
 

 

第２回 鈴鹿市景観審議会会議録（概要） 

 

１ 開催日時 平成 21年 10月 16日（金）１３：３０～１５：３０ 

２ 開催場所 鈴鹿市役所 本館６階 庁議室 

３ 欠席委員 なし 

４ 出席職員 角南副市長，永納都市整備部長，草川都市整備部次長，内藤都市計画課長

三谷副参事，瀧本 

５ 傍聴の可否 可 

６ 傍聴者   なし 

 

【事 務 局】  

 委員の皆様には，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，只今から第２回鈴鹿市景観審議会を開催させていただきます｡ 

 まず，最初に，副市長よりあいさつを申し上げます｡ 

 

【副 市 長】  

 景観審議会の委員の皆様におかれましては，お忙しい中お集まりいただき，誠にありが

とうございます。また，日頃より市政各般にご理解ご協力賜わり御礼申し上げます。 

平成 16年 6月に「景観法」が制定され，全国都道府県や政令市などにおいて，地域独自

の景観づくりが進められてきました。三重県におきましても，一昨年の１０月に三重県景

観づくり条例が制定され，昨年の４月以降，三重県独自の景観づくりが進められてきてい

ます。鈴鹿市においても，三重県の景観計画の中で規制・誘導を行われてきたのですが，

やはり鈴鹿市としては市の特性を活かしながら独自の景観づくりを行っていこう，市の特

性を活かしながら景観をつくり，守り，育てて行こうということで，昨年の１０月，市の

景観づくり条例を制定し，今年 1 月 1 日から景観法に基づき，景観行政団体になり，市独

自の景観づくりを行うべく準備を進めてまいりました。 

今年の 1 月末に開催いたしました第 1 回の景観審議会におきましては，それらの説明を

させていただくとともに，鈴鹿市独自の景観計画を策定していく旨をご報告させていただ

きました。 

市独自の景観づくりを定めていくには，まず，市独自の景観計画をつくる必要があると

いうことで，今日の審議会では，「鈴鹿市景観計画（素案）」がまとまりましたので，この

ご報告をさせていただきます。 

この素案につきましては，昨年 10月から「鈴鹿市景観計画策定委員会」を設置し，これ

まで 6 回の委員会において，ご議論，ご検討を頂き取りまとめいただいたものでございま

す。 

お手元の鈴鹿市景観計画（素案）では，地域の特性など鈴鹿市の景観特性を踏まえ，一



 

 

連の景観として考えるべき地区や，良好な景観形成に関する方針を示すとともに，行為の

制限や景観重要建造物の指定に係る事頄など良好な景観づくりに向けた方策，市民の皆様

と共に進めていく市の取り組みの方向などをお示ししております。 

この後，詳しいスケジュールの説明でも触れますが，11月末から 12月末にかけ，パブリ

ックコメントなどをとおしまして，市民の皆様のご意見を頂く予定としております。そし

て，再度策定委員会で検討いただき，年明けにはあらためて景観審議会に諮りまして，ご

意見を頂戴したいと考えております。 

当審議会の委員の皆様におかれましては，素案についてご確認いただき，ご意見をお聞

かせいただきたく存じます。 

 

【事 務 局】  

 それでは，開始させていただく前に，新しく委員となっていただいた方もおみえですの

で，改めまして委員の皆様方を審議会委員名簿によりご紹介をさせていただきます。 

 

           （名簿により全員の紹介） 

 

 以上の方々でございます。改めまして委員の皆様方，よろしくお願いを申し上げます。 

 

【事 務 局】  

 それでは，副会長の選任についてご報告申しあげます。前回まで審議会の副会長として

務めていただきました，北川保様が委員を交代されたことに伴い，新たに副会長を選任し

ていただく必要がございます。副会長は鈴鹿市景観審議会規則第 5 条により委員の互選に

よることとされていますが，いかがいたしましょうか。 

 

【委   員】   

（事務局一任の声） 

 

【事 務 局】  

ただ今「事務局から」とのお声を頂いたことから，事務局より推薦させていただきたい

と存じますが，よろしいでしょうか。 

それでは，北川様の後任として鈴鹿市自治会連合会会長として委員を務めていただくと

いうこともあり，三谷委員を副会長に推薦させていただきたいと思いますがいかがでしょ

うか。 

 

【委   員】   

 （異議なしの声） 



 

 

 

【事 務 局】  

 皆様にご賛同いただいたことから，三谷委員に副会長をお願いしたいと存じます。それ

では、三谷副会長より一言ご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（副会長あいさつ）  

 

【事 務 局】  

三谷副会長，ありがとうございました。 

それでは，村山会長，議事進行をよろしくお願いいたします。 

 

【会   長】  

本日は，審議会委員数１２名中１１名のご出席をいただき，過半数に達しておりますの

で，鈴鹿市景観審議会規則第３条第２頄の規定により審議会は成立しておりますことを報

告します｡  

また，本日の傍聴人は，いらっしゃらないとのことです。 

 それでは，お手元に配布させていただいております事頄書に基づきまして，進めさせて

いただきます。 

 今回は，当審議会に付議された事頄はございませんが，報告事頄ということで鈴鹿市景

観計画（素案）について事務局から報告していただきます。それでは，事務局から説明を

お願いします。 

 

【事 務 局】  

鈴鹿市景観審議会委員の皆様には，お忙しい中，お集まりいただきありがとうございま

す。 

 

まず，鈴鹿市景観計画（素案）について報告させていただく前に，鈴鹿市が景観行政団

体に移行してからの届出の受け付け状況について簡単に報告させていただきます。 

平成２０年４月１日から三重県景観計画が施行されました。それに伴い，鈴鹿市でも三

重県の景観計画に基づく届出の受け付けのみをさせていただきました。その期間が４月か

ら１２月までで，平成２１年１月以降は，平成２１年１月１日に鈴鹿市は景観行政団体と

なりましたので，市で受付から審査まで行っています。４月から１２月，１月以降ともち

ょうど期間が９ヶ月となり，比較もしやすいと思います。また，届出に関する基準は両期

間とも同じですので，条件は全く同じということができます。 

４月から１２月までで合計で５４件の届出があり，１月以降は２４件となっております。

この差はおそらく昨今の不況による影響かと思われます。 



 

 

なお，工作物につきましては，携帯電話の基地局がほとんどを占めており，件数は変わ

っておりません。 

以上が，届出の受理状況です。 

 

 それでは本題の「鈴鹿市景観計画（案）」の説明をさせて頂きます。 

 尐々長くなりますが，一度にすべて説明させていただきます。よろしくお願いします。 

この鈴鹿市景観計画ですが，昨年 10月から鈴鹿市景観計画策定委員会を立ち上げ，６回

にわたって検討を重ね，９月 18日に素案の策定にいたりました。計画案の目次を見て頂き

ますと，序章から第 6章の「市民が主役の景観づくりに向けた取組」までに分けています。 

景観法自体が良好な景観を形成していくことを社会規範として宣言する基本法的な性格

を有していることもあり，鈴鹿市景観計画も第 4 章のように実行性を求めるだけでなく，

第 5章や第 6章のように基本計画的な書き方となっている部分もございます。 

  

 それでは，序章から説明をさせて頂きます。 

 

序章 鈴鹿市景観計画の趣旨 

 

１ 鈴鹿市景観計画の必要性 

■ 鈴鹿市景観計画の位置づけ 

 景観計画の背景とともに位置づけをここに述べました。全国的な動きから，景観法の成

り立ちまで記載しています。 

  

■ 鈴鹿市の景観の現状 

後の鈴鹿市の景観特性のページでも細かく出てますが，鈴鹿市の景観の現状をここで簡

単に述べております。 

 自然，歴史・文化，ルールづくり，保全活動等全般的なことを記載しております。 

 

■ 鈴鹿市景観計画の必要性 

国交省から出ております景観法の運用指針では「良好な景観の形成は，居住環境の向上

等住民の生活に密接に関係する課題であること，地域の特色に応じたきめ細やかな規制誘

導方策が有効であることから，基礎的自治体である市町村が中心的な役割をになうことが

望ましい。」としています。このように景観施策の主体は市町村と言われています。 

景観は都市計画などと方の目的が異なり，行政が一方的な規制をかけるものではない。

むしろ住民の方々の発意を促し，共に景観形成を行っていくものと考えます。よって，景

観づくりに意欲のある住民のかたが取り組みを行いやすいように，支援する受け皿を用意

しておく必要があります。 



 

 

一方，近年，全国的に景観権や景観的利益のようなものを争点とした，争いや訴訟も起

こっております。幸い鈴鹿市においては，これまで大きな問題は起きていませんが，それ

らを争点とした問題が発生することは十分に考えられます。その時のためのルールづくり

が必要となるでしょう。これも受け皿のひとつと考えます。 

良好な景観を作っていくために，行政により一定の（必要最小限の）ルール作りを行う

とともに，住民の方々が主役となって景観づくりを行ってもらえるよう，景観計画を策定

します。 

 これは，次の「計画の理念と目標」にもつながっています。 

 

２．計画の理念と目標 

この計画の理念を「“鈴鹿らしさ”を次の世代に伝える景観づくり」としました。この鈴

鹿に住む人々の生活，文化，伝統，地域コミュニティなどを「鈴鹿らしさ」とし，これら

を熟成していくためには，鈴鹿らしい良好な景観を作っていくことも大切であると考えま

す。 

 

３．鈴鹿市景観計画の仕組み  

 鈴鹿市景観計画の役割として大きく２つあげられます。 

ひとつ目は，良好な景観を形成していくための制限や誘導の根拠となるものを定めるこ

とです。 

ふたつ目は、市民が主役となって良好な景観づくりを行っていく際の受け皿となること

です。 

これらの役割を担うために、景観計画を「全体計画」と「地区別景観づくり計画」の２

つから構成しました。 

本書は「全体計画」，について書いています。 

第 1 章で現状の分析を行い，第 2 章で市域全体を景観類型に区分し，第 3 章で類型ごと

の景観形成の方針，つまり目標を定めます。そして，第 4 章においてこの目標を実現する

ための手段のひとつとして行為の制限（届出の対象や審査の基準）に関する事頄を定めて

います。 

次に第 5章，第 6章です。 

この部分は「地区別景観づくり計画」にも繋がる部分ですが，良好な景観を形成してい

くという目的を実現するためのもう一方の手段として，より良い景観を創造していくため

の方策を説明しています。 

第 6章は，「地区別景観づくり計画」を作っていくための流れと，その時に利用できる制

度を説明しています。 

また，「地区別景観づくり計画」ですが，現時点で合理的な理由を持って「地区別景観づ

くり計画」を作っていくような地区はありませんが、今後、行政としては地区住民の発意



 

 

を待つばかりでなく，市民が主役となる景観づくりを盛り上げていく啓発や地域の方々と

一緒になった行動方法などを考えていきます。また、いっぺんには全体計画よりも厳しい

行為の制限を伴う「地区別景観づくり計画」の策定は難しいでしょうから，無理なく市民

が景観づくりに取り組めるように、まずは地域の約束事のようなものから一緒に考えてい

けたらと思います。 

「地区別景観づくり計画」が，できる度にこの全体計画の後ろへ加えていく方法を想定

しています。 

  

第１章 鈴鹿市の景観特性です。 

市内の景観の状況分析を大まかに自然的景観特性から眺望景観まで，１３の分類に分け

てそれぞれに箇条書きのような形式で列記してございます。 

  

次に関連計画です。 

景観施策は多岐に渡るため，特に他法令や他の計画，関係部署との連携が必要になりま

す。関連する計画としては，ここで４つあげてございます。 

  

第２章 景観計画の区域 

 景観計画には，必ず景観計画の区域を定めなければなりません。 

 その区域の定め方として，景観法では， 

・ 現にある良好な景観を保全する必要があると認められる土地の区域 

・ 地域の自然，歴史，文化からみて，地域の特性にふさわしい良好な景観と形成する必要

があると認められる土地の地域 

・ 地域間の自然，歴史，文化からみて，地域の特性にふさわしい良好な景観を形成する必

要があると認められる土地の区域 

などが挙げられています。 

 そこで，当景観計画では，鈴鹿市全域を景観区域とすることにしました。 

都市計画区域外も景観計画区域に含めたその理由は，都市計画区域外山麓部についても

重要な鈴鹿の景観資源であると考えます。 

 このようなことから，鈴鹿市全域を景観計画区域とすることにいたしました。 

 

第３章 良好な景観の形成に関する方針です。 

良好な景観の形成に関する方針とは，景観を良くしていくためにはどのようにしていく

のかということを示すものです。 

１．景観類型の区分 

鈴鹿市には広い市域があり，自然特性だけをみても西の山から東の海岸まで変化に富ん

でいます。このようなことから，鈴鹿市全体を一つの形成方針でくくるのには無理があり



 

 

ます。 

よって，図のように，面，軸，拠点それぞれで合計 13の特性に分類したうえで，それぞ

れ方針を記載しています。 

 

２．景観類型別の方針 

類型別の方針をそれぞれ記載しております。共通的した書き方として，まずそれぞれの

類型の代表的な景観の写真を掲載しています。写真の下に，景観形成方針を記載しており

ます。鈴鹿山脈や水田地のような自然的景観類型はどちらかというと保全を中心とした方

針が，市街地などの類型は良好な景観の創出を中心とした方針が書いてございます。 

  

  

第 4章 行為の制限に関する事頄でございます。 

第 3 章で立てた方針を実現するための方法として，一方で規制に関する事頄を，もう一

方で創出するための法制度などをこの計画に記述しています。 

まず，この第 4章は制限を加える章です。概要を説明いたします。 

第 4章 行為の制限に関する事頄ですが、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，届出された行為をどのような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、緑化などの基準があります。 

 

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。 

 

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、32ページから 33ページ

に渡る表に示してある通り，「建築物の新築・増築等」「工作物の新設・増築等」「土地の開

墾等の土地の形質の変更」「土石等の堆積」でございます。 

次にこれらの行為のうち対象となる規模は，建築物で申し上げますと，高さが 10m を超

えるもの，または，建築面積が 1000㎡を超えるものとなっています。 

このように比較的規模の大きな行為を対象としております。 



 

 

 

届出の対象から除外する行為としては，軽微なものや他の法令で景観づくりのための措

置が講じられているものがあります。 

また，鈴鹿市におきましては，開発許可や開発指導要綱の中で十分に景観づくりのため

の指導を行うことできることから，開発行為を除外しております。 

特定届出対象行為は，変更命令を行うことができる行為を定めるものですが，建築物や

工作物の色彩の変更などを対象としています。 

 

次に景観形成基準に移ります。 

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という基準です。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。 

基本的事頄として、「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」を挙げさせております。これらは、すべて

の行為に関して共通する基本的な事頄となります。 

個別事頄として，「建築物・工作物」の場合と「土地の形質の変更等」に分けて表にして

ございます。 

ほとんどが定性的な基準で，ここを読んだだけではどのように景観に配慮していけばよ

いのか解りにくいため，具体的なことや例につきましては別途ガイドラインを作成して示

していく予定としております。 

また，定性的な基準については，違反に関する明確な基準を示すことが難しく，勧告や

命令の対象となりにくいため，指導が中心となるものと考えています。 

ただ，色彩の範囲については，マンセル値という数値で表す定量的なものとしておりま

すので，この形成基準から外れたものについては，勧告や命令を出すことができます。 

  

第 5章 良好な景観の形成に向けた方策です。 

この 5 章と次の 6 章は，良好な景観を形成していくためのもう一つの手段であるところ

の創出について記載してございます。 

5章は，景観法に基づく制度の中で，どちらかというと行政側が使っていくものを集めて

説明しております。 

  

景観重要建造物・景観重要樹木 

景観上重要と思われる建物や樹木を景観重要建造物・景観重要樹木として指定していく

制度です。 

枠内にある 4 点の頄目を満たすものから指定をしていくことになりますが，指定に際し

てはこの審議会のご意見をお聞きすることとなります。 



 

 

 

屋外広告物 

屋外広告物に関しましては，屋外広告物法や三重県屋外広告物条例という別個の法があ

りますことから，今のところ景観サイドからは特に規制をかけておりません。 

 屋外広告物法や条例との連携を記載するに留まっています。 

将来的には，鈴鹿市独自の屋外広告物条例を制定するなど景観計画と一体的な運用がで

きるように検討する必要があると思われます。 

 

景観重要公共施設 

道路・河川・公園などは，規模も大きく周囲の景観に影響を与える施設です。 

これらの中で景観形成において重要と思われるものを景観重要公共施設として指定する

ことができます。指定後は，公共施設の整備に関する事頄や占用等の許可の基準を定めま

す。 

 

景観農業振興地域整備計画 

 農地などがもたらす景観の保全・創出を目的に策定するものです。 

耕作放棄地の解消や景観に調和した農業施設の建設などを定めることができます。 

 

自然公園法の許可基準 

自然公園区域内の特別地域内の建築物や工作物に関する行為について景観計画で許可基

準を上乗せすることができます。 

 

  

第 6章 市民が主役の景観づくりに向けた取組 

序章の「鈴鹿市景観計画の仕組み」でもご説明いたしましたが，鈴鹿市景観計画は全体

計画と地区別景観づくり計画との 2本立てで運用していくことを目標としております。 

この第 6 章では，この地区別景観づくり計画を策定していくための手項や地区別景観づ

くり計画で利用できると言いますか，地区別景観づくり計画を策定するまでのツールとし

て活用できる各種制度の紹介を行っています。 

図は，地区別景観づくり計画の策定イメージ図になっています。 

地区の方の景観を何とかしたいということを出発点にして，目標設定や実現手段を考え

ていくことになります。この時点では，地区の方の将来像のようなものも固まっていない

と思いますので，私たち行政や後でも出てくるアドバイザーがお手伝いをしていきます。

このお手伝いの中で各種制度の説明や利用方法の検討を行います。 

  

各種法制度の活用 



 

 

景観協定は，区域内の方々が自主規制として締結するものです。この協定は市長の認可

を受けなければなりません。 

景観協議会は，景観に関わりのある団体等が官民関係なく会議をもつことができます。 

景観協定や景観協議会の決定事頄には，強制力は伴いませんが地区の人々が一歩を踏み

出すには，良い制度だと思います。 

景観整備機構は，地区の人々が組織するというより，景観に長けた団体が指定を受け，

住民活動を支援したりするものです。 

景観地区は，ある意味究極の地区別景観づくり計画とも言えるもので，都市計画決定を

必要とし，景観計画に定める行為の制限よりも厳格に運用されます。 

 

最後になりますが，地区の人々の気持ちを景観に向かわせるためには，不断の PRや啓発

活動が重要になってきますので，あらゆる手段を使って普及啓発を行ってまいります。 

 

【会   長】  

 景観計画素案に関する今の説明につきまして，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｡ 

 

【福嶋委員】 

 全６回の策定委員会で検討したとのことですが，その委員会の中で特に議論の対象とな

ったところがあれば教えてください。 

 

【事務局】 

 行為の制限の面において，鈴鹿市の特性に合わせたものとするため，現在運用されてい

る三重県景観計画と違った独自の基準を検討しました。行為の制限は，市民の権利を制限

することとなるため，慎重に，十分時間をかけて議論していただきました。 

例えば，三重県景観計画では，届出対象となる建築物の規模は１３mを超えるものとなっ

ていますが，鈴鹿市景観計画では，１０mを超えるものから対象としています。これは，鈴

鹿市内で提出されている建築確認を調査すると，１０mを超えるものが全体の２～３％とな

っています。そのようなことから，１０mを超えると鈴鹿市内では，頭ひとつ出ていること

となるため，景観に影響をあたえるおそれがあるということで，届出の対象としました。 

 また，届出された行為についての審査基準ですが，鈴鹿の実態とあわせるべく，例えば，

広大な工場の敷地内での行為であって，外部からも全く見えないことが明らかである場合

などにおいては，届出を不要とすることができることとしました。 

 

 また，説明の中でも申し上げましたが，市全域を対象とした全体計画とは別に，地区の

特性を活かした景観づくりを積極的に行っていくために，地区別景観づくり計画の仕組み



 

 

をつくることに力点を置きました。現時点ではまだ，具体的な例がないので残念ですが，

今後は地域の景観づくりを行っていくために，地域の方と一緒になって取り組んでいきた

いと考えています。 

 

【福嶋委員】 

 地域の景観を育て上げていこうという想いが，この中にはたくさん入っていることと思

います。これから取り組んでいかなければならないことで，実現していくには多大な努力

が必要だと思いますが，期待をしています。 

 

【会  長】 

 ありがとうございます。 

 補足になりますが，この地区別の景観づくり計画を定めている計画は全国的にも珍しく，

これが鈴鹿市の独自性でもあります。常々，事務局には，是非これを積極的に推進するよ

うにお願いしています。 

 その他ご意見いかがでしょうか。 

 

【中西委員】 

 この景観計画の中で１点気になったのが，観光計画では海岸部観光地区と言うことで，

鈴鹿市の海岸部全体を対象としているのですが，この計画の景観類型区分図を見ると，景

観類型の海岸というのが，鼓ヶ浦の海岸と千代崎の海岸の一部のみとなっていることにつ

いては，どうしてなのかということを聞かせていただきたい。 

 

【事務局】 

 ご指摘のとおり，景観類型区分図では，海岸に関しては鼓ヶ浦の海岸と千代崎の海岸を

図示しています。景観形成方針の中の海岸類型の頄目を見ていただくと，鼓ヶ浦と千代崎

を「代表的な」海岸の景観要素として取り上げています。これは，景観形成方針としては，

海岸一般について述べていますが，あくまでも代表的な海岸の紹介として千代崎・鼓ヶ浦

の海岸を取り上げたものです。それと同様に，景観類型区分図の中でも代表的な海岸とし

て図示させていただきました。 

 

【中西委員】 

 海岸の景観特性に関することですが，千代崎海岸の一部，原永地区の海岸には桟橋が海

に向かって出ています。砂浜からそのような桟橋が海に向かって出ているというのは，全

国的に見ても非常に珍しいものと聞いています。これについては，鈴鹿市の景観特性の中

でひとつのポイントと考えられると思います。その点について，海岸の景観特性の中に出

ていないのが気になります。 



 

 

 また，海岸については，鈴鹿市のひとつの産業の特徴として，のりの生産があります。

これは，鈴鹿市の冬の海岸の特徴的な景観であると思います。これは鼓ヶ浦，千代崎だけ

でなく，長太の方でも見られるものです。そういったことから，これらのことがこの計画

に記載されていないことが気になるところです。 

 その点，もう一度検討いただいた方がいいと思います。 

また，この景観の事を考えていくにあたって，特に夏になると海岸部には漂着ゴミがあ

ります。その点についても念頭に置かれたうえで記載いただいた方がいいと思います。 

 

【会長】 

ありがとうございます。では，事務局から何かありますか。 

 

【事務局】 

 景観特性の中に先ほどご指摘いただいたことについて，出来るだけ盛り込んでいきたい

と思います。海苔の粗朶（そだ）の写真もありますので，検討したいと思います。 

 漂着ゴミについてですが，昨年この審議会の中で委員の方から，「景観で漂着ゴミに対応

できるのか。」とご質問いただいたことがございます。ゴミについては，大きく見ると景観

を阻害する要素となることがありますが，景観法や景観計画の中で直接対応がいたしかね

ますので，現時点では，ボランティア活動，清掃活動による取り組みで対応していただい

ています。 

 

【会長】 

 その他ご質問よろしいでしょうか。 

 

【長谷委員】 

 平成 21 年 12 月に農地法の大改正が行われます。現在の鈴鹿市都市マスタープランの中

では市の 1/3 以上が農地ゾーンとなっています。そのような中でこの景観計画は改正農地

法が可決される以前から検討されているようですが，農地法の改正について，この計画で

は検討がなされているのですか。 

 

【事務局】 

 農地法の改正に伴う検討ということですが，具体的にはどの部分についてでしょうか。 

 

【長谷委員】 

 農地というのは，市街化区域も等しく農地法の規制がかかっています。その農地法が大

きく変わります。今年の 6月末に法律が通って，施行が 12月となっているわけですが，規

制に関して，今までは市町村が行ってきたものが，改正により農業委員会が行うこととな



 

 

ります。勧告などは今まで市町村が行ってきましたが，これからは農業委員会が行う必要

があります。そして，規制をかけるのが知事になります。つまり，今までは行政の法律で

あったものが，そのようなものと変わりました。例えば遊休地対策についても，はっきり

どこが行うということまで記載されています。 

 そういったことを踏まえて，この景観計画を検討したのか，改正農地法が通ったことで

新たに検討を行ったのかどうかを聞かせていただきたい。 

 

【事務局】 

 まず，許認可の関係については，この計画はあくまで景観のことですので，農地法の行

為の規制の主体が変わっても影響はないものと考えています。 

 次に，耕作放棄地についてですが，景観計画の中に景観農業振興地域整備計画が策定で

きるとなっています。これは，景観法上の制度であり，農林水産省も景観法の所管となっ

ています。これは，優良農地を景観面から助成が行えるというものです。ここで景観農業

振興地域整備計画をたてることで，制度的なバックアップが得られ，営農的な側面もあり

ますが，あくまでも主たる目的は良好な農地景観の形成です。 

 

【長谷委員】 

 景観農業振興地域整備計画の記載の中で，耕作放棄地に対する「勧告」ができるとなっ

ていますが，勧告は農地法が改正されたことで，市町村ではできないはずです。それとも，

この景観法の制度は農地法で市町村が出来ないとされているものを超えて，勧告などを行

うことができるのですか。そのような権限があるのですか。 

 

【会  長】 

 この景観農業振興地域整備計画における勧告は市長が行うこととなります。 

 

【長谷委員】 

 今度の改正農地法では市長は勧告をできないはずです。 

 

【会長】 

 それは農地法での話です。景観法で定められているこの制度では市長が行うこととなり

ます。 

 

【長谷委員】 

 農地についてですよ。どの法律が優先するのですか。 

 

【会長】 



 

 

 景観法では，農地であっても，景観面から見た時に良好な景観の形成に支障があるとな

れば，勧告を行うことができることになっています。農地の耕作放棄地の問題は，当然，

景観法とは別の，農地法の枠組みの中でとらえるべき課題でもありますので，農地法は農

地法の目的のもとで勧告などの対応を行うものと理解しています。 

 ここでは，あくまでも景観面からの勧告という意味で書かれています。 

 

【事務局】 

 先ほど会長からも説明がありましたが，景観農業振興地域整備計画が策定された地域に

限って，耕作放棄地に対して景観行政団体の長，市長が勧告をできるという法制度となっ

ています。 

 ただ，全市的に行えるわけではなく，あくまでも景観農業振興地域整備計画が策定され

た地域に限ります。 

 

【長谷委員】 

 地域整備計画ができるという前提ですね。 

 

【会長】 

 そうです。現時点ではそういった地域はまだ指定していませんが，将来的に指定する場

合，このような制度を活用できるということです。 

 

【長谷委員】 

 もうひとつ，お聞きしたい。 

 「農地法が大きく変わった。」そういった変化がある中で，つくられた計画ですから，そ

の農地法の改正を見て検討されたのか，ということが私は，非常に気になっています。 

 そこで，審議したことはあるのですか。農地法の非常に大きな改正です。戦後昭和 37年

にできて，初めて大きく改正されていますから，全てが変わってきたという思いです。農

業委員会としては，あまりに大きな変化であるため，事務が相当増え，相当な義務も課さ

れています。そのような認識がある中で，皆さんで検討がなされた結果の計画であるのな

らば構わないのですが，一度は検討いただいたものでないと，「そのような改正があったの

か」という認識で策定されたのであれば，問題があると思います。 

 

【事務局】 

 景観法，農地法というのは法律ですので，所管する省庁間で協議がなされたうえで施行

されています。 

 

【会長】 



 

 

 それから，鈴鹿市景観計画策定委員会で策定してきた素案ですが，そこで農地法の改正

の内容について集中的に議論をしたことはありません。それは，議事録をみていただけれ

ばわかります。 

 ただ，委員会で検討する前には，庁内で都市計画課以外の関係部署からの意見もいただ

きながら検討を重ねています。当然そこには農地関係の部署の方にも策定には関わってい

ただいています。そのような中で，特に問題がないということで委員会に提案がなされて

いますので，委員会としても特に意見はなく，このような案となっています。 

 ですから，農業関係についての庁内調整は行われていることとなります。 

 

【長谷委員】 

それでは，農地法上の知事勧告と景観農業振興地域整備計画にもとづく勧告とどちらが

優先するのですか。農地の所有者に対しては，相当きつい勧告を行わなければなりません。

勧告をしなさいということとなっていて，綺麗事を言っていられませんので，我々は困っ

ているのです。この景観農業振興地域整備計画における勧告が，農地法の勧告よりも先行

して行っていくと，そこでできないものを農地法へ放ってくるということなのですか。 

 

【事務局】 

 まず，景観農業振興地域整備計画は，その対象としようとしている地域の農家の方々を

含めた皆さまの，農村や田園の良好な景観を守っていくという合意のもと初めて策定でき

るものです。整備計画の中で定めた，良好な農地景観を守っていくための営農の方針があ

るにもかかわらず，その区域の中において，その方針にそぐわないような耕作放棄地等が

あれば，景観行政団体の長として勧告をしていくということになります。 

 それとはまた別に農地法は農地法で定められた農地を対象としていますから，この場合

どちらが優先するとかではなくて，それぞれが目的に従って勧告等を行っていくものと考

えます。 

 

【会長】 

長谷委員よろしいでしょうか。もし，このような記述にした方がいいというご提案があ

ればお聞かせください。 

 

【長谷委員】 

一番心配しているのは，法律が今回のように明確に耕作放棄地対策を打ち出してきてい

る。今までは市町村が行っていたことを，農業委員会の責務で耕作放棄地対策を行わなけ

ればならない。法律で突然農業委員会にこの責務を振ってきたという経過があって，報道

の様子などを見ていても耕作放棄地というものが，非常にクローズアップされてきていて，

関心をもたれているようである。一般の方から，耕作放棄地に対しては「景観が悪い」「虫



 

 

が湧く」など非常に苦情が多い。農業委員会としてもいろいろな対策を行っていくなかで，

何とかして農地に戻そうという努力はするのですが，なかなか対策もうまくいかなくて，

その点を責められ苦慮することも多い。 

ですから，是非，地域で景観農業振興地域整備計画をつくっていただいて，地域で頑張

っていただくのがいいと思います。農業委員会としては，なるだけそのような方向で，地

域で計画をつくるように振っていきたいと思います。地域で考えて計画ができれば，耕作

放棄地の改善・勧告については都市計画の方で行っていただけるということでよろしいの

ですね。 

 

【豊田委員】 

 景観法でいうところの耕作放棄地のことが，ここには出ていますが，景観法上でこの制

度は，農地法的な問題だけのために各地にある放棄地をなんとかしなければならないとい

う趣旨ではないと思います。 

 先ほど長谷委員がおっしゃったように，地域でやりたい，地域でこういう農地を残した

いと皆が立ち上がって実行する時に，景観農業振興地域整備計画の対象とできますし，例

えば，皆がやろうとしているけど，どうしても放棄地が雑草で荒れて景観的に悪く，問題

の解決が難しいといった時に，市長が「草を刈ってください。」など言うことができるとい

うことだと思います。 

  

【事務局】 

農水省から，景観農業振興地域整備計画の対象となる区域について Q&Aが出ております。

例えば，景観上非常に優れた棚田や，水路に囲まれた条里制の残った田園景観，畑作が織

りなす丘陵地景観，花や果実が四季を彩る果樹地帯の景観など。と，いう非常に景観面か

ら優れた農地に対して，景観農業振興地域整備計画が地域住民の合意のもと策定できるも

のです。 

 

【豊田委員】 

 もうひとつ。先に景観特性が書かれていて，田園風景や商業地区が書いてあります。し

かし，今回の景観計画上の行為の制限，高さが 10m，建築面積が 1,000㎡を超えるものが届

出の対象となるわけですが，例えば，田園の中で農地を潰して息子さんの家を建てる場合

に，届出を出しなさいというものではありません。一般の住宅などは，行為の制限の対象

となっていません。本来は 10m 以下でも 1,000 ㎡以下でも中規模な建物で，おかしな色の

ものもたくさんあろうと思います。それも対象外となっています。そこに住む人たちが「変

なものが建って欲しくない」ということで，そういったものを行為の制限の対象として自

分たちのまちの景観を守りたいとしようとすれば，別個に地区別の計画を定める必要があ

ります。  



 

 

 ですから，個別の建物や土地をこの全体計画の中で制限をするものでは全くないという

説明をすべきかと思います。 

 

【長谷委員】 

 建物に関しては，そういう理解でいます。 

 我々が今問題としているのは，駐車場 1,000 ㎡を超える規模のものが農業振興地域の真

ん中に突然できたりすることです。この景観計画でもそのようなものを規制するとなって

いるため，目的の部分で共通するものはあるのかと思うのです。 

 農業振興地域内における 3,000㎡以上の駐車場の開発などは許可が必要なのですが，我々

でもそういった駐車場の開発が出てくると，許可を出すにあたって周辺とのバランスを考

えます。農業振興地域の中の白地であろうが，グリーンであろうが，そんな中に突然駐車

場などができると，バランスが悪いのです。そんな中で樹木や塀で外周を囲うなどという

指導は現実的には我々にはできません。法律をご存じでない方は「突然農地の中心にその

ようなものがつくられて，バランスを欠いている。指導ができないのはおかしい」と言わ

れますが，我々としてもある程度は「周辺に問題もあるので，なんとかしたらどうか」と

は言うものの，現実としてはそれ以上のことは言えないのです。 

 実際に駐車場や遊休地の問題に困っている中で，この景観計画と共通する部分あるため，

しっかりやっていただけるのであればいいことだと思い，言わせていただきました。しっ

かりやっていただきたいと思います。 

 

【会長】 

 特に農業委員会との連携などは，実務面においても非常に重要だと思いますので，運用

でしっかりやっていただきたいと思います。 

 確認ですが，景観農業振興地域整備計画に関する記載については，先ほど議論したよう

な背景がありますので，このままとさせていただくこととします。 

 それでは，他にご質問等あればお願いします。 

 

【中西委員】 

眺望景観の景観特性，景観形成方針の記載に関して，です。 

今この後ろの窓からは，鈴鹿山脈が見えています。この眺望景観の記載では高所から市

域を一望できる視点場の保全と書いてあって，高いところからの視点について言及されて

いますが，逆に平地部から山を見たときの景観についての記載がどこにも出てきていない

ので，この部分についてはこれからどのように取り扱っていくのか。 

例えば，緑の中心核：セントラルグリーンの景観形成方針の中では，写真としては鈴鹿

山脈を背景としたものが出ていますが，文章の中では眺望としての特性が記載されていま

せん。そのあたりをお聞かせいただきたいと思います。 



 

 

 

【事務局】 

 眺望というのは高所から見下ろすだけでなく，高いところを見上げるようなものもあり

ます。ご指摘のとおり，眺望景観の景観形成方針の中では，高所から市域を一望できる視

点場としているため，この記載について再検討させていただきたいと思います。 

 また，例えば，鈴鹿山脈への眺望を隠すような建物が建つ場合などは，届出の基準やそ

のガイドラインの中で，山の稜線に配慮した建築とするように求めています。 

 

【会長】 

 補足ですが，平地から山脈の眺望を見えるようにするには，視点場の目前の建物の高さ

を抑えなくてはいけません。また，建物の配置についても眺望を妨げるものはなるべく避

けるなど，きめ細かな建築・土地利用の規制が必要となります。これを全体計画の中で決

めるのは難しいのです。 

多大な私権の制限を伴うため，その地域，地域で山への眺望が大切であると考える場合

は，地区別景観づくり計画にそれを盛り込んで建築規制を強化するという方向にもってい

くことができます。それを行う仕組みはつくっていますので，あとは地域の発意とそれを

行政が支援していかに実現していくかということとなります。 

 

他にご質問・ご意見ございませんか。 

 

【福嶋委員】 

 最後の地区別景観づくり計画など地域独自の計画において「市民自らの発意による計画

の策定」というものが，現在全国でそのような主体的な計画を成功裏に行っている先進的

な都市があれば，具体的にこのようなことをやっているということを教えていただけたら

と思います。 

 

【会長】 

 たくさん例はありますが，代表的なものでは，歴史的なまちなみが残っているのですが，

伝建地区に指定されていないようなところです。そのようなところでは，将来、まちなみ

がどのようになるのか分かりません。このままこれまでの暗黙のルールのもとで皆が建物

を建てていけば，今の状態が継承されるのでしょうが，まったく違う人が入ってきて全然

違う建物を建てたりすると，それまでのとは異なる景観になってしまいます。そういった

歴史的なまちなみが残っているのだけど，何も制度的なもので守られていないというとこ

ろを地域の方が歴史的なまちなみの保全が重要だということで集まって，地区レベルの計

画をつくって，それを実現していくという事例があります。。 

 それから，住宅地についても，これは東京の世田谷区などが有名ですが，良好な住環境



 

 

を保つための取り組みがあります。マンションが建設される時には必ず建築紛争が起こり

ますので，それを事前に抑えるような地区のまちづくり計画をつくっています。 

 また，商店街の活性化の一環で景観のルールを決めているところもあります。 

 今手元に資料がなく，具体的にお示しすることができないので残念ですが，本当にたく

さんありますので，そういった事例を参考にしながら鈴鹿市においても取り組んで行って

いただきたいと思います。 

 

【福嶋委員】 

 歴史が厚く堆積しているようなまちや住宅が密集していて特に若い方たちが住んでいる

ところでは，こういったものにも取り組みやすいとは思いますが，鈴鹿市の場合は割と特

徴がばらばらとしておりまして，もちろん歴史があるところもあるのですが，なかなか集

約的な形で残っているところが尐ないのかなと思います。そういう面では，取り組みもな

かなか困難なところがあるとは思いますが，そんな中でいかにまちづくりの意識を高めて

いくのは難しいな，とは実感はします。 

 

【会長】 

 そうですね。普通のまちという言い方には語弊がありますが，まちとして守るべきもの

がなかなか共有されていないまちはたくさんあります。しかし，そんな中でも今回の景観

計画のテーマにあるように次世代に残す景観を考えるということは，非常に重要で，今特

に守るべきものがないけれども，「これからこのまちをこのようにしていきたい」という地

域の皆さんの意識を高めて，それがこういう地区別景観づくり計画につながっていけばい

いと思います。計画の最後に書いてある景観に関する普及啓発活動のとおり，これから積

極的に取り組んでいって実現していただきたいと思います。 

 事務局から補足があればお願いします。 

 

【事務局】 

 地区別の計画の例を言いますと，近いところでは伊勢のおはらい町，また，松阪の御城

番屋敷は全体計画とは別に重点的な取り組みが行われています。 

 そういった重点的な取り組みの中では，1軒の建屋から届出が必要で，屋根の形など厳し

い制限がかかっています。そういうしっかりとした取組を行うことができた経緯というの

は，行政も住んでいる住民も，共通してそこが守るべき場所であるという認識があって重

点的な取り組みが行われたものです。 

 先ほどお話もありましたが，鈴鹿の場合は，守るべきものが共有されていない地域が非

常に多いと思います。そういった地域において，行政側だけで取り組みをしましょうと持

ちかけたとしても，「なぜ？」ということになると思います。 

 そこの共通認識というのが一番難しいのですが，我々行政が地域の方々と一緒になって，



 

 

「地域のいいところさがし」からはじめて，守っていくべきものの認識を共有し「守って

いこう」「育てていこう」という取り組みにしていかなくてはいけないと思います。 

 

【青木委員】 

 地区別景観づくり計画ですが，今回の鈴鹿市の計画の中では特徴的な部分で，非常に大

きなウェイトを占めていると思います。 

 先ほど議論がありましたが，伊勢のおはらい町や松阪の御城番屋敷といった比較的まと

まったものは鈴鹿市にはないわけです。 

 そんな中，各地域でいろんな形でのまちづくり活動がここ数年，かなり盛り上がりを見

せてきていると認識しています。 

 したがって，小さな規模のものであっても，そこに特性があって住民の方が中心となっ

て活動されて，例えば地域のまちづくり協議会をつくられて，ひとつの計画を策定したい

という場合には，積極的に関与していっていただきたいと思います。これが要望としての

１点です。 

 もうひとつ，景観全体の中でひとつわからなかったのが，鈴鹿市におけるランドマーク

というのはどのようにとらえているのか，その点についてご見解をお聞きしたいのですが。 

 

【事務局】 

 まず，地区別景観づくり計画についてですが，当然それぞれ２３地区すべてではないで

すが，まちづくり協議会というものがございます。その中で景観という切り口で活動され

ていて，周辺も含めて住民の方が「このようにしていきたい」という発意があれば，地区

別景観づくり計画に結びついていくのだと思います。それが小さな規模のものであっても，

景観まちづくりの種として拾い上げ，支援して地区別景観づくり計画などに結び付けてい

きたいと考えています。 

 次に，鈴鹿市のランドマークについてです。これは非常に難しい問題ですが，アンケー

ト等を行っても「これが鈴鹿のランドマーク」という明確なものが出てきません。鈴鹿山

脈であったり，鈴鹿サーキットであったり，みなさん認識がばらばらで，行政としてもこ

れを一つとして取り上げづらいというのが現状です。 

 景観計画をつくるに際しても，何をもって鈴鹿の景観の目玉としていくのかというとこ

ろが，非常に議論をしたところです。そんな中で出てきたのが「地区別景観づくり計画」

です。地域にお住まいのみなさまの発意を育て，その地域の特性を活かした景観づくりを

行い，それを鈴鹿らしい景観として市民全体で共有することで，鈴鹿らしさというものを

つくりあげていきたいという思いがあります。 

 

【会長】 

 他にいかがでしょうか。 



 

 

 

【吉島委員】 

 細かいところだとは思うのですが，例えば，景観に関する普及啓発というのを書いてい

ますが，以前，やっておられたと思うのですが，鈴鹿はガーデニングが非常に盛んですの

で，それぞれ家の庭を手入れされています。しかし，日本人の特性なのか，それぞれ自分

部屋などから見える庭は綺麗にするのですが，残念ながら外から見た時に中に囲いこんで

しまっているものが多くあります。 

 やはり外から見た場合にも綺麗に見えるように取り組むためにも，そういったものの表

彰制度というもの行い，個々の庭などを取り上げて表彰などをしていただければ，身近な

ところで景観の取り組みが生まれ，小さな規模であってもよい景観がつくられていくので

はないかな，と思います。 

 

【大泉委員】 

 ガーデニングに関連しまして，商工会議所が観光のまちとして「きれいなまちをつくろ

う」と発案して，ちょうど５年が経ちました。私どもの想いは，鈴鹿市を訪れる人が「き

れいなまちだね」と感じてもらえるようなまちをつくろうというものです。しかし，先ほ

ど吉島委員が言われましたように，家庭の庭は素晴らしい庭にはしていただいて，覗き込

めばきれいなのですが，外から見た時はどうかという問題が残り，私どもの想いは十分に

伝えることはできませんでした。「道路際をきれいにしてください。」などと具体的にも言

ってはきたのですが，十分徹底できることなく終えることとなり，来年はどうしようか考

えています。 

 来年度は先ほどの吉島委員の意見を参考として，商工会議所として，自治会や子供会，

個人でもいいのですが，そういったきれいなものをつくってくれたところに対して，表彰

をすることなどを考えていきたいと思いました。 

 

【事務局】 

 吉島委員が言われたように良好な景観づくりに対して，何らかのインセンティブが働く

ような表彰制度を創設するというのは，景観行政をすすめていくうえで非常に重要な部分

だと考えていますので，意見を参考にさせていただいて，表彰制度について考えさせてい

ただきたいと思います。 

 

【豊田委員】 

 建築を業にしているものからのお願いです。今，景観計画について説明を受けたのは全

体計画についてです。先ほどから言っていますが，届出がされる建物というのは，まず届

出を出して，この計画にある景観形成基準に基づき審査が行われ，その基準にあうように

建てていくこととなります。 



 

 

先ほどさらっと説明がありましたが，景観形成基準には個別の事頄として色彩の基準が

あります。さらっとマンセル記号の値が書いてありますが，結構厳しい基準だと思います。

さらに，工業地域であったり住宅地域であったり，地域にあわせてガイドラインも作って

いく予定ですので，そういったことになるだけ合わせるように建築は進んでいくと思いま

す。 

しかし，中には「どうしてもこのような色にしたい」とか「このような形にしたい」と

いったものが出てくるかもしれません。その時は，計画にも書いてありますが，「地域の良

好な景観の形成に寄与するなど，本計画の実現に資すると認められる行為」と考えられる

のであれば，この審議会のみなさんに審議していただき，認められれば，その建築物が基

準にあわなくても認められることとなります。そういった時に，「本計画の実現に資する」

ということで，先ほど事務局から説明もあり，この全体計画の中の理念でもありますが，「一

体鈴鹿らしさとは何なのか」ということについて熱い議論になるかと思います。みなさん

が思っている鈴鹿らしい景観はそれぞれ違うとは思いますが，そういった時にまた審議会

に諮問がされるということで，みなさんで「鈴鹿らしさ」というものを議論していただき

たいと思いますので，よろしくお願いします。 

 

【会長】 

 ありがとうございます。本日の審議会における素案の説明の前に，これまで１８カ月の

届出の受理の状況の報告がありましたが，勧告など特に景観審議会に付されるものはなか

ったのですが，これから出てくる可能性もありますし，その際は是非建設的な意見交換，

審議をしていきたいと思います。 

 他にいかがでしょうか。 

 

 特にないようですので，次に移らせていただきます。いろいろなご意見ご質問ありがと

うございました。 

 

それでは，次の事頄，「今後のスケジュールについて」事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 簡単に今後のスケジュールについてご説明させていただきます。 

本日，１０月１６日，景観審議会にて素案の報告をさせていただきました。この後，１

１月１３日にこの審議会の委員さんも多く兼任されていますが，都市計画審議会の審議案

件ではございませんが，その他事頄で簡単にこの素案について報告する予定です。 

１１月２４日から１２月２４日まで，市民の方々からの意見聴取，パブリックコメント

の期間を設けます。また，同時に HPへの掲載，縦覧，市民説明会なども行います。 

それらの意見を受けて１月，２月には，策定委員会開催し素案の修正を行う予定です。



 

 

その後，その最終的な案について，景観審議会，都市計画審議会に正式な策定手続きとし

て諮問させていただきたいと思います。 

そのような形で今年度中には案を固め，来年度には，告示を行い景観計画の運用を開始

したいと考えています。 

 

【会   長】  

 それでは，これをもちまして本日の審議会を終了したいと思います。 

 ありがとうございました。 

 


