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第５回 鈴鹿市景観審議会会議録（要約） 

 

１ 開催日時   平成２４年７月５日（木）１５：００～１６：１５ 

２ 開催場所   鈴鹿市役所 本館６階 庁議室 

３ 出席委員   村山顕人（会長），吉島隆子（副会長），板谷明美，北川正敏， 

黒田耕一郎，泊り育美，豊田由紀美，中西大輔，西川潤子， 

長谷康郎，福嶋礼子，山本忠之 

４ 出席職員   副市長 宮﨑守 

都市整備部長 草川喜雄，都市整備部次長 西田謙司， 

都市整備部参事兼都市計画課長 谷口誠， 

同課景観グループリーダー 嶌田茂喜，福島奈津紀 

５ 傍聴の可否  可 

６ 傍 聴 者  なし 

 

７ 審議会の内容（要約） 

【都市整備部長】 

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５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は，お忙しい中お集まりいただき，ありがとうございます。 

平成１６年に景観法が制定されて以来，各自治体にてそれぞれの地域の特性を踏まえ，

独自の都市づくり，まちづくりを進めております。 

鈴鹿市も市の特性を活かした景観づくりを進めるため，３回の景観審議会にてご審議い

ただき，平成２３年１月１日より鈴鹿市景観計画の運用を開始いたしました。 

景観審議会委員の皆様には，この場をお借りしてお礼申し上げます。 

景観計画では，良好な景観を保全するための届出によります行為の制限のみならず，地

区別の景観づくりによります景観の創造といった方法も考えていく必要がございます。 

前回の第４回景観審議会におきましては，地域の偉人の生家というシンボル性を景観ま

ちづくりに活かしていければとのことで，「佐々木信綱生家」の景観重要建造物の指定のご

審議をいただきました。   

本日，第５回景観審議会におきましては，鈴鹿市の北東に位置します長太地区に樹齢 

１，０００年を超えるといわれ，ひときわ高くそびえております巨木の「長太の大クス」

を景観の重要樹木として指定することにつきましてご審議いただき，景観形成を図るため，

周辺住民が主役となる景観づくりのシンボルと景観づくり計画の足がかりになればと考え
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ております。 

本市も本年，市制施行７０周年を迎え，市民がまちづくりへ積極的に参加し，新たな魅

力の発見することで今後のまちづくりの契機とすることを目的に，多くの記念事業を展開

する予定でおります。 

今回の指定により「長太の大クス」が地域の景観形成におけるシンボルとなり，周辺住

民が主役の景観づくりの足がかりとなればと期待しております。 

この後，担当より説明させますので，委員の皆様におかれましては，ご審議いただきま

すようよろしくお願いします。  

 

【都市整備部参事兼都市計画課長】 

本日の景観審議会は，本年度はじめての審議会ですので，昨年より役員改選等がござい

ましたことから，新たにご参加いただく委員の方もお見えですので，改めまして委員の皆

様方をお手元の審議会委員名簿により，ご紹介をさせていただきます。 

お名前を読み上げましたら，一言，ご挨拶いただければと思いますので，よろしくお願

い致します。 

 

≪別紙名簿により紹介≫ 

 

改めまして，委員の皆様，よろしくお願い申し上げます。 

申し訳ございませんが，副市長は公務がございますので，ここで，退席をさせていただ

きたいと存じます。ご理解を賜ります。 

（副市長退席後） 

それでは，審議会の会長につきましては，前回に引き続き村山委員にお願いすることと

なりますが，副会長につきまして，鈴鹿市景観審議会規則第２条第２項にもとづき，委員

の方から互選によって選ぶこととなっております。いかがいたしましょうか？ 

 

≪「事務局一任」の声あり≫ 

 

ただ今「事務局一任」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？ 

 

 ≪「異議なし」の声あり≫ 

 

それでは，副会長には吉島委員を推薦させていただきたいと思います。いかがでしょう

か？ 
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≪「異議なし」の声あり≫ 

 

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

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点目ですけれども，できるだけ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。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。 

以上２点につきまして，よろしいでしょうか。 

本日の傍聴人はございません。 

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１３名中１２名の委員さんにご出席いただき，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｡ 

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，当審議会への諮問ということで，「鈴鹿市景観計画に基づく景観重要樹木の指定」

について議案がございます。景観重要樹木を指定するにあたっては，条例で当審議会の意

見を聞かなくてはならないとされていますので，その手続きのひとつということとなりま

す。 

それでは，諮問第１号「鈴鹿市景観計画に基づく景観重要樹木の指定について」事務局

から説明をお願いします。 

 

【事務局（景観ＧＬ）】 

今回の諮問案件「景観重要樹木の指定」について，ご説明いたします。 

議案書１ページをご確認ください。 

鈴鹿市景観重要樹木，指定番号は景樹第１号，名称は長太の大クス，場所は鈴鹿市南長

太町２３４３。 

 指定理由といたしまして，地域のシンボル的な存在となっており，憩いの場所にもなっ

ています。 
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その地域に住む人のまちづくりの意識の支えとなり，景観づくりの一助となるよう指定

をご審議いただきたく，提案いたします。 

 さて，鈴鹿市景観計画では，良好な景観の保全と創造という２つの大きな柱を持ってい

ます。 

「保全」については，届出を受け付ける中で周辺景観への影響をなるべく少なくしてい

ただくよう日々指導をしているところです。 

もう一方の「創造」ですが，景観計画書で申しますと，第５章の「良好な景観の形成に

向けた方策」の部分がこれにあたります。 

今回はこの良好な景観の形成に向けた方策の中の景観法に基づく制度を活用することと

して景観重要建造物に続き，景観重要樹木の指定をできればと考えております。 

指定の基本的な方針としましては，地域の自然，歴史，文化などから見て，樹木が景観

上の特性を有し，地域の景観づくりを進める上で特に重要と認められるものを保全するた

めでございます。 

 そこで，今回，私どもでは，南長太町にあります長太の大クスを景観重要樹木に指定す

るという提案をさせていただくこととしました。 

次に今回指定予定の長太の大クスの説明をいたします。 

 所在地は，南長太町２３４３，市街化調整区域です。 

東から撮影した写真，南から撮影した写真がございます。写真左下にあります公用車と

比較しますとわかりますように，とても大きな樹木です。木の種類はクスノキ科に属しま

す。樹高２６メートル，直径２．６メートル，枝張りは東西３０メートル， 

南北３５メートルです。 

三重県の天然記念物に昭和３８年１月１１日に指定されました。 

所有者は宗教法人須伎（すぎ）神社です。 

近鉄名古屋線の長太の浦駅と箕田駅のほぼ中間に位置し，周囲は広大な田園に囲まれて

いることから，列車の車窓から眺めることができます。また，市役所展望台からもその樹

姿を確認することができます。 

 管理団体は，南長太町第一自治会長が会長を務める「大くす保存会」です。現在約５３

名の方で活動されています。 

 この写真は，９月の藁ひき作業の様子です。例年作業としまして，年約６回の草刈り，

夏場の水まき，毎年９月の第１日曜に実施される藁ひき，台風後の枯れ枝の除去等してい

ただいております。 

 これは，平成２３年３月の土壌改良の作業の様子です。樹木の状況によっては，樹木医

と相談のうえ，土壌改良，伐採を行っていただいております。 

 近年その樹勢の衰えが心配されていますが，「大くす保存会」の活動により，その衰え

は解消されております。 

 次に，大クスを昔から撮影している写真団体「写友会」について紹介します。 
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中心は，名古屋の写真スタジオを経営されております中島さんという方です。現在，名

古屋市，小牧市，四日市市，鈴鹿市在住の方９名で活動されています。大楠の保護，そし

て，大クスそのものはもちろんのこと，その周辺自然の素晴らしさを感じてほしいという

ことをモットーに，２２年前より活動されているとのことです。 

 活動内容としましては，長太の大クスに関しますと，毎年４月に市役所１階市民ギャラ

リーにて写真展を開催されています。６月に名古屋市でも展示されているそうです。４月

の写真展は，地元の小中学生にも大楠の良さを気づいてほしいという趣旨のもと始められ

たそうです。 

 中島さんは，年３０回程度撮影にみえるそうで，朝，夕２回みえる日もあるそうです。

地元メンバーの方ですと，ほぼ毎日撮影にみえるとのことです。 

 この写真は，今年４月２日から４月８日に開催されました写真展の様子です。 

 昨年より，所有者，保存会の方と指定に向けて話し合いをしてまいりました。そして，

一定のご理解をいただき，本審議会に諮問させていただく運びとなりました。 

 景観重要樹木の指定が可能となる根拠法等を説明させていただきます。景観法第２８条

第１項で，景観重要樹木として指定することができるとしています。鈴鹿市景観づくり条

例第１５条では，「市長は，景観重要建造物又は景観重要樹木の指定をしようとするときは，

あらかじめ，鈴鹿市景観審議会の意見を聴かなければならない。」としています。 

 景観計画では，景観重要樹木の指定の方針として， 

・道路などの公共の場所から見ることができる樹木であること 

  ・巨木，古木など，地域の自然，歴史，文化などの特性が現れており，地域の景観の 

シンボル的な存在となっている樹木であること 

・樹姿（樹高，樹形）が優れ，地域の良好な景観に寄与している樹木であること 

・地域の人々に親しまれ，愛されている樹木であること 

という４つの条件を全て満たすこととしています。 

 このようなことから，地域の自然，歴史，文化などから見て，樹木が景観上の特性を有

し，地域の景観づくりを進める上で特に重要と認められるものを保全し，地元の方や関係

機関と協議することで，地区別景観づくり計画の策定の一助となると思われます。 

次に，指定を受けることでの影響です。  

 イベントの開催，景観通信の発行により，多くの人に景観重要樹木を知ってもらい，景

観に対する意識の向上が図れるものと思われます。 

 また，県の天然記念物に指定され，既に樹木の適切な管理が実施されますが，景観法に

基づき，所有者及び管理者に適切な管理意識を更に高めていただけることにつながると思

われます。なお，昭和３８年に県の天然記念物に指定されておりますので，管理者である

文化課の合議を得ていることを申し添えます。 

 

【会  長】 
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       ご意見やご質問がございましたら，ご発言をお願いいたします。 

 

【福嶋委員】 

 大クスを保護するための資金は，どこから捻出しているのでしょうか？ これからも管

理をしていただかないといけないので，詳しく教えてください。 

 

【事務局（景観ＧＬ）】 

 県の天然記念物に指定されていますので，市文化課から年３万円の助成金が出ると聞い

ております。 

併せて，土壌改良の際には三重県から作業状況に応じてある程度まとまった額が別途に

調整されると聞いております。 

また，地元では賽銭箱が置かれており，地元の方々が参拝されるなどの折に賽銭をあげ

てみえます。 

 

【福嶋委員】 

 資金的には足りているのでしょうか？ 

 

【事務局（景観ＧＬ）】 

 地元の代表の方によると，あるにこしたことはないがということですが，こういうご時

世でもありますので，年度ごとの団体助成金についてはお断りさせていただき，ご理解を

得ております。 

重要樹木に指定された場合には，初年度に鈴鹿市負担にて周辺の老朽化した柵を改修さ

せていただく予定です。 

 

【会  長】 

 柵の整備は，今日指定をされれば，それを受けて整備をする予定があるということです

ね。指定することによって，資金的には，そんなに潤沢ということではありませんが，少

しは助けになると思います。 

 

【福嶋委員】 

 指定することによって，大クスを訪れる方も多くなるということですね。 

 

【会  長】 

 そうですね。 

 

【北川委員】 
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 写真を見ますと，樹木は管理されているようですが，地面や道路，樹木根元の整備等は

どのようになっていますか？ 

 

【都市整備部参事兼都市計画課長】 

 指定されますと，防護柵などの化粧直し程度の改修を今年度予定しています。 

知名度があがりますと，地元のボランティア活動も活発になるのではないかと期待され

ます。 

 

【北川委員】 

 管理だけでなく，イルミネーションをつけるなどのイベントを年間行事に加えてＰＲさ

れてはどうかと思います。 

 

【都市整備部参事兼都市計画課長】 

 指定されますと，イベント関係として，化粧直し的な工事のほか，写友会のご協力によ

り１０月末から１１月にかけて鈴鹿市制７０周年記念事業として，これまで撮りためた写

真や新たに撮っていただいた写真について，１階市民ロビーにて写真展を計画しておりま

す。 

併せて，近隣の箕田小学校・長太小学校の４年生の児童に夏休みの宿題として長太の大

クスについてのポスター等を描いていただき，その後絵画展として展示する予定です。 

 イルミネーションやライトアップは非常に面白いご意見ですが，実現できるかどうかに

ついては，樹勢の関係で樹医さんや地元の方々とご相談しながら，機運が高まれば，予算

も含めて検討課題とさせていただきたいと思います。 

 

【会  長】 

 指定に関して，鈴鹿市と地元の方々との覚書があれば教えていただきたい。 

写真家の方のお話もありましたが，樹木そのものだけではなく周辺の環境が非常に評価

されています。 

そうすると，樹木を重要樹木として指定するだけでなくて，加えて周辺の建物や工作物

の規制も重要になってくると思いますが，どのようにお考えでしょうか？ 市街化調整区

域であるので，建物が周りに建つということはないのですが。 

 

【事務局（景観ＧＬ）】 

 具体的に景観重要樹木としての指定となった場合は，地元の方々と事務的な打合せをさ

せていただきたいと思っています。 

覚書については，樹木の所有は須伎（すぎ）神社ですが，実際の管理は南長太町第１自

治会が中心となっている大くす保存会です。所有者はもちろんのこと，管理主体の大くす



 

8 
 

保存会とも覚書を締結したいと考えています。 

すでに県の天然記念物の指定を受けていますので，土壌改良などをするときは三重県教

育委員会に変更許可の手続きが必要となります。その作業も樹木医の指導のもと適正に行

われていますことから，覚書の内容は，変更行為については景観法により義務とされてい

ます樹木の伐採や移植の場合のみとし，地元の保存会の方々の事務的な負担が少しでも軽

減できるようにということから，通常の管理行為は申請の対象外とさせていただけたらと

考えています。 

覚書に盛り込む内容については，「目的」「重要樹木の表示」「維持管理」「現状変更」「所

有者」「覚書の有効期間」「覚書の変更」等，一般的な項目等に限らせていただきたいと考

えています。 

周辺の規制については，今回の重要樹木指定は，周辺の景観保持が重要な目的となって

きますので，樹木周辺の環境を維持するため，工作物等の設置規制をしていきたいと考え

ています。規制範囲や規制対象については，今後地元自治会の皆さんのご意見を伺いたい

と考えています。会長さんと役員さんとお話をさせていただいている中では，かなり狭い

範囲になってしまうのではないかということでした。それでも，土地所有者の皆さんを一

人ひとりあたるとなると大変なことではないかと思いますので，地元等と相談をさせてい

ただきたいと思います。その後には，審議会にてご審議いただくことになると思います。 

 

【福嶋委員】 

 私自身は，景観について指定するものがどんどん増えていけばよいと感じています。 

今後，市の進め方の方針はありますか？ 

 

【都市整備部参事兼都市計画課長】 

 重要建造物や重要樹木が起点となって周辺の地域のまちづくりにつながっていければと

期待していますが，そのような観点からも，樹木の条件等を満足するものであれば，積極

的に指定をしていきたいと考えています。 

 長太の大クスの場合は，公道・線路また公共的な道路からも見えて，地域の方も非常に

親しみ，条件を十分満足しています。市内には他にも立派な樹木がたくさんありますが，

指定の条件を満足し，指定することによってまちづくりの一助としたいという機運が地域

で高まれば，積極的に行政も関わり，指定に向けての説明をしていきたいと考えています。 

 今回の指定を受けることになれば，景観通信などで積極的に発信し，みなさんにそれを

知っていただいて，まちづくりの起爆剤にしていただけるよう，啓蒙に力を入れていきた

い。 

 補助金的なものが，今，景観の事業自体が国自体でも打ち切られており，非常にフォロ

ーさせていただきにくい状況にあります。そういったところで，規制ばかり加えられてフ

ォローがどうなるのかということも出てくると思うので，それも含めて地域の方にご理解
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いただければ，指定をしていき，知っていただき，皆さんの意識を高めていけるよう，行

政もサポートしていきたいと考えています。 

 

【中西委員】 

 景観樹木の指定にあたり，会長から「景観には周辺の環境が大切」というお話しがあり

ました。景観樹木として長太の大クスを見たときに，写真展を見ても，やはり西側に鈴鹿

山脈が見えているロケーションが非常に長太の大クスとして重要となっているように思い

ます。 

西を見たときの景観全体として考えると，かなり広い範囲で建物の高さを検討しなけれ

ば，長太の大クスを含めた景観を守りにくいのではないかと考えます。 

樹木の指定理由に，そのようなことのニュアンスを含めたほうが，今後，大きな土地開

発の話が出てきたときに重要な事項となると思います。書き込むことを検討できるのかど

うか聞かせてほしい。 

 

【都市整備部参事兼都市計画課長】 

 景観樹木指定の理由の中に，「地域の景観づくりのシンボル」という表現をさせていただ

きました。景観担当者からも，その周辺についての規制について，今後の地域との話し合

いの中でどういうスタンスでいけるのかが非常に大きな問題であると聞いています。指定

理由について「地域」という漠然とした言い方にさせていただいているのは，そのためで

す。規制の範囲を大きくしていくのか限定的にしていくのかは，指定した後の当方の取り

組み方にあるのではと考えます。 

この場所は，市街化調整区域で農用地です。一番厳しい土地利用規制がかかっているの

で，建築物が建つことは想定していません。 

それよりも，今は携帯電話の普及に伴い，アンテナ基地局がたくさん市内に建てられて

います。基地局は農用地であってもスムーズに建てられますので，日頃からなるべく外へ

建てていただくようにお願いをしています。 

今はシンボル的な「長太の大クス」というキーワードだけで除外のお願いをしています。

一番大きな課題として，これを「景観重要樹木」として事業者様にさらに強いお願いをし

ていく，もっと踏み込んで一帯からアンテナを排除していくという規制が必要となってき

ますが，それは地権者の方々から合意が得られなければ無理です。その部分について，こ

れから地域に入って話し合いをしていきたいと考えています。 

それが今の基本的な考え方ですので，規制の範囲等の文言を付け加えるというのは難し

いと考えます。 

 

【会  長】 

 ご意見も出尽くしたように思いますので，ここで意見をまとめたいと思います。 
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 単に樹木を指定するだけでなく，併せたイベントや周辺整備，周辺の規制，地元との覚

書，今後の樹木指定についての方針について，非常によく検討されていると思いますし，

指定に関して特段反対意見もありませんでしたので，諮問第１号に対しまして，原案を適

当と判断すると答申したいと思いますが，いかがでしょうか？ 

 

  ≪「異議なし」の声あり≫ 

 

 それでは，諮問第１号鈴鹿市景観計画にもとづく景観重要樹木の指定については，原案

を適当と判断しますという答申をします。 

 今から事務局が答申文を作成しますので，その間にその他事項の説明をお願いします。 

 

【事務局（景観ＧＬ）】 

 景観計画の本格施行以降の届出件数等を報告させていただきます。 

 平成２３年度については，建築物１２件，工作物２４件，開発行為１件，計３７件あり

ました。 

 鈴鹿市景観計画運用開始後，届出対象行為は，対象規模を県の基準と比べて鈴鹿市のほ

うが若干厳しくさせていただいていますので，件数が３１件から３７件となり若干増えて

います。併せて，工作物の２４件については，スマートフォンの普及によりアンテナ基地

局がかなり増えてきましたので，８件から２４件となっています。 

 携帯基地局設置が増えてきましたことにより，高さが１５メートル・１６メートルの電

柱規模のもの，及び２０メートル・３０メートル・４０メートルの大規模のものについて

相談件数が増えています。事前相談が条例で義務付けされているということのＰＲがなか

なか行き届かず，場所を先に仮契約するなどの事後相談が多く，主要な幹線道路から設置

場所を離していただくことに苦労しています。 

その中で，幹線道路に設置する場合，ガイドラインで国道等の端には設置しないと定め

ていますので，今までの例や三重県景観条例の基準も加味しながら，その目安としまして，

１４メートルから１６メートルの電柱規模の基地局の設置の場合は，他の電柱の色や並び

を阻害しなければよい，２０メートルの基地局であれば道路から１００メートル程度離れ

ていただく，３０メートルの基地局であれば１００メートルから１５０メートル，４０メ

ートルの基地局であれば最低でも１５０メートル離れていただくという，一定の目安をつ

くり運用をしています。 

 次に，今までの事例を紹介します。 

事例１です。場所は三宅町です。南北に走っているのは国道３０６号線です。高さが 

３０メートルから４０メートルの携帯基地局の設置の相談があり，幹線道路からは 

１１５メートルしか離れていなかったので，場所を変更するか高さを変更するようにお願

いをしたところ，場所の契約は既に済まされていたので，高さを１４．９メートルに変更
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していただきました。高さを下げると，周辺の電波網をカバーするためにアンテナの基地

局の本数が１本ないし２本増えるようですが，こういったところもご理解いただきながら，

運用を進めております。 

 事例２です。場所は高岡台です。高さ４０メートルの基地局を設置したいという相談が

ありました。都市計画道路高岡線から距離が１５０メートルしか離れておらず，住宅地が

背後にありますので，場所を変更するか高さを変更するかのお願いをさせていただきまし

た。かなり協議時間を要しましたが，その後地元から設置反対の声があり，計画が中止と

なった事例です。 

 次に事例３の稲生町です。高さが３０メートルから４０メートルの携帯基地局の設置の

相談があり，都市計画道路加佐登鼓ヶ浦線沿いであったので，場所または高さの変更をお

願いしました。高さは変更したくないということから，場所を変更していただき，最終的

にこの場所に落ち着きました。 

 次に，運用上苦慮した事例としまして，景観計画の形成基準についてです。 

色目についてのご相談がありました。庇部分とシャッターの全てが，相談側の企業さん

のコーポレートカラーである濃いブルーで設計されていました。マンセル値で７．５ＰＢ

の４の１２，色相７．５ＰＢ，明度４，彩度１２と，かなり濃い青色です。壁面の 

１０パーセント程度であれば，景観計画におけるアクセントカラーとしての基準に沿って

変更していただけるようお話しし，かなり時間はかかりましたが，最終的にシャッター部

分を無彩色の通常の色にしていただき，コーポレートカラーは壁面全体の１０パーセント

以内に変更していただきました。 

 いろいろ苦慮している点がありますが，今のところは景観計画やガイドラインに沿いな

がら運用しているところです。 

 

【会  長】 

 ここで，先ほどの答申案を配布しますので，ご確認ください。 

 先ほど，簡単にこれまでの景観行政の状況について報告いただきました。それ以外にも，

皆さんが市内で生活され，また仕事をしてみえる中で，景観にかかわるお気づきの点や改

善点などがあれば，この場で自由に意見交換をして，議事録に留めて，鈴鹿市の景観行政

の発展に尽くしていきたいと思っていますので，鈴鹿市の景観についてご意見がありまし

たら，挙手にてお願いします。 

 

【豊田委員】 

 先ほどの報告事項の建物の色についてです。壁面一面の１０パーセント程度という基準

はわかりますが，例えば，そこの会社のイメージカラーを使って設計されるときに，たと

えばシャッターの色，事例でいうブルーの濃い色が，今の基準から外れたマンセル値だっ

たとして，あそこまで変えなくてはならないものなのでしょうか？  
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私は，設計をしている者ですので，その色が不快かどうか，その色が周辺の環境に対し

てすごく例えば脅かしているようなことであれば是正をしますが，それがただ規定から外

れているというだけで，そういったことまでやっていかなくてはいけないものなのか，そ

こをお聞きしたいのですが。 

 

【会  長】 

 委員の皆さんも事務局の方も関連する意見があればざっくばらんに発言していただきた

いですが，私も変更前と変更後のパースを見せていただきましたが，角度のせいかそんな

に変わっていないように思いますし，正直なところ変更前もそんなに悪くはないのかなと

思ってしまいました。 

確かに，基準に照らし合わせて厳格に対応すれば，変更後のようになるのですが，基準

の運用をそれほどき厳格にしなくてもいい場合もあるのではないかと思いました。 

 

【福嶋委員】 

 企業さんにとって企業イメージは大事だと思いますが，企業代表の方はどうですか？ 

 

【山本委員】 

 やはり企業さんの指定色やイメージがあります。景観における道路沿いの基準に触れた

のでダメということになりますと，企業さんもこちらに出てきていただくので，イメージ

の部分でもう少し緩和できるようなことを考えてもらわないと。ある程度外壁の塀ができ

たりすると景観が変わってくることもあります。ひとつの企業が持って見えるイメージカ

ラーを極端に変えるのは非常に難しいと思います。屋外広告物の分野になると県も含めて

たくさん規定があるが，それらと関連して，少し前向きに考えていただきたいと思います。 

 

【福嶋委員】 

 基本的に，景観というのは快・不快の問題だと思うんです。今回の場合はまちの中心部

ではなくて，工場なので密度的に割と余裕があるところだと思います。そういう面では，

企業さんが周りに比べてメリハリをつけて「ここにありますよ」と発信をされるという発

想で考えると，さほど不快感もありませんし，あまり厳密にされるのはどうかと思います

が。 

 

【会  長】 

 これがまちの中で密度の高いところだと，何十パーセント以上も原色に近い色を使うと

不快になる可能性もあります。ただ，この立地の条件だとあまり問題にならないのかもし

れません。柔軟に対応してくださいという意見も多いのですが，担当の職員にすると，そ

この部分の裁量権が与えられていないものですから，個人的に思うことはあっても対応す
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るというのはなかなか踏み切れないと思いますね。そのあたり状況を教えてもらいたい。 

海外だと，デザインを検討する委員会をつくって，そこで何％くらい青い部分があって

よいかなどを議論してアドバイスをするんです。その場合，参考となる最低限の基準はあ

りますが，今の鈴鹿市の景観形成の基準のように厳格ではなく，少し調整できる部分もあ

るんですね。 

だから，本当は少し裁量的に判断できるような委員会のようなものをつくって，そこで

アドバイスできるというのがよいと思いますが，どうなんでしょう？ 仕組みの問題にな

ってしまうと思いますが。 

 

【豊田委員】 

 こちらの企業さんは，一度相談をしたときに，行政さんが言われたことについて柔軟に

対応されて変更されたと思いますが，例えば変更は絶対に嫌だと，これはこうしたいとい

った場合には，この審議会に挙げていただくことができると思います。 

たぶん窓口の段階でもう話が済んでしまっていると思いますが，たぶん私なら絶対に嫌

だと，審議会にかけてくださいと言うと思います。 

そういう方法もあるということを設計士さんに言ってあげられると，審議会に挙げてい

ただいて今のようなご意見が出る場合は変更しなくても済むという可能性もあると思うの

で，そういった方法も教えてあげるといいかなと思います。 

 

【会  長】 

 そういえば，この審議会，ずっと開かれていませんでしたね。問題が起こってしまった

場合はもちろんすぐに召集するのですが。 

例えば，今のような事例のような場合も，審議会を招集してみても良いと思いますが，

実際運用してみて感触はどうでしょうか？ 

 

【都市整備部参事兼都市計画課長】 

 実務を担当しています窓口の者としては，形や意匠はなかなかお答えすることができま

せんが，景観基準の中で唯一数字としてはっきり出ているのがマンセル値は指導できる部

分です。役所の窓口に来ると，ある意味でそういう対応になってしまう典型的な例だと思

います。 

例えばサーキットの観覧車の塗り替えなどについて，審議会にお諮りして基準外の色を

認めるか認めないかの審議をしていただくというスタイルだったと思います。今回のケー

スについてもそういう手法は可能だったと思いますが，企業さんの進出にとってはスピー

ドが非常に重要な要素になりますので，それについて定期的に開催する審議会にかけるた

めに３か月待ってくださいとお願いするのは非常に現実的な対応ではないと思います。そ

のあたりをどうしていくのかは，課題のひとつです。 
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それから，快・不快など人の主観に入る部分は，基準に幅を持たせてしまうと，窓口で

コントロールするのはほとんど無理です。そのために，マンセル値の設定をしていただい

たと解釈しています。 

そういう点で，審議会についてもうすこし機動的にフレキシブルに対応できるシステム

を検討する必要があると思います。 

 

【会  長】 

 たぶん今日ここで結論は出ないと思います。 

 

【黒田委員】 

 鼓ヶ浦に立派な松並木があったが，松くい虫の被害を受けて多くが枯れてしまった。あ

の砂浜と松並木という景観は大事ではないか。消毒しないと松は枯れてしまう。対策がな

いと景観は守れない。これからは対策もやっていかないと思うが。 

 

【会  長】 

 その部分は他の部署の関わりもあると思いますので，庁内でも積極的な調整が必要です

ね。 

 

【中西委員】 

 色相は一律にかけているのでしたか？ それとも緩やかな地域とそうでない地域という

分け方でしたか？ 

いろんな企業に鈴鹿に出てきてもらうというのは鈴鹿の産業にとって重要なことですが，

その場合に，景観の基準がネックになって面倒と思われては非常にマイナスになると思い

ます。 

そうであれば，逆にある程度緩やかな地域を設定してそこに企業立地を推進してもらう

など，産業を集積していったほうが，コーポレートカラーも使っていただきやすいので良

いのではないかと思います。そのあたりのことは検討してもらえるのかどうか？ 

 このイメージ図についてであれば，目に入る景色が問題なのであれば，この緑色で表現

されているところに３メートルの中低木などで目隠しをするという発想もできます。そう

することで，鈴鹿は緑色がイメージカラーなので，見た目にもひとつの景観形成につなが

るのではないかと思いますが，そのあたりの検討はできるのかできないのか聞きたい。 

 

【都市整備部参事兼都市計画課長】 

 景観計画を施行して約１年の状況で，手探りで進めてきた部分もありますし，一度決ま

ったものについてはこれでずっとやっていくということではないと思います。 

先ほどの，ブロックを分けて色彩の変化をもたらすというのは，景観計画の変更や地区
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別の景観計画の策定につながり，まさしく審議会でご審議いただく案件です。事務局がど

ういう提案をさせていただくか，内容的に非常に微妙な部分であると思いますので，事務

局に課せられた宿題として受け止め，検討させていただきたいと思います。 

 

【会  長】 

 一長一短がありますね。対応策として二通りありそうなので，どちらの方向で検討して

いくかですね。 

 

【都市整備部参事兼都市計画課長】 

 どなたに対しても公平に対応し窓口指導させていただくということが，行政として非常

に重要なことで，それを守りつつ，どういう対応ができるのかを検討させていただきたい

と思います。 

 

【事務局（景観ＧＬ）】 

 豊田委員のご意見につきましては，窓口で一通りのご案内はさせていただきました。当

方のＰＲも不足しているためか，本来は９０日前までの事前相談をお願いしていますが，

ご案内したところ急いでみえるということでしたので，企業さんも妥協されてこういった

形になりました。企業さんには，きびしく対応させていただくなかで，基準の見直しなど

を審議会に諮ることのご案内の対応もさせていただきましたが，時間が折り合わず，うま

くいかなかったというところがあります。 

 

【会  長】 

 携帯電話の基地局について，事前に携帯のアンテナの本数が多いと聞いていましたので，

今日電車で来た際に眺めながら来ました。 

先ほどの説明では，基本的に高いアンテナは道路から離して設置するよう誘導している

のですが，逆に道路に近いほうが景観上はいいという場合もあるかなと少し思い始めてい

ます。 

というのは，電車から見てみると，道路沿いには電柱等いろいろなものが立っており，

逆にそれから離そうとすると，かえって田んぼの真ん中に建つなど，逆に景観を阻害して

しまう，むしろ道路のほうにあったほうがいいということもあるかもしれません。 

 それと，高さを低くするという指導をした結果アンテナがもう１本増えてしまうという

ことは，トータルに考えると逆にマイナスかもしれないとも思ったのですが，そのあたり

いかがかでしょうか？ 

 主観的な意見を言ってしまいましたが，対応されて悩み等はありますか？ 

 

【事務局（景観ＧＬ）】 
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 窓口の対応としては，２３年１月１日以降は，ガイドラインに沿って，幹線道路から離

して，かつ住居を背しているところは避けていただき，田んぼの真ん中であれば少し隅に

寄っていただくような指導はさせていただいています。 

 

【会  長】 

 かなり細かく見ていただいているということですね。 

 

【事務局（ＧＬ）】  

 アンテナ基地局を低くすると本数が増えてしまうということについては，運用がスター

トしてＰＲ不足があったと思うが，これからはそういったものはどんどん改善されていく

のではないかと思います。 

 

【会  長】 

 業者さんもまだ知らないまま手続きをしてしまったということなんですね。 

 

【豊田委員】 

 昨年宅地造成の仕事をしたときに，鈴鹿市との景観協定の第１号になろうと思って頑張

ったのですが，まだ運用されたばかりだったので，うまくいかずできなかったんです。 

その後，景観を重視した宅地造成について，都市計画課さんはすごくバックアップして

くれるんですが，関係部署などは，例えば後で市道に帰属される道路について，カラー舗

装や石畳にしたいと言うと，その後の維持管理が大変なことを理由に反対されたりします。

公園にしても，すごく夢のある公園をつくろうと思ったんですが，公園の規定に則った公

園をつくってくださいと言われるんです。 

都市計画課さんは一緒にがんばってくれますが，各部署にはそれぞれ規約があって，景

観法か他法かどちらが優先するのかわからない部分があります。市の中で，こういった場

合は景観法を優先するなどの周知をしてほしいと思います。 

 

【都市整備部参事兼都市計画課長】 

 貴重なご意見です。景観は，人それぞれの考えがあるものですから，非常に難しく，そ

れぞれの担当部署，それぞれの担当者で差が出てくるということがあります。 

それには関係部署への周知・啓蒙など地道な努力が必要ですので，景観に携わる者はし

っかりやっていきたいと思っています。 

 

【都市整備部次長】 

 これをもちまして，本日の審議会を終わらせていただきます。貴重なご意見をたくさん

いただき，ありがとうございました。 


