
 

 

第３回 鈴鹿市景観審議会会議録（概要） 

 

１ 開催日時 平成 22 年 2 月 17 日（水）１３：３０～１４：３０ 

２ 開催場所 鈴鹿市役所 本館６階 庁議室 

３ 欠席委員 大泉委員，長谷委員，三谷委員 

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３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】  

 第３回の景観審議会を開催するにあたりまして，ひとことごあいさつ申し上げます。 

景観審議会の委員の皆様には，お忙しい中お集まりいただき，ありがとうございます。 

鈴鹿市は市の特性を活かした景観づくりを行っていくため，平成 21 年 1 月 1日に景観法

に基づき，景観行政団体になりました。 

また，市独自の景観施策を具体的に実施していくために，一昨年の 10 月より学識経験者

や各関係団体の代表，市民代表の方々によって構成された「鈴鹿市景観計画策定委員会」

を設置し，鈴鹿市景観計画の内容について検討を重ねてまいりました。 

昨年 10 月にお集まりいただいた際には，景観計画策定委員会でひととおりの検討を行っ

た内容について，ご報告させていただいたところです。 

審議会後，昨年 11 月～12 月には鈴鹿市景観計画について，広報やテレビ・ラジオなどで

周知するとともに，パブリックコメントや市民説明会などを実施し，市民のみなさまから

のご意見をいただきました。 

それら市民のみなさまからのご意見や，前回この審議会等でいただいたご意見を反映し

たうえで，鈴鹿市景観計画策定委員会から市長へ，鈴鹿市景観計画（素案）の提出をして

いただきました。 

本日の審議会においては，鈴鹿市景観づくり条例で定められている景観計画の策定手続

きのひとつとして，鈴鹿市景観計画（案）についてお諮りさせていただきます。 

平成 20 年 10 月から検討を重ねてまいりましたこの計画も，本日，当審議会及び鈴鹿市

都市計画審議会への諮問を経ると，ようやく鈴鹿市景観計画（案）として確定することと

なります。当計画にあわせた条例の改正を行う必要もありますので，運用の開始は来年度



 

 

となりますが，鈴鹿市の景観づくりをすすめていくうえで，大きな一歩となる計画です。 

委員の皆様におかれましては，この計画案についてご確認いただき，ご意見等がござい

ましたら，お聞かせいただきたく存じます。 

 

【事 務 局】  

それでは，議題に入らせていただきます前に，何点かお断りをさせていただきます。審

議会等に会議の公開に関する指針に基づき次の 2 点についてご了解いただきたいと思いま

す。 

まず１点目ですが，この審議会につきましては，原則公開となっております。 

それから２点目になりますが，審議会の開催以降なるだけ早く，市民に広く知っていた

だきたいということで，議事録を作成し，インターネットで公開するという点につきまし

てご了解をいただきたいと思います。なお，議事録作成のために録音をさせていただくこ

ととなりますのでご了承ください。  

委員の皆様のご発言につきましては，それぞれの委員さん方の氏名等は伏せた形で，会

議概要という形でお示しさせていただきたいと思います。作成した議事録は事前に会長に

確認いただいたうえで，公開させていただきます。 

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９名の委員の皆さんにご出席をいただき，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項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いうことです。 

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

いただきます。 

 今回は，諮問ということで，「鈴鹿市景観計画の策定について」の議案がございます。 

景観計画を定めるにあたっては，条例で当審議会の意見を聞く定めになっておりますの

で，その手続でございます。 

前回の審議会では，景観計画策定委員会で策定した素案について中間報告という形で報

告していただいて，いろいろ意見をいただいたところですが，今回はその最終的な案がで

きてまいりましたので，その案が等審議会に諮問されたものです。 

それでは諮問第１号「鈴鹿市景観計画の策定について」事務局の方から説明をおねがい

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。 

 私の方から「鈴鹿市景観計画（素案）」の説明をさせて頂きます。 

 今回は，鈴鹿市景観づくり条例第 条の規定に基づき，景観計画の策定にあたり手続き

のひとつとして，当審議会にその素案の内容について諮問するものです。 

 前回昨年の 10 月 16 日に簡単に素案の内容について説明いたしておりますが，あらため

まして，これまでの鈴鹿市景観計画策定の経緯について説明申しあげます。 

 景観法が平成 16 年に施行されまして，意欲のある地方公共団体は景観行政団体となるこ

とで，景観計画を定め，地域の特性を活かした景観施策を独自に行うことができるように

なりました。 

 それを受け，平成 18 年には鈴鹿市においても，庁内の関係部署を交えた勉強会や鈴鹿の

良好な景観に関する検討などを始めました。 

 鈴鹿市も本格的な景観行政団体への移行及び景観計画の策定について，取組を開始しま

して，平成 20 年 10 月には，第 1回の景観計画策定委員会を開催し，平成 21 年 1 月 1日に

景観行政団体へと移行しました。 

 景観計画策定委員会において，全 6回約 1年間かけて素案をまとめ，昨年の 10 月に当審

議会に中間報告をさせていただきました。 

 それ以降，よりたくさんの市民の皆さまの意見をこの計画に反映するために，11 月から

12 月にかけて，HP，広報，ラジオ，ケーブルテレビなどでの素案の周知，また，パブリッ

クコメントや市民説明会などを行いました。 

 それら市民のみなさまや前回この場でいただいた意見を踏まえ，1 月 20 日に開催した策

定委員会において修正しました。 

 そのため，当審議会に今回諮問させていただく鈴鹿市景観計画（案）は，前回報告させ

ていただいた内容とは，それら修正を行った部分がありますので，変更しております。本

日はそれらをご確認いただいたうえで，鈴鹿市景観計画（案）についてご意見をいただけ

ればと思います。 

  

 案全体の説明は，前回の審議会での報告と重複するところがほとんどであるため，今回

は，前回からの変更点を説明させていただきます。 

お手元に資料として，鈴鹿市景観計画（素案）への意見募集の結果としてパブリックコ

メント等のご意見とそれに対する回答の一覧，それと修正箇所の一覧をホッチキス止めで

お配りさせていただいています。基本的に修正はこれらパブリックコメント等でのご意見

を受けて行っています。いただいたご意見の総数が２４件，同様のご意見などもございま

したので，類型化すると１８件となりました。一覧中の赤字で記載させていただいている

箇所が，修正を行った箇所でございます。 

鈴鹿市景観計画（素案）への意見募集の結果の一覧を見ていただくとお分かりになると

思いますが，いただいたご意見の多くは，基本的な考え方などについてのご質問であった



 

 

ため，修正を伴うことはありませんでしたが，修正のご提案については，できるだけ計画

案に反映いたしております。 

それでは，修正の内容についてです。修正箇所一覧をご覧ください。 

まず，景観類型区分図です。 

ここにつきまして，「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

きました。素案での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

したが，ご指摘のように他の海岸においても海苔の養殖など，鈴鹿の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いたしました。 

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ご指摘もありましたの

で，鮮明な色使いとし，主な路線の名称を記載するなど改善いたしました。 

次に，景観特性の②海岸です。 

ここは，8番・9番のご意見に対しての修正になります。 

「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。」というご意見がござい

ました。いただいたご意見のように若松の海岸などで見られる海苔そだの景観は市の特産

品のひとつでもある海苔を養殖するための，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，写真などでご紹介させていただきました。 

また，「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。」という意見をいただきました。 

景観という言葉の中には「自然物」だけでなく，当然ながらそこにある「人工物」も含

まれます。景観づくりは自然の保全だけでなく，人工物の整備・修景も含めて総合的に行

っていく必要があります。 

素案では，「豊かな自然的景観の保全…」と，保全対象を自然物だけに限定するような誤

解を与えるような記載をしていましたが，いただいたご意見をもとに，人工物も自然物も

含めた鈴鹿の海岸の「特徴」をもととして景観づくりを行う，という書き方に修正いたし

ました。 

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

ご意見を頂きました。 

ご指摘のとおり眺望景観には高所から見下ろす俯瞰景観とともに，高いところを見上げ

る仰観景観もあります。素案の文章では，「高所から市域を一望できる視点場」と俯瞰景観

に限定するような記載をしていたため，「良好な景観を眺望できる視点場」とし，俯瞰だけ

に限定することのないように文章を修正しました。 

簡単ではございますが，以上が修正部分の説明でございます。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 



 

 

【会   長】  

 今の説明に関しまして，ご質問やご意見がございましたら，発言をおねがいします。 

  

【黒田委員】 

 若松の海岸の海苔そだの景観が良いとの説明がありましたが，海苔そだは通常は 10 月か

ら 11 月中旬に海苔の時期が終わるため，撤去されます。しかし，実は，あの海苔そだは海

苔の時期が終わっているにもかかわらず設置されているものです。 

また，若松の海苔そだには竹が使用されているため，時化が来ると竹がばらばらになっ

てしまいます。漁業者にとっては迷惑なことで，海苔の時期が過ぎたら海苔そだに使う竹

は速く抜いてほしいのです。そのような海苔そだについてまで，良好な景観と言ってしま

い保全することは問題があります。 

 見ただけの景観だけでなく，実情として，このようなことがありますので，一言申し上

げました。 

 

【事 務 局】  

 海岸の景観特性について，修正部分を見ていただくと「海苔の養殖風景など」というこ

とであくまで海苔の時期に限定した海苔そだの景観について記載させていただいておりま

す。 

 

【黒田委員】 

 海苔が実際に養殖されているのであれば，良い景観とされるべきかもしれませんが，竹

だけが設置されているものまで良い景観として保全するのは問題です。 

 

【会   長】  

 景観は季節によって変わってもいいはずで，その時期にその季節らしい景観があるのは

大切なことだと思います。 

 逆にいえばオフシーズンの時は，撤去していただくことが求められるかも知れません。 

 

【福嶋委員】 

 第６章の取組の部分において，市民が主役の景観づくりというのは素晴らしいビジョン

だと思いますが，いかに運用していくのかということが，非常に重要で難しいところだと

思います。実際にまちなみの景観などを美しくしていくことは，長い年月がかかり，エネ

ルギーが要ることで，経済的な問題もあって楽観的には考えられないと思います。今後美

しい景観をつくっていく取組ということで「地区別景観づくり計画」などイメージとして

書かれていますが，具体的にどのように取組んでいかれるのか，お伺いしたい。 

 



 

 

【事 務 局】  

 良好な景観をつくっていくため，今，市内にある良い景観については，景観計画区域全

体と対象としたこの全体計画で，守っていくという意味で，緩やかな規制を行っていくこ

ととしています。 

 一方，それぞれの地区に住まわれる方に自分たちのまちの景観を良くしていきたいとい

う思いがあれば，行政はアドバイス，支援を行いながら住民の方々と一緒になって作り上

げていきたいと考え，さまざまな取り組みができるような「地区別景観づくり計画」とい

う仕組みを考えました。 

 そのような取り組みを通じて，それぞれの地域の特徴ある景観ができることで，鈴鹿市

全体としての「鈴鹿らしさ」というものもまた，生まれてくるものだと思います。 

 大切なのはこの理念を市民のみなさんと共有し，それぞれのまちにおいて行政と市民と

が一緒になって，どのようなまちにしていきたいかということを考え，それが地区別景観

づくり計画という形になるのかなと考えています。 

 地区により取組む方法は千差万別ですので，ここではイメージという書き方としており

ます。 

 

【福嶋委員】 

 景観には，守っていくという部分と，創っていくという部分があるのでしょうが，これ

からは創っていくということに鈴鹿ならではのアイデアを出し合って，意欲的に取組んで

ほしいと思います。 

 

【会   長】  

 そうですね。第 6章の部分が鈴鹿市景観計画の最も特徴的で大切な部分だと思います。 

 ここを如何に展開していくかが，今後の鈴鹿市の景観形成に最も影響していくところな

ので，力を入れて行ってほしいと改めておねがいしたいところです。 

 

【事 務 局】  

 今日，ご審議していただいています景観計画は，鈴鹿市全体の景観の方向性をまとめて

おりまして，具体的な地区別のものについては更に細かな地区別の景観計画をつくったり，

あるいはいろんな制度を活用して，行政だけがするのではなく市民と一緒になって創り，

守り，育てていくことだと思います。 

 その大きな枠組みとしては，このようなものがありますとお示しした上で，行政もこれ

を活用ますし，市民の皆様も活用しながら創っていきましょうということです。 

 ここからまさにスタートということで，今後行政と市民と一緒になって取り組んでいき

たいと考えています。 

 



 

 

【古市委員】 

 景観の美しさというのは，感覚的なところもあるので，皆がきれいと思う範囲で大きな

目標として景観計画をつくって，住宅地なら地区計画，耕作放棄地ならば農地法というよ

うな他の法令も活用しながら進めてほしいと思います。 

 行政の公共施設というものは，当然そういった目標に従って率先して行われるべきだと

思いますが，個人の行うことについては，すべてに対して厳しい規制をかけるのではなく，

まずは皆が美しいと思う景観をつくっていくための大きな目標として景観計画を定められ

ればいいと思います。 

 

【事 務 局】 

 景観計画は，大きな目標という意味では，市民全体で目指すべき方向を示し，市民のみ

なさんと共有しながら取り組んでいくものであり，そのとおりだと思います。しかし，そ

の目標は実現の難しい遠くにあるものではありません。個人の行為についてもその大きな

目標に照らして，いろいろなものへの配慮をお願いしていきたいと思います。例えば，色

彩で言うと一定の基準を設け，その範囲に収めてもらうようお願いしていき，規制が必要

であれば指導・勧告などを行うこととなります。 

 また，併せて，景観法や景観条例だけでは全てを行うことできないため，市のさまざま

な施策も，大きな目標を実現するためにさまざまなことに配慮していく必要があると考え

ます。 

 

【吉島委員】 

 現在，市民がつくるまちづくり条例の検討委員会に所属しており，3月末に市長さんに提

言を提出する予定となっていますが，その中でもハード，ソフトのまちづくりについても

検討を重ねて参りました。 

市民が主体的にまちづくりに参画していくような条例となるよう提言をする予定ですの

で，それを受けて条例ができたら，またいろいろなアクションが出てくると思います。 

 

【会  長】 

 ありがとうございます。 

 多面的にいろいろなところから，市民の活動や地域の活動を高めていくということです

ね。そのような市民の主体的なまちづくりへの参画が「地区別景観づくり計画」につなが

っていくものと期待をしています。 

 

【中西委員】 

 全体を見た中で，気になったのは教育との繋がりが入りきっていないのではないでしょ

うか。 



 

 

 学校教育の中でこういう計画を勉強するとか，この計画に応じた地域学習であるとかの

ニュアンスを入れた方が良いように思います。 

 これから町に住み続ける子供たちがどのような景観の中で暮らしたいのかを勉強するこ

とを啓発の中に組み入れてもらったらどうでしょう。 

 

【事 務 局】  

 次世代を担う子供に景観についての意識を高めてもらうことは非常に重要に思います。

景観に関する普及啓発は市民全体に対して行うものとしており，当然，その中には子供へ

の教育についても含まれています。 

 

【中西委員】 

 できれば一言入れていただいたほうがよいのでは。 

 この計画を基に学校教育の場などで活用すべきかとの議論が出た時に，載っていないと

そのまま過ぎてしまうこともあるので，このページの何処かに子供たちへの啓発という言

葉を入れていただきたい。 

 

【会   長】  

 確かに重要な視点ではありますが，３年前から庁内ワーキングを組むなど，教育関係の

部署の方にもいろいろなところから意見を伺いながらまとめてきたもので，全体計画とし

て，また景観づくりのスタートとして，取り組むことができる実現可能性の高いものをこ

の景観計画の中にとりまとめています。 

 具体的な景観啓発活動として，学校教育の中に取り入れていくには，多くの調整が必要

だと思います。そのような理由から，現段階では具体的に書き入れてないということです

が，非常に重要なご意見ですので，答申の意見として書き加えていきたいと思います。 

  

 他に無いようでしたら，ここで意見をまとめたいと思います。 

  

 諮問第１号に関しては，原案を適当と判断するという答申を出したいと思います。 

 付帯意見としまして，「地区別景観づくり計画を活用するなど積極的に地域の取組を支援

して地域の特性を活かした景観づくりを推進すること。」 

 それから，学校など教育分野との連携という話もありましたので，「関係団体との連携を

図り景観を含めた総合的な課題に取組むことで鈴鹿らしさを創出していくこと。」 

 このふたつの意見を付帯意見としたいと思いますがいかがでしょうか。 

  

 今，申し上げたとおりの答申といたします。 

 その他事項の報告は，ありますか。 



 

 

 

【事 務 局】  

 特にございません。 

 

【会   長】  

 答申をご確認ください。 

 「原案を適当と判断します。」 

 付帯意見がふたつあります。 

 「地区別景観づくり計画を活用するなど積極的に地域の取組を支援して地域の特性を活

かした景観づくりを推進すること。」 

 「関係団体との連携を図り景観を含めた総合的な課題に取組むことで鈴鹿らしさの創出

に努めること。」 

 

 以上，答申いたします。 

 

 それでは，本日の景観審議会を終了いたします。 

 ありがとうございました。 


