
 

 

第７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２２年１月２０日（水）１３：３０～１５：００ 

２ 開催場所 鈴鹿市役所 本館５階 ５０３会議室 

３ 欠席委員 豊田委員 

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 

 

【部長】 

皆様，本日はお忙しい中，第７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。  

一昨年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７回目の開催と

なりました。序章から第６章まで，章ごとにご検討いただき，昨年９月の第６回策定委員

会では計画全体の見直しをいただいたうえで，景観計画の庁内最終案をまとめていただき

ました。 

事務局では，その景観計画案を昨年 11 月 24 日から 12 月 24 日までパブリックコメント

や説明会の開催等により，市民意見の募集を行いました。 

意見内容等につきましては，後ほど事務局から説明いたしますが，意見を受けまして計

画案を修正したところがございますので，この修正部分についてご検討いただきたいと思

います。 

今回の修正を最終として，鈴鹿市景観計画（案）として確定させることとなります。 

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きますよう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思います。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７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｡  

 傍聴人は，いらっしゃらないですね。 

 議事に移ります。 

 これまで６回の委員会において各章ごとの検討をして頂き，前回の委員会では，全体を

通しての検討をして頂きました。 

 事務局ではこの検討した計画案を公表し，パブリックコメントなどで市民意見の募集を

行いました。 

 また，その市民意見の内容に基づいて修正をして頂いたということです。 

 まず，市民意見の内容について説明を頂いて，次に市民意見の内容に対する修正案の提

案を受けたいと思います。 

 事務局から資料に基づいて説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 パブリックコメントの結果とそれに伴います景観計画素案の修正につきましてご提示し

ます。 

前回，昨年 9 月の第 6 回景観計画策定委員会におきまして，鈴鹿市景観計画素案を策定

していただきました。 

その素案をもとに，私どもは昨年の 11月 24日から 12月 24日まで，市民意見の募集を

行いました。 

その意見の中に景観計画の修正を必要とするものがありました。 

その修正部分について，ご検討いただくのが今日の主な内容となります。 

 

まず，市民意見の募集の経緯からご報告いたします。 

市民意見の募集の周知方法ですが， 

公報すずか 11月 20日号に掲載，鈴鹿市ホームページに 11月 11日から 12月 24日まで

掲載しました。 

また，ＦＭラジオ Suzuka Voice FMで 11月 30日から 12月 4日まで，ケーブルＴＶCNS

で 11月 21日から 11月 30日まで放送をしました。 

意見募集期間は先ほど申し上げましたように，11月 24日から 12月 24日までの 1ヶ月

間でした。 

素案説明会を 12 月 5 日に文化会館さつきプラザで行いまして，23 名の方の参加があり

ました。 



 

 

都市計画課窓口での閲覧では，5人の方に見て頂きました。 

. 

そこで出てきた意見をまとめましたのが，鈴鹿市景観計画（素案）への意見募集の結果

です。意見総数は，24件で，よく似た意見をまとめますと，18件になりました。 

それぞれの意見に対しまして，市の考え方と修正内容を出しています。 

中でも，赤字で記載してある部分につきましては，景観計画の素案を修正しました。 

なお，黒字の部分につきましては，このような答え方をするのみで計画案の修正は行い

ませんが，修正した方がよいのではないかということも含めましてご検討していただきた

く思います。 

 

計画案の修正部分の説明をいたします。 

まず，景観類型区分図です。 

ここにつきまして，「p15の景観類型区分図のうち，海岸に関しては 2か所しか図示され

ていない。他の箇所についても，海岸として図示することはできないか。」という 7番の意

見を頂きまして，「景観類型区分図では，市内の代表的な海岸を一例として図示しています

が，他の海岸においても特徴的な景観が見られることから，市の海岸全体を海岸の景観類

型として図示することとします。」という回答をする予定です。 

もともと千代崎海岸と鼓ヶ浦海岸だけを景観計画の対象としたつもりはないのですが，

そのように取られかねない部分もありましたので，海岸部分全体を市の個性を彩る景観類

型として囲むことにしました。 

また，幹線道路をはじめとして区分図が全体的に見にくいというお声もありましたので，

主な路線の名称を記載するなど解り易く工夫しました。 

 

次に，景観特性の②海岸です。 

「若松の海岸の海苔そだの景観は非常に良い景観とされている。」という意見にたいしま

して，「若松の海岸などで見られる海苔そだの景観は当市の特徴ある景観のひとつと考えら

れるため，海岸の景観特性のひとつとして，写真などを掲載します。」という回答を，「P23

では海岸景観の景観形成方針について，桟橋などの人工物の景観保全について記載されて

いない。」という意見にたいしまして，「海岸景観を構成しているのは，自然だけでなく人

工物も含まれると考えられることから，保全の対象として鈴鹿の海岸を特徴づけるような

人工物も含まれるように記載します。」という回答を予定しています。 

これらの回答に合わせまして，若松海岸の景観を写真により紹介するとともに，自然だ

けでなく人工物も保全の対象に含まれるような文章に景観形成方針を修正しました。 

意見にありますように，「海苔そだ」は市の特産品のひとつであります海苔を養殖するた

めの海の田園風景とも言えますので，写真を追加し，コメントを入れました。 

いただいたご意見にあります桟橋ですが，今後，地区別景観づくり計画の中で，周辺の



 

 

海岸景観と一体としてどうしていくかという場合に議論の対象となるものと考えます。 

 これらのことから，特定の名称は用いず，海岸景観につきましては，当初，「豊かな自然

的景観の保全とともに…」と，保全対象を自然物だけに限定するような読み方のできる記

載をしていましものを，今回の修正では，そのような表現を修正し，人工物も自然物も含

めて海岸の「特徴」といたしました。景観形成方針では，そのような鈴鹿の海岸の「特徴」

をもとに景観づくりを行うこととしております。 

 

次に，眺望景観です。 

「眺望景観に関しては，高所からの眺望を保全するという記載しかないが，市内には見

上げるような眺望景観もあるため，そういった箇所の保全にも言及すべきである。」という

ご意見を頂きまして，「高所からの眺望だけでなく，低所から見上げるような仰観の眺望景

観も保全対象となるように修正します。」という回答を予定しております。 

この回答に合わせて，修正しております。 

「良好な景観を眺望できる視点場の保全とともに，そこから望める眺望に配慮した景観

づくりを進めます」という文章を基本といたしました。「高所から市域を一望できる視点場」

を「良好な景観を眺望できる視点場」とすることで，俯瞰だけでなく仰観も保全対象とす

ると読むことができると考えます。 

そして鈴鹿市には写真に代表されるような俯瞰の視点場が多いことから【市域を一望で

きる展望台など】という例をつけたところです。 

 写真として紹介されておりますように，市内において代表的な視点場はほぼ俯瞰のもの

に限られ，仰観の眺望景観の視点場が現時点では位置付けられておりません。 鈴鹿山脈を

見上げる景観など，仰観の景観もないことはないのですが，仰観について展望台のような

特定の視点場は位置付けられておりません。そのことから，仰観の視点場の保全について

は具体的な表現を避けております。 

 

以上が修正部分の説明でございます。 

意見に対し修正しないという部分も含めまして，ご検討をお願いします。 

 

【委員長】 

 説明ありがとうございました。 

 それではまず，修正する箇所について検討を行って，修正しない内容（意見）の確認を

含めて検討していきたいと思います。 

 まず，景観類型区分図についていかがでしょうか。 

 

【委員長】 

 ご意見はございませんか。 



 

 

 また，最後にまとめてご意見はいただきますが，これは一応承認したということにしま

す。 

 

【委員長】 

 次の景観特性のところですが，写真が一枚加わって解説が入れられています。 

 景観形成方針のところでは，赤字のところが加筆されています。 

 いかがでしょうか。 

 

【事務局】 

 「海苔そだ」の写真につきましては，「海苔そだ」が見えにくいものとなっていますので，

もう少しよく見えるものにしたいと考えております。 

 

【委員長】 

 掲載する写真は，海苔そだのある特徴ある海岸ということで，海苔そだと砂浜を含めた

アングルとするのですね。 

 

【倉地委員】 

 写真には桟橋が遠くに写っていますが，この桟橋は老朽化しているということです。桟

橋の写真が景観計画書に載ると老朽化した桟橋に入り込むような人が出てきませんか。 

 

【事務局】 

 景観計画として特にこの桟橋を取り上げるということは，考えてはおりません。 

 地元の自治会からこの桟橋を残してほしいとの意見をいただいておりますが，市の文化

担当部局も文化財的に重要なものとは今のところ位置付けられておりませんし，景観資源

として残していくのかどうかについても市民の共通認識を得ているものとは考えておりま

せん。 

 地元がこの桟橋を中心として景観づくりに取り組んでいきたいというのであれば，地区

別景観づくり計画で地元と一緒に考えていきたいと思います。 

 全体的な景観計画の中に特定してこの桟橋を取り上げて記載していくことは，考えてお

りません。 

 

【倉地委員】 

 あくまで，海苔そだを中心とした写真とするということですね。 

 

【委員長】 

 他に意見はありませんか。 



 

 

 それでは，次の眺望景観のところです。いただいたご意見は「高所からの眺望だけでな

く，低いところから見上げるような景観もたいせつなのではないか。そういったところの

保全について記載すべきである。」というものでした。 

それに対して「高所からの眺望が得られる視点場の保全」という俯瞰眺望だけを対象と

するような表現を修正して，「良好な景観が眺望できる視点場の保全」としています。 

 ご意見はいかがですか。 

 

【衣斐委員】 

 仰観というものの具体的な意見は，ありましたか。具体的な場所とか。 

 

【事務局】 

 意見を出された方からは，具体的な場所の指摘はありませんでした。 

 

【衣斐委員】 

 鈴鹿市内には，戦国時代の山城がたくさんあるのですが，そういうものを見上げた写真

などがあればいいですね。 

 最近ある山城が地権者の方によって取り壊されました。法的な規制が何もないため，地

権者の方の意見が優先されるわけですが，そこで景観計画などで何か位置付けることがで

きるのであれば，地権者の方と行政との話し合いの場ができるのだと思います。 

 

【事務局】 

 見上げる景観としては，市民アンケートなどでもよく出てきます鈴鹿山脈の景観かなと

考えました。 

 ただ，ここで挙げているのは，代表的な眺望景観が得られる視点場であって，その山々

は市内どこからでも見え，市民で共有している代表的な視点場を絞れなかったこともあり，

眺望景観の写真例は俯瞰景観のものとしております。 

 文化財保護法などの他法令で保全対象とならないようなものであっても，良好な景観で

あれば守っていこうというのが，景観法の趣旨でもあります。山城を見上げるようなよい

眺望で，市民で共有しているような代表的な視点場であれば載せていくこともできるかと

考えます。 

 

【委員長】 

 一度検討して，市民アンケートなどで挙げられるような何か代表的なものがあれば，載

せていただければいいでしょう。 

 また，「・・・展望台など，良好な景観が眺望できる視点場・・・」という表現で仰観が

読み取れるのか，と私も事前に事務局とも議論したのですが，この表現においては，具体



 

 

的な視点場を特定しているわけではありません。 

また，視点場の保全についてのこの一文の中で，具体的な場所を特定するとなると、例

えば、視点場と視対象の間の建物の高さ制限ということまで話しが進みかねません。 

 そういうことは全体構想では言及できない，地区レベルでの合意形成を図ったうえで行

うべきだということになりました。 

 そういうことから，少し曖昧ですがこのような表現となったということです。 

 

 今日は，最終の委員会ですので後は事務局の方で微修正をしていただいて私の方で確認

をさせていただくということでよろしいでしょうか。 

 

【委員長】 

 修正した部分に関しては，了承をいただいたということで，これでいきたいと思います。 

 

【委員長】 

 修正を行った箇所以外の，パブリックコメントの回答の方法についてもこれでよろしい

ですか。このパブリックコメントの回答については，公開されることとなりますので，修

正などのご意見があればお願いします。 

 

【委員長】 

 「鈴鹿市景観計画で何がどう変わるのか」という意見に対してですが，地区別景観づく

り計画の仕組みや役割ばかりでなく，全体計画として大きな方針を定めたということを明

示した方が良いと思います。 

 全体としての方針，類型別の方針を定めて一定規模以上の建築物等についてしっかりと

勧告を行っていく，それを通して，景観は少しずつ変わっていくのだということを積極的

に書いていいと思います。 

 

【倉地委員】 

 「地区別景観づくり計画についても，行政が方針を示さなければ，地域の利害等があっ

てなかなかすすまないのではないか」というご意見に対して，「行政はその地域の特性をよ

く知る住民が中心となって取り組む活動を，積極的に支援しながら，協働して地域の景観

づくりを行っていきます。」ということですが，「景観づくり」というのは長いスパンで考

える必要があると思います。どこかの地域で取り組んで景観づくりとして成果が出たとい

うのであれば，そういうものを発表する場を設けるのは非常に大切だと思います。そうい

う場は今後設ける予定はないのですか。 

 

【事務局】 



 

 

 景観計画をつくって終わりではなく，広く市民の方々に知っていただく必要があります。

策定後も何らかの形で市民のみなさんに周知・啓発をはかっていかなくてはいけません。

そのような中で，これだけ良くなったというような成果があらわれれば，それを市民のみ

なさんに知っていただくのは非常に重要であると考えておりますので，今後検討させてい

ただきます。 

 

【委員長】 

 素案の中でホームページなどによる広報や表彰制度の創設などについて記載してあり，

進行中の景観づくりの取り組みの優れた活動の紹介や建築物などについて表彰するような

制度を検討するとなっています。そういうことを通して是非積極的に周知・啓発に努めて

いっていただきたいと思います。 

 

【倉地委員】 

 ある程度の強い意志を持って取り組んでいかないと，いつの間にか景観への取り組みも

消えていったということにもなりかねません。将来的に景観に積極的な地域から他の地域

に広げて盛り上げていけるように，しっかりと制度などを整備して取り組んでいっていた

だきたいと思います。 

 

【委員長】 

 現在ホームページには古いコンテンツが含まれているようですが，景観計画が完成すれ

ば，景観計画の内容が公表されて，それに沿って地区別の取り組みがどうなっているかと

いうことを掲載していっていただきたいと思います。 

 

【事務局】 

来年は景観計画の完成についての周知を行うこととなりますが，それ以降の啓発につい

ては，地区の活動を取り上げるなどして，「景観づくりに取り組んだら自分たちのまちも良

くなっていくんだ」と他の地域の方も思ってもらえるようにしていきたいと思います。 

今年は行っていませんが，景観通信という広報に挟み込んだチラシの配布などを今まで

行ってきました。今後，そういったものを活用するなどして，市民への啓発に取り組んで

いきたいと思います。 

 

【委員長】 

 ほかにいかがでしょうか。 

 なければ，私と事務局で今日ご意見をいただいた写真の件の修正などについて，検討し

て最終的な景観計画素案としたいと思います。 

 この後，景観審議会や都市計画審議会に報告することになります。 



 

 

 それでは，今後のスケジュールについて事務局からお願いします。 

 

【事務局】 

 今回いただいたご意見をふまえて，委員長と相談して景観計画の修正などを行いたいと

思います。そして，その最終的な素案をこの策定委員会から市長に提出していただき，景

観審議会，都市計画審議会の意見を伺ったうえで，鈴鹿市景観計画を確定し，関係条例の

改正等をはかっていきたいと思っていますのでよろしくお願いいたします。 

 

【委員長】 

 それでは，これをもちまして本日の委員会の議事を終了したいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

 


