いただきます。 

 前回もいろんな意見を頂きましたが，行為の制限につきましては，私権の制限とも含め

まして非常に重要になってきます。個人の方には直接的に影響のある部分でございます。 

 今回はまず，前回皆さまから頂きましたご意見を基に計画案のほうを修正しております

ので，事務局からご説明をさせて頂きましてご意見を頂戴したいと思います。 

 それに引き続きまして今回は行為の制限の中の色彩についてご検討頂く予定になってお

ります。 

色彩と言いますと景観の中では非常に大きなウェイトを占める部分でございます。景観

法の中でも色彩につきましては，勧告のみならず変更等の命令まで認めております。 

色彩の規制となりますと，個々人の感覚的な要素も非常に強いものですから慎重に検討

する必要があると思っております。他の自治体の事例等もお示ししながら，鈴鹿市の建築

物等の特性も踏まえて事務局案を提案させて頂きますので，忌憚のないご意見を頂戴した

いと思います。 

 

【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２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｡ なお，まだお見えになっていない委員の方もまもなく来

られるとのことです。 

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，いらっしゃいません。 

 事項書に基づいて進めてまいります。 

 前回は届出対象行為に関する事項と景観形成基準のうち色彩以外の内容について検討い

たしました。 

 委員会の場で結論が出なかった部分がありまして，それにつきまして事務局の方で修正

案を作っていますので説明願います。 

 

【事務局】 

 それでは説明をさせて頂きます。 

 景観計画の修正案から説明いたします。 

修正点に関しては手元の景観計画案をいつものとおり赤色の文字で記載しています。 

前回検討して頂いたのは第 4章でしたが，それ以外の部分から説明させて頂きます。 

まず，景観類型の中の「鈴鹿サーキット周辺」ですが，景観形成方針にご覧の一文を追

加させて頂きました。 

これは，色彩基準を設定する中で，サーキットの賑わいなどの特性を活かした景観形成

を方針として掲げたかったというのが理由でございます。 



 

 

次に，第 4章の修正について説明いたします。 

 前回は，行為制限の対象と制限内容について検討して頂きました。 

 第４章は行為の制限ということもあって，前回の委員会では非常に多くの意見を頂戴し

ました。 

最初に前回の委員会で検討課題となっていた、届出対象行為に関して修正案を作成しま

したのでご説明いたします。 

届出対象行為についての修正でございます。 

建築物・工作物の新設について、高さ 10ｍ，建築面積 1,000㎡という規模に関しては、

概ね委員の皆さまの了承を頂いたものと思います。 

ご意見をいただいたのは、増改築や色彩の変更についての部分です。提示した案では、

増改築・色彩の変更は面積が 10㎡を超えた場合を届出対象としていました。 

しかし、建築面積 1,000㎡という大きな建築物に対して、10㎡程度の小さな規模の増改

築や色彩の変更が届出対象となるというのは、実体に即していないのではないか。という

ご意見が多くございました。 

三重県内の状況としては、三重県，松阪市，伊勢市が同様の 10㎡という基準を使用して

います。伊賀市は一壁面の 1/2 ，四日市市は 500㎡という基準を使っております。 

全国的には、色彩の変更に関しましては「外観の過半」，「一壁面の 1/2」という基準を採

用しているところが多いものでした。 

このような全国的な状況や、前回の策定委員会でのご意見を踏まえて、鈴鹿市の案とし

て「色彩の変更に関しては一壁面の 1/2これによらない場合は，見付面積の 1/2」という基

準を新たに提案します。 

なお，見付面積というのは，一方向から見える面全体を言います。角度によっては 2 壁

面が見えることもあります。工作物のガスタンクのような球体の場合も見える範囲の面積

といたします。 

増改築に関しては、全国的には，10 ㎡という基準の他には，増改築部分の面積基準は設

けず、「基準を超える建物に増改築を行う場合」や「増改築によって基準を超える場合」を

全て対象としているところが多くあります。 

前回ご指摘いただいた，見えない場所におけるごく小規模な増改築まで対象となってし

まうという問題点については，軽微な行為等に「市長が，良好な景観づくりに支障を及ぼ

さないと認める行為」という届出対象行為の適用除外の項目を設けています。鈴鹿市では

事前協議を条例で義務化する予定でありますことから、これにより、広大な工場敷地内で

の周囲から全く見えない場合や、ごく小さな規模の増改築などは、事前協議の段階でそれ

が明らかであれば、景観への影響が小さいとして届出は不要とします。 

次に開発行為でございます。 

届出対象行為から開発行為を除きました。 

開発行為に関しては、前回 1,000 ㎡を届出基準として提示させていただきましたが、あ



 

 

まりに厳しい届出基準にすると事務処理に支障を来さないかというご意見もいただき、基

準の再検討をしました。 

三重県内では、三重県，伊賀市，松阪市，伊勢市が 3,000 ㎡という基準を設定していま

す。全国的に見てみると、3,000㎡という基準を設定しているところも多いのですが、一方、

開発行為そのものを景観の届出対象から除外している自治体も数多くあります。 

三重県では四日市市が 29条第 1項の許可を受けた開発行為を届出対象の適用除外として

います。これは、開発許可など他の制度の中で景観に関してのチェックを行っているとい

うのが理由です。 

また、率直に申し上げまして開発行為に対しての景観面の審査は、必ずしも効果的に働

いているとは言えません。景観面の審査ポイント（景観形成基準）としては、「現況の地形

の活用」「景観に配慮した緑化」「長大な擁壁やのり面」などがありますが、これに関して

の強制力はないため、効果的な指導が行われているとは言い難い面もあります。 

そこで、鈴鹿市においても開発行為に関しては、景観の届出の適用除外としたいと考え

ます。鈴鹿市では、鈴鹿市開発指導要綱を定め、1,000㎡以上の開発事業に関して事前協議

を行っています。開発行為に関しては景観の届出による審査ではなく、開発の事前協議の

中で景観に関するチェックを行いたいと考えています。景観の届出を出してもらって、そ

の中でチェックを行うよりも、開発許可の一連の流れの中で一体となって、指導を行うこ

とでより効率的な指導を行うことが期待できます。また、事業者の届出書類作成の負担も

減らすことができるため、双方にとって効率的であると言えます。 

擁壁や開発後の建物等については，従来どおりその物件に対し届出対象とすることに変

わりはありません。 

開発行為について、景観の届出は行わないとは言うものの、実際は事前協議の中で 1,000

㎡からチェックを行うこととなるため、土地の形質の変更・土石の採取・鉱物の掘採につ

いても同様に 1,000 ㎡を届出対象の基準としたいと考えます。この部分は前回の提案から

変更しておりません。 

 また，前回表現方法についてご指摘を受けた部分を修正してあります。 

 「ウ 色彩」の項目につきましては，次の色彩基準の設定でご説明いたします。 

 以上が前回ご意見を頂きました部分に対する修正案でございます。 

 

【委員長】 

 今の説明についてご意見をお願いします。 

 

【日沖委員】 

 先ほど事務局から説明されましたように外観を変更する塗り直しの場合，見付面積の取

扱いですが，県の場合，見付という表現に非常に微妙な部分があるとの判断があります。 

基本的には一壁面とし，壁面が凸凹していたり，球体のように面積のカウントがし難い



 

 

場合についてのみ例外的に見付面積という考え方を導入しています。 

 

【委員長】 

 見付面積というと何処から見るかということもありますが，壁面が凸凹している場合は

どこから見るのですか。 

 

【日沖委員】 

 ケースにもよりますが全体が凸凹している場合は，全方位ということになります。 

 

【委員長】 

 建物が斜めに配置されていて道路から二壁面が見えるという場合は，見付面積を使うの

ですか。 

 

【日沖委員】 

 いえ，その場合はそれぞれを一壁面とします。 

 

【委員長】 

 事務局では見付面積とした場合に全方位といいますか３６０度ということにあまり議論

はなかったですか。 

 

【事務局】 

 我々が当初，一番気にしたのは球体とか円柱の工作物ないし建物が在った場合に壁面と

いうものをどのように捉えるかということでした。 

 そのような中で，三重県さんから見付という言葉は見る方向によっても違ってくるので，

どちらかというと曖昧な言葉に成りかねない。できることなら一壁面という言葉を主に使

って，それによらない場合だけ見付とう言葉を使った方が良いとのアドバイスを頂きまし

た。 

 

【委員長】 

 他にご意見はないでしょうか。 

 なければ提案どおり「一壁面これによらない場合は見付面積の 1/2」となります。 

 

【豊田委員】 

 一壁面ですか，外壁面の 1/2ですか。 

 

【事務局】 



 

 

 一壁面です。 

 一壁面が取り難い場合だけ，先ほどの見付面積を使わせてもらおうと考えます。 

 全体の 1/2というのも全国の市町村の中には在りますが，全体となりますと普通の建物で

すと４面ございますが，前の面に全部寄せられてしまうと前面は全部塗り替えても OK と

いうことになりますので，一壁面ごとに 1/2という制約を設けたいと思います。 

 

【古市委員】 

 確認させてください。 

 道路から建物を斜めに見た場合，二壁面が見えることになりこれが見付面積ですね。 

 その見える面積の合計の 1/2ということですか，それぞれの面の 1/2ということですか。 

 

【事務局】 

 見付というのは視点が３６０度動きますので，そういうところが曖昧になるのではない

かとの指摘を受けました。ですから，基本的にはそれぞれの面の 1/2を基準としようと考え

ています。そして，球体などの一壁面をとらえることが難しい場合には，見付面積を使用

しようと考えています。 

 

【委員長】 

 見付というと対象がぼやけるというか広くなるような気がします。 

 そういう意味では，一壁面を基本にした方がよいでしょう。 

 

【事務局】 

  

敷地の形状によっては，建物の隅が一部分だけカットされる場合もあると思います。 

そのような，隅切状の面を見る場合は一壁面というのは少しきついような気がします。 

 このように一壁面により難い時には見付面積を使うということにしたいと思います。 

 

【委員長】 

 基本は一壁面でそれにより難い場合のみ，見付面積を適用するということですね。 

 

【豊田委員】 

 一壁面を塗り直す場合，裏側などで全く見えない場合も 1/2以上であったら届出の対象と

なるということですね。 

 

【事務局】 

 はい。届出対象行為にさせて頂きます。先ほどの事前協議の中でどのように判断される



 

 

かは別として。 

 

【豊田委員】 

 届出側が自分で判断することなく，事前協議で相談してということですね。 

 

【事務局】 

 はい。先ほどの隅切状の面を一壁面で見るか見付面積で見るかなどの判断も事前協議の

中でさせて頂こうと思います。 

 

【委員長】 

 それでは，「一壁面の 1/2 以上それによりがたい場合は見付面積の 1/2 以上」という書き

方で決めさせて頂きます。 

 

【委員長】 

 他にございませんか。 

 細かいことですけど 34ページの下の部分で「視点場」に変わっていますが，これはどう

してですか。 

 

【事務局】 

 本文全て通してみた場合，「視点場」と「眺望点」が混在しておりましたので「視点場」

という文言で統一させていただきました。 

 

【委員長】 

 他にないようでしたら議題の１は終わりとし，次に進めます。 

 続いて議題の２行為の制限に関する事項の中の景観形成基準の色彩についてと色彩ガイ

ドラインについて事務局から説明願います。 

 

【事務局】 

 それでは色彩の景観形成基準を色彩ガイドラインについて説明いたします。 

 その前に色のお勉強と言いますか説明を少しさせて頂きます。 

 

 

 《色相，明度，彩度，基調色等の説明》 

 

 

【事務局】 



 

 

 色彩についての基本的なことを押さえて頂きましたので，鈴鹿市景観計画色彩基準につ

いて説明いたします。 

まず，お断りしておきたいのは，「鈴鹿市景観計画 色彩基準について」という資料はこ

のままガイドラインになる訳ではございません。 

色彩基準を設定することになった根拠や考え方をまとめた資料でございます。 

 

まず，色彩基準設定の趣旨ですが，良好な景観の形成には，現状を維持する（悪化させ

ない）ということとより良い方向に持っていくという 2 つの方法があることは以前から説

明してきたところです。 

 言い換えれば「規制」と「誘導」ということもできます。 

色彩基準は景観計画の中で唯一とも言える数値基準が示せるものです。 

従いまして，数値基準から外れるものにつきましては，強制力を持った規制をすること

ができるものと考えます。 

許容色は，「規制」にあたるものです。この範囲を超えた色は使ってもらっては困るとい

う値です。許容色は景観計画の本文にも明記され，これを超える色につきましては行為の

制限の対象となります。 

現状よりも著しく景観を悪化させないための制限行為です。突出した色彩の使用を制限

します。 

届出がなされた物件については，この基準に従って審査を行います。 

推奨色は，「誘導」にあたるものです。可能な限りこの範囲内の色を使って下さいという

色です。 

推奨色を使って頂くことで，色についての良好な景観形成を創造していこう，誘導して

いこうというものです。届出物件のみならず，届出対象以外のものについても機会がある

ごとに指導，助言を行います。 

自然系，歴史・文化系と都市系のうち住宅地と工業地について推奨色を設定していきま

す。都市的景観の一つでもある商業地景観につきましては，類型別景観形成方針において

特に色規制を行うような方針になっておりませんし，賑わい創出の観点から許容色の範囲

内で商業活動を行ってもらおうということとし，推奨色を決めることはしませんでした。 

このように鈴鹿市景観計画における色彩基準につきましては，「規制」と「誘導」にあた

るものとして，「許容色」と「推奨色」の 2 種類を設定し，「許容色」は景観計画本文の中

に「推奨色」はガイドラインに記載することとしました。 

許容色は行為制限の対象とすることから景観計画の中に色の使用可能範囲として P35 の

ように明記していきます。 

色相がＲ，ＹＲ，Ｙの場合は彩度が 6以下。 

それ以外の色相の場合は彩度が 2以下にすること。 

また，周囲の景観との調和に配慮すること。 



 

 

素材そのものの色については，この限りではない。 

アクセントカラーですが，10パーセント程度であれば規制はしないとしています。 

ところで，このアクセントカラーですが，三重県の場合は 5 パーセント程度を指定して

います。本市もいろいろ考えましたところ，シミュミレーションの例にありますように，

10パーセント程度が適当かと思い提案させていただきます。 

推奨色は，ガイドラインの中に組み入れていこうと考えています。 

 色彩基準の設定方法の 2 番にあります許容色の設定方法ですが，市内の届出対象となる

建物を 100件ほど調査しまして，この調査結果と他市の基準を参考としています。 

 推奨色の設定方法ですが，市内の届出対象以外の建築物の色彩調査を行い，「山地・農地・

河川景観」，「海岸景観」，「歴史的街並み景観」，「住宅地景観」，「工業地景観」に分けて考

えました。これらの調査結果と三重県の色彩推奨色の基準を参考としております。 

 3番としまして，色彩基準の運用です。 

 色彩基準につきましても今後の運用の中で変更していくこともありますし，「地区別景観

づくり計画」がつくられたりしますと，その中で新たに基準ができることもあります。 

 許容色の設定につきましては，景観計画の 34ページのように設定しました。 

 マンセル値は表に示した範囲に収めるだけでなく，たとえ表の範囲内であっても周囲の

景観に調和していなければならないとしました。 

 また，素材そのものの色や，アクセントカラーについては除外としています。 

 許容色設定の経緯ですが，調査結果を表にプロットしてみました。 

まず，色相についての傾向です。 

大部分の建物は，土の色を基本とした R 赤から YR 黄赤，Y 黄の色を使っているものが

多いです。 

ただ，色相については，この色は使ってはいけないという基準は，設定するつもりはご

ざいません。後で説明しますが，B青や PB青紫などあまり建物に使われない色につきまし

ては，彩度を抑えるような基準にしています。 

次に彩度についてです。 

彩度につきましては，先ほどの色説明の時に申し上げましたように，自然色の彩度はほ

ぼ 6以内に収まっています。 

よって，彩度は 6 以下と設定しました。ただ，先ほども申し上げましたようにあまり建

物に使われない色や自然界にあまり存在しない色につきましては，彩度 2 以下にすること

とします。 

明度については，色相と同じく特に基準を設けていません。 

明度については，色彩ほど目立つことが少ないと考え，推奨色の項での誘導に止めるこ

とにしました。 

また，地区別景観づくり計画の中で必要に応じ，許容色を設定していくことも考えられ

ます。 



 

 

このような経緯，考え方で設定した鈴鹿市の許容色は図の黄色の部分になります。 

結論として，基本的に四日市市の基準を基に R 赤の部分の彩度について少し緩めること

にしました。 

現状での不適格率との関係においてもこの程度であれば改善できていく範囲ではないか

と思います。 

彩度表にプロットした許容色外やボーダーライン上の建物の写真も記載しましたので，

参考にしてください。 

こうして見ると，基準が甘いようにも感じられるかも知れませんが，全体計画の基準は

広く浅くという原則で進めています。 

運用を進めていく中で，不都合な部分について見直しを行い，地区別景観づくり計画の

中で別の基準を作っていけばよいと考えます。 

 

なお，特殊な例としての鈴鹿サーキットにつきまして，許容色をどのように適用してい

こうか悩みました。 

これが鈴鹿サーキットの色彩調査結果です。 

ご覧頂くと色相，色彩，明度全てが広範囲に分布しており，遊園地の特徴が良く表れて

いるとも言えます。 

 今，説明しました色の許容色をそのままサーキットに適用しますと，遊園地らしさが失

われてしまいます。景観類型別の景観形成方針の中で，鈴鹿サーキット周辺として「賑わ

いのある空間」とか「一層の魅力向上に向けた景観形成」「非日常空間としての色使い」と

謳っています。 

 そこで，サーキットにつきましては何らかの方法で，その遊園地としての景観特性を活

かせるような規制を行う必要があるだろうと考えました。 

 考えました方法は，サーキット内の建築物等を最初から一律に届出対象外とはせず，事

前協議などを経て届出対象外とする。また，景観審議会に諮ることにより色彩基準などの

景観形成基準から外れている部分を認めていこうという方法です。 

実際のところ届出対象となる建築物等の大部分は，サーキットの敷地が広大なため，外

部から容易に望見できないものになると思われます。 

 そこで，まず事前協議の中で，このようなことが確認できれば「良好な景観づくりに支

障を及ぼさない」ものとして届出の対象から除外する行為として取り扱おうと考えます。 

 次に外部から容易に望見できる建築物については，景観審議会に意見を求め，個々に景

観形成上の影響を審議した上で認めていく方法を考えています。 

 なお，観覧車等の遠方からも望見できる建築物等につきましては，サーキットの敷地内

といえども少し色に対して配慮を求めていきます。 

 

推奨色の設定です。 



 

 

 (1)山地・農地・河川景観の推奨色の設定 

 自然系の景観は，建築物等が周囲の自然にいかに溶け込んだ景観になるかというのが重

要と思われます。 

 調査結果では結構派手な色彩のものが見受けられますが，遠景写真にありますように周

囲のから浮いた存在と思われることから，あえて推奨色は低めに抑えました。 

(2)海岸景観の推奨色の設定 

 調査対象と海岸特有の砂・松・海の色を調べて図表にプロットしました。 

 ほぼ上手く収束していますので，これらを含める範囲で推奨色を設定しました。 

(3)歴史的まちなみ景観の推奨色の設定 

 図表のとおりの分布を示しています。 

 例 1 や 2 のように彩度の高いものをどうするか，例 3 の明度の低いものをどうするか悩

みましたが，歴史的まちなみということで，例 1 や 2 は推奨色からは外れてもらうことに

しました。また，例 3 につきましては明度が低いのですが，古い町屋はこの傾向があるこ

とから，推奨色に含めることとしました。 

(4)住宅地景観の推奨色の設定 

 この色彩分布もだいたい収束していますが，明度については三重県のガイドラインより

も 1ポイントほど高い傾向になっています。 

 よって鈴鹿市の推奨色は三重県の推奨色より明度を 1ポイント上げてあります。 

(5)工業地景観の推奨色の設定 

 色相がまんべんなく使われているのが特徴と思われます。 

 明度は明るいものが多いです。 

 彩度につきましては，推奨色の設定値よりも高いものがありますが，工場ということで

壁面の面積も大きいものが多いことから，推奨色の彩度は低めに抑えました。 

 以上が色彩形成基準と色彩ガイドラインの説明です。 

 

【委員長】 

 たくさんの説明をして頂きましたが，まず何か意見がございましたらお願いします。 

 

【委員長】 

 許容色のことからご意見を伺いましょうか。 

 許容色は，この範囲から外れてしまうものは認められないということになるわけです。 

 

【日置委員】 

 三重県の場合は，許容色を数値的には抑えていませんが，色彩ガイドラインの中で類型

ごとに許容範囲という形で示しています。 

 鈴鹿市の場合，全ての分類に全体をとおして許容色というものを一本設けているという



 

 

ことですね。 

  

【事務局】 

 先ほども説明しましたように，全体計画では「広く浅く」というのを基本にしています

ので，比較的緩い範囲内で全体としての許容色は決めています。 

 この後，「地区別景観づくり計画」というのを考え，地区別の許容色を設定することを検

討しています。 

 このようなことから，地区別の許容色は設けてはおりません。 

 

【委員長】 

 許容色について，他に特段意見がなければ次に移ろうと思いますが。 

 

【田中委員】 

 許容色については，こうした色にして下さいということですね。 

 一方，推奨色の取扱については，こういう色を推奨していますというだけで，特段行政

指導もできないわけですね。 

 住宅地景観の中で推奨色から外れた例で挙げられているのを見ても，私はあまり違和感

を持たないのですが。 

 推奨色まで決める必要があるのかどうかも含めて考えをお聞かせ願いたい。 

 推奨色を勧めることによって，どういうまちづくりの形成を目指しているのか，そのあ

たりをお聞きしたい。 

  

【事務局】 

 許容色は，先ほど申し上げましたように実際の市内にある大きな建築物などを分析して

決めております。 

 また，推奨色につきましても同様に実際の建物や自然の色彩の調査により決めておりま

して，景観の特性により住宅系などに分けております。 

 その傾向に合うように誘導することにより，より統一感がでるのではないかという範囲

を推奨範囲としております。 

 推奨の範囲ですので，個人の好みの部分もあるとは思いますが，私共としましては，あ

くまで「お勧め」というかたちでの指導・誘導をしていきたいと考えます。 

 この後，将来的に「地区別景観づくり計画」の策定を考えていることから，この推奨色

をひとつの参考としていきたいと考えます。 

  

【委員長】 

 景観計画の最初の方の類型別景観方針の中で「周辺の景観と調和したもの」という趣旨



 

 

のことが書いてあります。 

 建物で言えば，高さや形態であったりするわけですが，その中に「色」というのもある

わけです。 

 周辺との調和の色というのは，一体どういう色なのかというときに，具体的に推奨色と

して定めているということです。 

  

【田中委員】 

 ひとつの指針として，こういう色がありますよ。ということですか。 

 

【事務局】 

 相談を受けた場合のアドバイスに使わせていただこうと思っております。 

 

【倉地委員】 

 我々の地区は，市街化調整区域内で，見廻せば山地，農地あり旧宿場町という地域です

が，彩度 4くらいの建物がずいぶんたくさんあると思います。 

 そういうことからみますと，もう少し許容範囲を広げてもいいのではないかと。 

 

【古市委員】 

 景観類型の中でも田園地帯であれば，耕作放棄地が景観を害すると言われています。 

 そのことについては，別に農地法の中で対策を取ってもいるわけです。 

 また，郊外型のショッピングセンターにしましても，まちづくり 3 法が改正になって，

大店法からも立地ができなくなってきています。 

 また，商業施設としてある程度派手な色彩になるのは，当然だと思います。 

 商業の活性化という側面からは，あまり厳しくしなくても良いのではないかと思います。 

 サーキットの遊園地にしましても，夢を与える場所なので，遊園地なりの個性を発揮さ

せても良いのではないかと感じます。 

  

【委員長】 

 そうですね，サーキットに関しましては，先ほどの説明にもありましたように，その立

地や景観特性の特殊性から，行為の制限に関しては必ずしも一律の基準によらないという

ことです。 

 ただ，とんでもないものになってしまってもいけないので，景観審議会の意見を聴取し

て頂くということですね。 

 大型店舗については，あまり厳しくしなくてもという意見は解りますが，今まで議論し

てきた景観計画ではある程度はやむを得ないという方向です。 

 いかがでしょうか，まず許容色を設定するかどうかということ。 



 

 

 それから，類型ごとに推奨色を示した方がいいのかどうかということですが。 

 

【田中委員】 

 許容色，これは決める必要があるでしょう。 

 推奨色ですが，これは指針として使われるとのことでした。ということは，強制力も伴

わないわけですね。事例にあるように現状で推奨色から外れた住宅があるのに，特別な地

域は別としても，一般の住宅まで推奨色を指定する必要があるのか疑問です。 

 

【事務局】 

 事務局としましても，この推奨色を提案させて頂くにあたってずいぶん論議がありまし

た。 

 推奨色につきましては，この委員会で設けるかどうかも含めてご論議いただきたいと思

います。 

 補足をいたしますと，広く浅くという許容色だけですと，大規模な建築物等にも結構な

範囲の色彩を認めていますので，範囲内であればどんな色を使ってもいいということで，

周辺との調和も考えずに景観に大きな影響を与えることにもなると心配します。 

 一方で，個別に厳しいものを作ってしまうと過度な制限にもなりかねません。 

 三重県では，ガイドラインに従って地域に応じた個別の指導を行っています。 

 鈴鹿市から推奨色をなくしますと，市一律に課される許容色による指導のみとなり，色

彩について地域特性に応じた配慮など，具体的なことがほとんど何も言えなくなってしま

うことになります。 

 次に論点となるのが，ガイドラインの対象はどこまでとするのかということになります。 

ひとつは，届出対象となるような大規模なものだけとする考えもありますが，この景観

計画自体が鈴鹿市全域を対象としています。ガイドラインが大規模なもののみについて言

及されるものであれば，「小さなものに対してはどう考えているのか」ということにもなり

ます。 

 ガイドラインの位置づけが難しいところではありますが，ガイドラインで景観計画の主

旨を踏まえて市民全体に向けて啓発する一方，推奨色に関しては大規模な建物に対しての

み設けていきたいと考えています。 

 ただ，「鈴鹿市景観計画 色彩基準について」という資料における説明が不足していたよ

うに思います。 

 このように個別住宅を推奨色から外れる例としてこのように挙げてしまいますと，個別

住宅が色彩基準により強制を受けるという印象を持たれかねないのですが，基本的には推

奨色は大規模建築物を対象としたものです。 

  

【田中委員】 



 

 

 主旨は良く解りますが，推奨色の分け方，分類が少し妙ですね。 

 最初に分けた景観類型と符合していませんね。 

 

【委員長】 

 推奨色を決めるにあたり現地での調査をしました。その結果，全部の景観類型に対し推

奨色がそれぞれ対応すればよかったのですが，同じ傾向が出てきてしまいました。同じ傾

向のものをまとめた結果がこのような推奨色での類型分けとなりました。 

 

【日置委員】 

 県のガイドラインには集落景観というのがありますが，これは鈴鹿市の場合は自然系に

まとめたということですね。 

  

【委員長】 

 三重県の集落景観は，鈴鹿市の山地・農地・河川景観よりも推奨の幅が広いということ

です。 

 調整が必要かと考えます。 

 そもそも推奨色を設定すべきかどうかとう議論があるのですが，さきほどからの現状で

外れるものがたくさんあるというのもこのあたりに原因があるのかと思います。三重県の

類型を参考としていますからそのあたりの調整が必要になるかと思います。 

 

【豊田委員】 

 推奨色から外れている例ですが，これは既成品のカラートタンの色です。 

 彩度で外れているわけですが，住宅地ならば茶系とかの大まかな基準なら理解できます

が，細かく彩度の何番までと指定することには，疑問です。 

 現状で多く使われている色については，見直しを願いたいです。  

 

【古市委員】 

 カラートタンの色まで禁止というのは反対です。 

 

【事務局】 

 整理させて頂きますと，届出対象行為に戸建住宅は含まれません。 

 ガイドラインは個人の方がご自分の住宅を建てる際に，建てるとしたらこのような色に

して頂いたら良いのですが，というものをお示しするものです。 

 守って頂く，頂かないは個人の意識によります。 

 当然，強制力はございません。 

 



 

 

【市川委員】 

 許容色は強制力を伴う，推奨色には強制力はないが，面積の規定などもなく指導の対象

となるということまでは解りました。 

 大規模な建物の外観を塗り直す場合ですが，同じ色で塗り直す時は届出の対象とならな

いとしています。既存で推奨色から外れる色をもう一度派手な色で塗り直すのはＯＫであ

るというのは，小さなものに対する推奨色の扱いとバランスを欠くのではないですか。 

 同じ指導とはいうものの，一方では規模が大きく許容色からも外れるような極端な色で，

もう一方では周辺の色と多少合わないような小規模な建物に対して同程度の指導は何か矛

盾を感じるのです。 

 

【事務局】 

 推奨色は届出対象行為となる大規模な行為のみを対象としています。戸建住宅などは推

奨色を参考としていただくことはできますが，指導の対象とはしていません。 

 また，大規模な建物の塗り替えで従前と同じ色での塗り替える場合は，たとえ許容色か

ら外れていたとしても，「外観の変更」を伴わないため，強制的な扱いはできませんが，指

導の範囲，誘導の範囲で話はさせて頂きます。 

 また，推奨色は類型に応じたものですので，許容色と比べればきつく設定がしてありま

す。このような推奨色によってどのような景観をつくっていくのかということを考えるこ

とも必要かと思います。ここまで必要もないというようなご意見を頂ければ，もう少し緩

やかにすること等も検討させていただきます。 

  

【揖斐委員】 

 例えば，この写真の例ですが，これは市の建物ですね。 

 一般市民の方々の常識というもので，当時はこのような建物を市が建てることに対して

いろいろあったと思うのです。 

 それでもこの建物が建ったということは，一般市民の方々の常識というものは，そんな

に厳しいところにあるとは思われないです。 

 

【事務局】 

 そうですね，次回に今回頂いた意見を入れて推奨色を考えたいと思います。 

 許容色については，概ねご理解いただけたと思います。 

 

【委員長】 

 許容色に関しては，意見はありませんでした。 

 

【豊田委員】 



 

 

 工場とかの明度についても考えていますか。 

 

【事務局】 

 許容色の中には，明度の基準はございません。 

 彩度のみの規制になっております。 

 

【豊田委員】 

 そうしますと，明度について記載がないということは自由という理解でよろしいか。 

 

【事務局】 

 真黒な建物は，この許容色からいきますと，可能です。 

 ただ，「周辺の景観との調和」という形成基準がありますので，この部分で物を申し上げ

ることになると思います。 

 

【小林委員】 

 三重県の景観計画があって，各市町村もそのつながりの中で，ある程度の県の計画を尊

重しながら独自性を出していくことになると思います。 

 現在計画を検討中のところで，ほかの市もある程度県に倣って推奨色を決めているので

すか。 

 

【事務局】 

 策定委員会にガイドラインの案件をお諮りしていますが，基本的にガイドラインという

位置づけですので，本来であれば景観計画本体とは違うので審議対象ではありません。 

 しかし，重要な部分であり，避けて通れないと考え議題として挙げさせていただきまし

た。 

 松阪市，伊勢市等の状況ですが，景観計画はスタートしたところもありますが，ガイド

ラインについては，今後作成予定とのことです。 

  

【委員長】 

 まとめさせていただきますと，許容色については事務局から提案のあった案に従って設

定するということで承認します。 

 ガイドラインの推奨色に関しては，「設定しない」という意見がありました。一方で「設

定すべきだが，現状の色が収まるようにすべきだ」という意見もありました。 

 現在，届出を審査するにあたって，景観特性に応じた「推奨色」を設定した三重県の色

彩ガイドラインを使用していることから，推奨色を「設定しない」となると，市内統一の

許容色のみで判断することとなり，景観特性に応じた色彩の指導ができなくなってしまう



 

 

ということです。 

推奨色を「設定する」としたら，現在の案では，実際に多く建っている建築物の色彩が

範囲外となってしまう可能性もありますので，それらの問題点について説明ができるよう

な範囲となるように再度検討する必要があります。ただし，今建っているものすべてを範

囲に含めて認めるというわけではありません。そのあたりのさじ加減は難しいところです。 

特に住宅地景観の推奨色については，ここであげられている良い例・悪い例は全部戸建

て住宅であり，届出対象とならないものですので，推奨色が戸建住宅を対象としたもので

あるとの誤解を招くおそれがあります。 

そのため，届出対象となるようなマンションなどで，かつ住宅地の景観形成まで影響の

あるようなものの事例を出していただいて，建築物が大規模になった時の色のインパクト

などから，推奨色の検討をしたいと思います。 

 

【事務局】 

 みなさんが違和感を抱かれるのは，戸建住宅が例としてあげられていて，それが推奨色

から外れているにも関わらず推奨色を無理やり決めたようなかたちになっているところだ

と思います。 

 次回までに，ガイドラインにおける戸建住宅の位置づけを明確にするとともに，大規模

な建築物の色彩であれば，どのようになるかという例を交えながら解りやすいものを作っ

てまいります。 

 

【豊田委員】 

 届出対象となるかならないかの規模のマンションなどの事例写真もあれば，つけてくだ

さい。 

  

【委員長】 

 今回の推奨色の検討の資料は，ガイドラインに使いますか。 

 

【事務局】 

 使いません。 

  

【委員長】 

 ガイドラインになった資料を出して頂かないと，なかなか議論しにくいと思います。 

 

【事務局】 

 景観計画本体とガイドラインは分けて考えさせてほしいと思います。 

 計画は，法定手続等の関係もありますので，スケジュールの関係もありまして，次回に



 

 

通したものをお示しして，皆さんに承認頂けるようなものを持ってきたいと思います。 

 ガイドラインにつきましても，ひとつのかたちになったものをお持ちしたいとは思いま

すが，それは分けて考えさせて頂きたいです。 

 

【委員長】 

 そうですね。 

景観計画につきましては，前回の修正部分につきましても承認しましたし，色彩の部分

についても許容色の設定は承認しましたので，完成に向けての作業を進めてください。 

ガイドラインについては，いろいろ議論がありましたので，具体的にどのようにガイド

ラインにまとまるのかを含めて見せて頂きたいと思います。 

それでは，その他の事項について何かございますか。 

 

【事務局】 

 次回の日程ですが，9月 18日（金）13：30からでお願いしたいと思います。 

 次回は景観計画の素案のまとまったものを見ていただくことと，今回ご審議いただいた

推奨色について整理させていただき，ガイドライン案として見ていただけたらと思います。 

 

【委員長】 

 それでは，これをもちまして，景観計画策定委員会を終了いたします。 

 ありがとうございました。 


