
 

 

第６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９月１８日（金）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 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６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】 

 皆様，本日はお忙しい中，第６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，市政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。  

昨年１０月から開催しております鈴鹿市景観計画策定委員会も本日で６回目の開催とな

りました。前回までの策定委員会で序章から第６章まで，景観計画で定めなければいけな

い内容について，ひととおりご検討いただきました。 

今回の策定委員会では，まず「鈴鹿市景観計画（案）全体の修正」ということで，今ま

でご検討いただいた内容について再度，委員のみなさまにご確認いただきたいと思います。  

次に，ガイドラインについてご検討いただきます。当市では景観計画に基づく届出の審

査基準の解説書として，ガイドラインを作成する予定です。このガイドラインは届出審査

の際に指針とするものでもあるため，その方針について委員のみなさまのご意見をお伺い

しております。 

前回の策定委員会においては，ガイドラインのうち推奨色の設定について，多数ご意見

をいただきました。今回は，前回いただいたご意見を踏まえ，推奨色の設定を含めた，ガ

イドラインの概要について説明させていただきます。 

今回の策定委員会で素案として確定されれば，その素案をもってパブリックコメントや

地区別説明会などの法定手続きを行い，市民の声を聞きたいと思います。そして，今年度

中には，鈴鹿市景観計画（案）として確定させたいと考えています。 

委員の皆さまにおかれましては，鈴鹿市景観計画をよりよいものとしていくために，こ

れまで同様忌憚ないご意見をいただくよう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】 

みなさんこんにちは。第６回鈴鹿市景観計画策定委員会を始めたいと思います。 

今日は，１３名中１３名の委員の出席がありまして，委員会が成立していることを報告

いたします。 

これまで５回の委員会で景観計画の各章の検討を行い，今回は改めて全体を通して見て

頂きます。パブリックコメント前の最終の策定委員会ですのでよろしくお願します。 

では議題の１番目について事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局】 

事項書の１番，景観計画案から説明をさせて頂きます。 

 お手元の計画案をご覧いただきながら，順に説明をいたします。 

 いつものとおり，修正部分を赤字で直してございます。 

 この委員会の席でご意見として頂戴したものばかりでなく，個々の委員さんから意見と

いいますかお声を頂いたものを精査したものでございます。 

 一言お断りしておきたいのは，文意を変えることのない軽微な修正につきましては，今

回は赤字で表しておりません。ご了承ください。 

  

 それでは，まず「計画の理念と目標」でございます。 

 この委員会の中でも時々「鈴鹿らしさ」とは，「鈴鹿らしい景観」ということが話題にな

ります。この席の皆様方には，大体の共通認識ができているものと思いますが，この計画

書を初めて読まれた方に，より具体的にイメージを持っていただいくために，補足文を付

け加えさせて頂きました。 

 

 次に「景観計画の役割と構成」です。 

 鈴鹿市景観計画には，「全体計画」と「地区別景観づくり計画」の二つの要素があること

と，各章の説明とが入り組んでいて解りにくいとのお声と，各章の説明で第 1章と第 2章

が何故ないのかとのご質問がありましたことからこのように修正させて頂きました。 



 

 

 表題を「鈴鹿市景観計画の仕組み」とし，その下に「役割」，「構成」，「運用」というよ

うに整理しました。 

 「鈴鹿市景観計画の構成」の中で，先ほどの解りにくい表記を改め，始めに二つの要素

の説明を行い，次に各章の説明を行っております。 

 また，条例やガイドラインとの関係が図示されていることから，条例やガイドラインの

簡単な説明が必要と考え，「鈴鹿市景観計画の運用」の項を設けました。 

  

次にサーキットに関する特性の中で，「特徴的な景観」の前に「鈴鹿市観光振興基本計画」

でも使われている「モータースポーツ都市をイメージさせる」という修飾を加えました。 

 このことによってどのような特徴なのかを具体化できたと思います。 

 最下段の伊勢国分寺跡等に関する記述ですが，庁内ワーキンググループのメンバーを通

して再度見直しを行っている中で，修正いたしました。 

 修正内容は，以前は伊勢国分寺跡と歴史公園に関することの記述でしたが，伊勢国府跡

や王塚古墳などを加え，史跡全般の記述内容に変更しています。 

 

 鈴鹿市総合計画ですが，ここを「市政の最も基本的なマスタープランである」としてい

ましたが，都市マスタープランと混同の恐れがあることなどから，「市政運営の基本となる」

に変更いたしました。 

 「②鈴鹿市観光振興基本計画」の項ですが，「観光振興基本計画」では下の地図にありま

す各地区のイメージづくりを前面に出して観光計画を進めることにしていることから，商

業観光課とも協議のうえこのような記述に補強いたしました。 

 

 類型別の方針ですが，写真の下の景観形成方針の枠内にあった副題「（基本方針）」と「（景

観形成方針）」を削除しました。 

 枠外の「【景観形成方針】」と表現が重複していることもあり，削除したものです。 

 

 「代表的な景観要素」の中の「鈴鹿中央線」の形成方針ですが，鈴鹿中央線がどのよう

なことでシンボルロードであるかとの説明を加えました。 

 

「第 4章行為の制限に関する事項」です。 

 まず，届出対象行為の表が見にくかったことから全面的に書き換えました。記載内容は

今から述べます変更点以外は同じです。 

 届出対象行為の表の「工作物の種類」ですが，限定列挙方式で書いてある中で，前回は

「その他の工作物」というのがありました。 

「その他の工作物」には，前回説明いたしましたとおりアンテナや橋を想定しておりま

した。しかしながら一般の方がこの計画書を見た場合，想定されているものがあるのであ



 

 

れば，予め記載しておく方が解り易いであろうと考え，「アンテナ」，「高架鉄道」・「高架道

路」及び「橋りょう」・「歩道橋」を列挙しました。 

なお，これら以外に届出対象とする必要な物件が出てきた時には，その都度規則を改定

し，このページにも追記していくことにします。 

 

33ページは，前回の委員会でご説明させていただいた一壁面の面積と見付面積の関係を 

このような表現に整理いたしました。 

 なお，「鈴鹿市景観計画ガイドライン」においても図で説明をしております。 

 

 景観形成基準の中の「ウ色彩」の欄です。 

 前回は，「建築物の外観に用いる色彩は，以下に示す範囲内とするとともに周辺の景観と

の調和に配慮すること。」という一つの文章となっていました。 

 私どもとしましては，色彩が範囲内に収まっていることと，周辺に調和していることの

両方を満たすことを求めているつもりでしたが，この表現では読み方によっては不明確で

はないかとの声を頂きました。 

 ここは勧告・命令などの行為の制限に直接影響する部分でもありますので，解釈に幅を

持たせるような表現を避けることから文章を二つに分けることにいたしました。 

 

 「第 5章良好な景観の形成に向けた方策」の前文の部分です。 

 従前は，行為の制限だけでなく新しい景観を創出する方策が必要です。と記載しており

ました。方策の中には関係法令との連携のほかに次章にある景観法の中の各種制度の利用

も含まれることから第 5章の関係法令との連携のみに表記を絞りました。 

 

 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の基本的な考え方の中で，重要建造物や樹木に

指定されると様々な制限がかかってくることが，記載はされていますが，より一層解り易

くするためにこのような一文を追加しました。 

 また，具体的活用イメージから佐佐木信綱生家と長太の大クスの写真を削除しました。 

 両者とも非常に鈴鹿の景観を特徴づける建築物・樹木ではありますが，現段階において，

指定するかどうか決まっているわけではないため，特定のものの指定が決まっているよう

な誤解を与える表現は削除いたしました。 

 

 次に 40ページ「５．自然公園法許可基準の上乗せ」でございます。 

 従前は「許可基準の強化」としておりましたが，「上乗せ」という用語に変更いたしまし

た。 

 

 以上が，景観計画案を通して見た上での修正点でございます。 



 

 

  

【委員長】 

 ありがとうございました。前回同様修正部分は，赤字で書いてあります。 

 まず，赤字の部分についてご意見，ご質問はございませんか。 

 

【後藤委員】 

 都市的景観特性の中で「本市のメイン通りともいえる（都）鈴鹿市中央線・・・」とあ

りますが，「（都）」というのは，都市計画道路の意味でしょうが，あまり一般的ではないの

ではないかと思います。注釈をつけた方が良いのではないかと思います。 

 景観類型のうち鈴鹿山脈及び山麓の写真の説明なのですが，椿大神社については，景観

特性の表現にしたほうが良いでしょう。 

 同様に里山水田地のスポーツガーデンの表現も修正して下さい。 

 届出対象行為の表に 1~7の番号を振っていますが，ガイドラインの 2~3ページでは，1~13

まで数字が書いてありますので，揃えたほうが見易いかと思います。 

 

【委員長】 

 他にご質問ご意見はございませんか。 

 

【委員長】 

私からですが，「自然公園法の許可基準の上乗せ」のところで，市が勝手に上乗せをする

ことはできないので，「上乗せ」という表現はふさわしくないと思います。 

ここを「自然公園法の許可基準の上乗せの検討」等もう少し別の表現を検討されてはい

かがでしょう。 

 

【事務局】 

 確かに自然公園法の許可基準は，公園の管理者である三重県が景観形成基準によって上

乗せができるということであり，市は勝手にできませんので，この部分は修正した上で各

委員さんにお知らせしたいと思います。 

 

【日置委員】 

 誤解を招くということであれば，表現を変えられたら良いと思います。 

 

【加藤委員】 

 景観特性の中の③の歴史的・文化的景観特性の中で鈴鹿市が軍都として誕生し，平和産

業を発展させてきた歴史を少し表現して頂けたらと思います。 

 



 

 

【事務局】 

 ③歴史的・文化的景観特性の前段部分の説明文に何らかの形で記述いていきたいと思い

ます。 

 

【倉地委員】 

 歴史的・文化的景観資源ということで，5枚ほど写真がありますが，佐佐木信綱生家は入

らないでしょうか。 

 

【事務局】 

 検討させてください。 

 

【衣斐委員】 

 私もそう思います。 

 

【後藤委員】 

 伊勢街道の写真は，道路がギザギザののこぎり状になっている街道の写真があれば，そ

れを使った方がよいと思います。 

 歴史的・文化的特性の写真も街道であることが分かる写真があれば考えてください。 

 

【衣斐委員】 

 第 5章で長太の大クスの写真が消えましたが，指定はできないのですか。 

 

【事務局】 

 県の天然記念物なので，景観重要樹木としての指定は可能です。 

 写真を抜いたのは，指定をしないということではなく，先ほども説明しましたように，

特定のものの指定が決まっているような誤解を与える表現は避けさせていただきました。 

 

【北川委員】 

 5ページ，自然的景観特性の中で鈴鹿川の写真をイベントで筏流しをしているものに代え

ることはできないでしょうか。 

 

【事務局】 

 考え方ですが，川で遊んでいる姿を景観と捉えれば可能かとも思います。 

 ただ，載せるとしても 5 ページは自然的景観特性なので，景観類型の河川の項目に載せ

ることができれば，載せていきたいと思います。 

 



 

 

【委員長】 

 私から質問なのですが，4ページの景観計画の構成図ですが，ガイドラインのことは条例

に記載する予定ですか。 

 

【事務局】 

 記載はしません。 

 

【委員長】 

 ということは，条例とガイドラインの間に矢印等は必要ないということですね。 

 

【委員長】 

 他にございませんか。 

 ないようでしたら，景観計画案については終わらせていただきます。 

 写真の差し替えなどありますが，事務局の方で修正して頂いて，委員会を代表して私が

確認をして，素案として確定したいと思います。 

 異議がないようですので，ふたつ目の議題「色彩ガイドラインについて」に移ります。 

 ガイドラインは景観計画の本編ではないので，この委員会で細かいところまでチェック

しなくてもいいのかも知れませんが，計画に基づいて行われる届出に深く関連していると

ころですのでこれまでいろいろご意見を頂いてきました。 

 特に前回の委員会では，推奨色について意見が出ました。 

 それを踏まえて事務局が修正をしてきましたので，説明を受けたいと思います。 

 

【事務局】 

 事項書の 2番目，景観計画ガイドライン案の説明をいたします。 

 景観計画ガイドラインも一冊の本にまとめ上がりました。 

 この中に，たくさんのご意見を頂きました色彩ガイドラインを第 3章として記載してご

ざいます。 

 それではこのガイドラインをページ順に説明してまいります。 

  

 序章では，このガイドラインは景観形成基準の解説書であるということ，主に届出対象

行為について適用されるということが記載してございます。 

  

「第 1章 届出制度の解説」では，届出対象となる行為や届出の流れなどについて図で

表しています。 

 



 

 

また，仮設の建築物など届出対象行為外の一覧や「見付面積」を図により説明していま

す。 

 

「第 2章 景観形成基準の解説」ですが「色彩」欄は先ほどの景観計画に合わせて修正

しております。 

前回，ベランダの位置や駐車場の出入り口について意見を頂き，修正したところです。 

なお，使っております写真につきましては，可能な限り届出対象行為となるような大規

模な建築物等としております。 

 

第 3章「色彩ガイドライン」でございます。 

前回提示いたしました「鈴鹿市景観計画色彩基準について」という資料から大きく変更し

ました。そのことも含めまして順にご説明いたします。 

 前回提示しました資料の写真の使い方などが悪かったこともあり，この色彩ガイドライ

ンの指導対象に一般住宅も含むのかどうかが，議論されました。 

 「②ねらい」の中で，推奨色は届出対象行為となる大規模な建築物等に適用します。つ

まり大きなものにしか行政指導は行いませんとしています。 

 なお，一般住宅のような小規模ものについては，参考として活用してくださいとしてい

ます。 

 一般住宅等につきましては，このガイドラインでは対応しておりませんが，景観計画の

中で何度も出てきます「地区別景観づくり計画」において必要により規制・誘導が図られ

ることになります。 

 

次の「（１）色彩に関する基本的な事項」は，色彩に関して基本的なことを知ってもらお

う，理解してもらおうという項です。 

前回，委員の皆様にお勉強をしていただいたように，図や表を入れてもう少し見易く改

良したいと考えています。 

 

次の「（２）鈴鹿市のめざす色彩景観」では，色彩による特性分けの説明を行っています。 

色彩ガイドラインの見方の中で，もう一度，全ての建築物等においては参考としてくだ

さい。大規模なものについては，指導の指針としますとういことを記載しています。 

 

景観特性に応じた望ましい色彩からは，景観特性別の具体的な推奨色の説明を行ってお

ります。 

「（１）山地・農地・河川」の場合を例に説明しますと，まず，理想的な景観特性の色分

布を調べています。そしてこの分布の範囲内に収まっていれば，周囲の自然的景観の色彩

に調和したものであろうという構成にしております。 



 

 

分布の範囲内を推奨色として示したのが，38ページの表になります。 

届出対象となるような大規模建築物等は，色彩がこの表の赤の点線の中に収まるよう指

導していきます。 

青の点線の外に出ることは認められませんが，青の点線内であっても赤の点線内に収め

ることができれば，山地・農地・河川での景観はより良いものになると考えています。 

海岸景観以降も同様の構成としております。 

海岸景観の特性は山地・農地・河川よりも少し明るいので推奨色の赤の点線枠も少し上

の方向に移項しています。 

 

例として使用している写真も，誤解を招かないよう一般住宅は載せておりません。使用

している写真も街並みの写真であって戸建住宅を抜き出して調べているものではございま

せん。 

 

以上が景観計画ガイドライン案の説明でございます。 

色彩ガイドラインの部分につきましては，前回お示ししました資料から大幅に変更いた

しました。 

よろしくご検討をお願いします。 

 

【委員長】 

 だいぶ変わっておりますが，修正の要点は以上のとおりです。 

 ご意見はございませんか。 

 

【倉地委員】 

 このガイドラインというものは，一度策定するとずっとこのままですか。見直しなどは

しないのですか。 

 

【事務局】 

 景観計画もそうですが，変更もあり得ます。ただ，何年に一度というものではなく，必

要性に応じて変更していくことになります。 

 

【日置委員】 

 色彩の特性を山地・農地・河川から工業地，商業地まで分けています。おそらく区分を

分けるにあたって，それぞれの区分地域ごとに特性を調べてもらっていることと思います。 

 三重県が景観計画を 1 年 5 カ月運用してきた中で言いますと，改善された，景観を意識

して頂いたケースと言いますと，色彩と緑化というところが多いです。 

 例えば量販店の外観も原色に近いようなものが多かったのですが，そういう意識の中で



 

 

明度や彩度を下げて，その地域にあわせた色バージョンを用意してきている例もあります。 

 このガイドラインのように地域の特性に合わせて細かく設定したというのは，その地域

が運動していく中で有効であると考えます。 

 繰り返しになりますが，県の場合も色彩と緑化について改善された例が多いので，ここ

まで色彩について記載されていますので，活用されることを期待します。 

 

【委員長】 

 他にガイドラインについて何かございませんでしょうか。 

 

【委員長】 

 特に無いようですので，ガイドラインについての委員会からの意見は以上とします。 

 ガイドラインは景観計画と別に定めるものなので，修正する時間もありますので，今日

出た意見を参考により解り易いものを作っていただけたらと思います。 

 それでは，本日の策定委員会を終了いたします。 


