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第７回 鈴鹿市景観審議会会議録（要約） 

 

１ 開 催 日 時：平成２６年２月１４日（金）１５：１５～１７：１０ 

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），市川哲夫，伊藤睦，北川正敏， 

豊田由紀美，西川潤子，長谷康郎，福嶋礼子，山本忠之，森田英治 

４ 出 席 職 員：副市長 宮﨑守 

都市整備部長 大薮文典，都市整備部次長 谷口誠， 

都市計画課長 太田芳雄， 

同課計画グループリーダー 伊藤泰延 

同課景観グループリーダー 西野耕治，同グループ 福島奈津紀 

同課総務グループリーダー 角谷元彦，同グループ主幹 髙﨑知奈美 

５ 議   題：（１）鈴鹿市景観計画の変更について 

～地区別景観づくり計画（道伯地区）～ 

        （２）地区計画の区域内における景観協議実施に関する要綱の制定に 

ついて 

６ 傍聴の可否：可 

７ 傍 聴 者：なし 

８ 議事録署名人：市川哲夫 委員，伊藤睦 委員 

９ 配 布 資 料： 

  （事前配布資料）事項書 

          議案書 

          参考資料 

 

１０ 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７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，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，第７回鈴鹿市景観審議会にご出席いただき，

ありがとうございます。 

日頃は，本市の景観行政並びに市政全般にわたり，ご理解ご協力をいただきありがとうご

ざいます。この場をお借りし，御礼申し上げます。 

昨年１０月に開催させていただきました第６回鈴鹿市景観審議会におきまして，委員の
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皆様に，ご審議ご了承をいただきました「鈴鹿市景観審議会規則の改正」につきましては昨

年１２月２５日に，「鈴鹿市景観審議会の部会の運営に関する要領の制定」につきましては，

昨年１１月１５日に成立し，現在運用をしているところでございます。 

また，景観計画の運用上の課題を解決するため，同審議会におきまして，設置のご了承を

いただきました専門部会につきましては，本年１月１７日に，開催させていただき，部会員

の皆様に，お世話になったところでございます。 

さて，本日の議題といたしましては，諮問事項と議決事項がございます。 

諮問事項といたしましては，「地区別景観づくり計画」（道伯地区）の策定に伴う景観計画

の変更がございます。 

地区別景観づくり計画区域を検討しております，この区域につきましては，民間事業者に

よる大規模な住宅開発団地の計画が進められており，良好な住環境の維持増進を図るため， 

都市計画法に基づき「地区計画」を昨年９月に指定させていただいたところでございます。

また，その指定の際，鈴鹿市都市計画審議会により，この区域につきましては，景観に配慮

したまちづくりを推進するため，景観法に基づく「地区別景観づくり計画」の検討を行うよ 

う，付帯意見が答申されました。 

これを受け，地域の景観特性を踏まえ検討いたしました「地区別景観づくり計画」につい

て，ご審議をいただきたいと考えております。 

議決事項といたしましては，「地区別景観づくり計画」区域内の建築物・工作物の建設等

に関する手続きを定めた「地区計画の区域内における景観協議実施に関する要綱」について，

ご審議いただきたいと考えております。 

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。  

 

【都市計画課長】 

 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】 

 ここで，お手元に配布しました資料の確認をお願いいたします。 

本日の資料は，全部で３種類ございます。お手元に資料が見当たらない方，申し訳ござい

ませんが，事務局までお申しつけください。 

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。 

まず，議事録作成のため，録音させていただきます。議事録は，要約記録とし，公開とさ

せていただきます。 

それと，前回の鈴鹿市景観審議会において，ご審議いただいた「鈴鹿市景観審議会の部会

の運営に関する要領」の内容につきまして，既に委員の皆様には，要領案の一部変更を個別

にご連絡をさせていただき，ご了承をいただいたところでございます。 
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ここで，改めて，要領案の一部変更した内容について，ご報告をさせていただきます。 

参考資料３１ページをご覧ください。 

部会員の任期について，前回の審議会において，審議会の提案条文では，案件毎に審査部

会が解散すると解される可能性があるとのご指摘を受けましたことから，総務課と協議し

ました結果，審議会提案条文の場合，案件ごとに解散すると解される余地があるとの結論に

至りました。 

よって，審査部会員の任期を２年とし，任期の条文を，審議会で提案した内容を変更いた

しました。 

なお，第１回目審査部会員の任期を，審議会委員の任期に合わせるため，要領制定日から

２年間ではなく，要領制定日から平成２６年１２月３１日とするよう，審議会で提案した附

則に追加いたしました。 

次に，部会の招集については，部会長が招集することとなっておりますが，第１回目の部

会を招集するにあたり，部会長が選出されていないことから，市長が招集できるよう，審議

会で提案した附則に追加いたしました。 

最後に，部会員の任命についてでございますが，部会員の責務を明確にするにあたって，

市長が部会員を任命する必要があることから，審議会で提案した内容を変更いたしました。 

以上で，要領の一部変更についての報告を終わります。 

それでは，審議会規則に基づき，村山会長に議長をお願いいたします。 

村山会長，議事進行をよろしくお願いいたします。 

 

【議長（村山会長）】 

 本日は，審議会委員数１３名中１１名の委員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，来られていません。 

議事に先立ちまして，鈴鹿市景観審議会規則第６条に基づき，議事録署名人を２名指名し

ます。名簿順で指名したいと思います。本日の議事録署名人は市川委員と伊藤委員になりま

す。委員の皆様，よろしいでしょうか。 

【異議なしの声】 

市川委員と伊藤委員，よろしくお願いします。  

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，２つの議題と１つの報告事項がございます。 

それでは，議題１ 諮問第１号「鈴鹿市景観計画の変更 について～地区別景観づくり計

画（道伯地区）～」について事務局から説明していただきます。お願いします。 
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【事務局(西野）】 

 それでは，資料に基づきまして，「鈴鹿市景観計画の変更について 地区別景観づくり計

画（道伯地区）」について，説明させていただきます。 

議案書１ページをご覧ください。 

諮問理由について説明させていただきます。 

 諮問理由といたしましては，鈴鹿市景観づくり条例第５条により，「景観計画を変更しよ

うとするとき，鈴鹿市景観審議会の意見を聴かなければならない」と規定されていることか

ら，今回，景観審議会へ諮問をさせていただきました。よろしくお願い申し上げます。 

鈴鹿市景観計画の変更内容につきましては，後ほど説明させていただきます。 

住民の意見を反映させるための必要な措置について説明させていただきます。 

景観法第９条第１項及び第８項におきまして，「景観計画を変更しようとするときは，あ

らかじめ，公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講じるものとする。」

と規定されていることから，計画区域の土地所有者様に対して，地区別景観づくり計画案に

ついての意見聴取の措置を行いました。 

本年１月１５日付けで，区域内の土地所有者様１１名の方に「地区別景観づくり計画（道

伯地区）（案）」を送付し，随時，ご意見・ご質問を都市計画課の方でお受けできるようにい

たしました。現時点では，土地所有者様からのご意見・ご質問は受けておりません。 

また，区域内の土地所有者様１１名の方を対象に，２月４日火曜日午後７時から，道伯公

民館におきまして「地区別景観づくり計画（道伯地区）(案)」の説明会を開催しました。説

明会には土地所有者様７名の方にご参加をいただき，「地区別景観づくり計画（道伯地区）

(案)」に関するご意見・ご質問はありませんでした。 

以上のことを踏まえますと，区域内の土地所有者様には，「地区別景観づくり計画（道伯

地区）(案)」についてご了承をいただいたものと考えております。 

議案書２ページをご覧ください。 

それでは，鈴鹿市景観計画の変更内容について「地区別景観づくり計画（案）」を説明さ

せていただきます。 

次のページをご覧ください。 

「１．地区の現状」について説明させていただきます。 

当地区は，鈴鹿市の南部に位置し，良好な低層住宅地であります，鈴鹿ハイツに隣接した

ところにあります。現況は農地で占められており，周辺も含めて緑豊かな自然環境が維持さ

れ，景観計画の類型区分では，「平野部水田地」と位置付けられている地区であります。 

パワーポイントをご覧ください。 

この図面は，「景観計画の景観類型区分図」でございます。計画区域は，印で示されたと

ころでありまして，この場所は，「平野部水田地」に該当いたします。 

再び，議案書の方へ戻ってください。 

また，当地区の付近には，飯野小学校，稲生高校，鈴鹿サーキット，青少年の森公園，大
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型商業施設等があり，都市計画道路の中勢バイパス，野町国府線の整備が現在進行中であり，

今後交通の利便性が更に高まる地区であります。 

その中で，民間事業者による大規模な住宅開発団地の計画が進められており，良好な住環

境の維持増進を図るため，都市計画法に基づき「地区計画」の決定が平成２５年９月２６日

に行われたところであります。 

議案書５ページをご覧ください。 

地区の景観の特性について説明させていただきます。 

計画区域の北側に，優良な農地が拡がっており，計画区域の西側は，里山樹林地が残され

ているところにあります。計画区域の南側は，大規模な住宅団地が形成されております。 

景観の特性といたしましては，計画区域の西側から北側にかけて「良好な田園景観」が形

成されており，計画区域の南側には，「良好な住宅地景観」が形成されています。計画区域

は，ちょうど，両方の景観特性の影響を，受けるところに位置しております。 

議案書７ページをご覧ください。 

「２．良好な景観の形成に関する方針」について説明させていただきます。 

地区の現状，地区の景観特性，昨年９月に指定された道伯地区 地区計画の内容をもとに，

検討いたしますと，「景観形成の目標」といたしましては，「専用住宅地として，良好な住環

境を確保するため，周辺の自然環境と調和のとれた緑とうるおいのある景観の形成を進め

る。」という目標が考えられます。 

また，景観形成の目標を実現化するための「景観形成の基本方針」といたしましては，４

つの基本方針が考えられます。 

１つ目は，「主要道路については，歩車分離等の整備を図り，ゆとりのある安全な空間を

演出する。」という方針が考えられます。 

２つ目は，「公園の緑，住宅地の緑化などを，適正に維持管理することにより，景観の保

全を図る。」という方針が考えられます。 

３つ目は，「地区計画により，住宅地ごとに緑化や建物の形態・規模の統一化を促し，ま

ちなみの統一を図る。」という方針が考えられます。 

４つ目は，「道路，公園，調整池等の公共施設は，景観上重要な要素の１つであることか

ら，周辺の自然環境と調和のとれた整備を図るよう努める。」という方針が考えられます。 

議案書８ページをご覧ください。 

「３．良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項」について説明させていただき

ます。 

「（１）届出対象行為」について説明いたします。 

良好な景観の形成に大きな影響を及ぼすと考えられる行為につきまして，届出対象行為

とし，その行為が，景観形成基準に適合することによって，「景観形成の目標」であります

「専用住宅地としての，緑とうるおいのある景観形成を進めること」ができるものと考えて

おります。 
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したがって，届出対象行為といたしましては，建築物・工作物・土地の形質の変更に係る

全ての行為について，本来であれば，届出の対象とすべきであろうと考えられます。 

しかし，あまりに細かいものまで何でもかんでも届出対象行為にするのは，現実的ではな

いと思われますことから，届出対象行為の規模といたしましては，建築確認申請の対象規模

を基本として考えております。 

ただし，この区域で行われることが想定しづらい行為につきましては，現在，市全域にか

かっている届出対象行為の規模と同じ規模にしようと考えております。その内容が資料 

８ページから１０ページの表に書かれております。 

参考資料２ページをご覧ください。 

届出対象行為の規模の内容について，わかりやすく表記いたしました。この資料に基づい

て説明をさせていただきます。 

はじめに，建築物です。 

この計画区域内の届出のほとんどが建築物に係る行為であると想定しております。建築

物の新築，増築，改築若しくは移転，外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え，又

は色彩の変更については，全てが届出の対象となります。 

次に，工作物です。 

工作物の種類によって届出対象の規模を変えております。工作物のうち，計画区域内に新

設される可能性がある工作物については，建築確認申請の規模に合わせようと考えており

ます。 

具体的には， 

①煙突 高さが６メートルを超えるもの， 

②装飾塔・記念塔 高さが４メートルを超えるもの， 

③高架水槽・サイロ・物見塔 高さが８メートルを超えるもの， 

④擁壁・柵・塀 高さが２メートルを超えるもの， 

⑤自動車車庫の用途に供するもの 築造面積５０平方メートルを超えるもの， 

について，届出対象規模とさせていただきたいと考えております。これらの工作物は，建築

確認申請の規模に合わせることから，市全域の届出対象規模よりは少々厳しいものになっ

ております。 

次のページをご覧ください。 

次に，これから説明させていただく工作物の届出対象の規模は，市全域の届出対象規模と

同じものです。 

①架空電線用の鉄筋コンクリート造の柱・鉄柱・木柱，例えば，高圧線鉄塔が該当します。

高さ３０メートルを超えるものを対象としております。この計画区域内に新設される可能

性がある工作物でありますが，建築確認申請が不要であるため，市全域の届出対象規模に合

わせております。 

②アンテナ・鉄筋コンクリート造の柱・鉄柱・木柱，例えば，携帯電話基地局が該当しま
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す。高さ１０メートルを超えるものを対象としております。この計画区域内に新設される可

能性がある工作物に当たります。建築確認申請の規模は高さ１５メートルを超えるもので

あり，市全域の届出対象規模は高さ１０メートルを超えるものであるため，対象規模が厳し

い方を採用することから，市全域の届出対象規模に合わせております。 

その他の工作物であります，ウォーターシュート，コースター，メリーゴーランド，観覧

車，アスファルトプラント，コンクリートプラント，クラッシャープラント，汚物処理場，

ごみ焼却場，高架鉄道，高架道路，橋梁，歩道橋については，この計画区域内に新設される

可能性が想定しづらい工作物でありますことから，市全域の届出対象規模に合わせており

ます。 

次のページをご覧ください。 

土地の形質の変更，つまり，土地の開墾・土石の採取，屋外における土石，廃棄物，再生

資源の物件の堆積につきましても，この計画区域内で想定しづらいことから，届出対象規模

を市全域の届出対象規模に合わせております。 

議案書１１ページをご覧ください。 

先ほど説明をさせていただきました届出対象行為につきまして，法律又は条例の規定に

より，届出の対象から除外している行為が定められており，このページに書かれております。 

この基準は，現在，市全域でも，同じ基準で取り扱いを行っています。 

議案書１３ページをご覧ください。 

「（２）景観形成基準」について説明させていただきます。 

届出対象行為が，景観形成基準に適合する必要があることにつきましては，先ほど説明を

させていただきました。 

今回ご提示させていただきます景観形成基準は，遵守事項と協議事項で構成されており

ます。 

遵守事項といいますのは，「景観形成の目標や基本方針を阻害しないための必ず守るべき

景観形成基準」のことです。 

協議事項といいますのは，「景観形成の目標や基本方針に沿った景観の魅力向上を図るた

め，事業者と鈴鹿市との間で協議調整を行い，具体的な整備内容の共有化を図るべき景観形

成基準」のことです。言い換えますと，協議事項は，「景観の魅力向上を図るための推奨事

項」，グレードアップ項目であると考えております。 

届出者と協議調整を図りながら，景観の魅力向上を図るための景観誘導を積極的に行っ

ていきたいと考えております。 

それでは，建築物・工作物の景観形成基準について説明させていただきます。 

景観形成基準につきましては，景観形成の目標，基本方針を踏まえ，「道伯地区 地区計

画」で，定められている地区計画の方針，地区整備計画を基本ベースに検討をしてまいりま

した。 

その結果，遵守事項といたしましては，地区計画の「地区整備計画」の内容をそのまま定
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めていきたいと考えております。 

参考資料８ページをご覧ください。道伯地区の地区計画の内容でございます。 

参考資料１０ページをご覧ください。道伯地区の地区計画の地区整備計画でございます。 

建築物等に関する事項で，建築物の高さの最高限度，建築物の敷地面積の最低限度，壁面

の位置の制限，建築物の形態意匠の制限，かき・さく又はへいの構造の制限が定められてお

ります。 

議案書１３ページをご覧ください。 

先ほどあげさせていただきました地区計画の制限の内容を，そのまま，景観形成基準の遵

守事項としてあげてございます。 

それでは，景観形成基準で特筆すべき事項について説明させていただきます。 

議案書１４ページをご覧ください。建築物・工作物の形態・意匠でございます。 

形態，外観につきましては，遵守事項として，地区計画と同じように「形態，外観は，周

辺の住宅地とつながり，緑豊かな田園風景と調和のとれたもの」と考えております。 

その具体的な景観整備のイメージとして，協議事項において「勾配屋根等を採用するなど，

周辺の緑豊かな自然環境と調和のとれた景観を形成する。」ことを考えております。 

また，「建築設備，ここではクーラーの室外機が考えられますが，建築設備は，前面の道

路から見えない位置に配置するか，植栽やルーバーの設置等により当該設備が直接露出し

ないように修景を行う。」ことを考えております。 

素材につきましては，遵守事項として，地区計画と同じように「素材は，周辺の住宅地・

田園風景との調和に配慮するものとする。」ことを考えており，その具体的な景観整備のイ

メージとして，協議事項において，「タイル，石材，硬質の木材など，耐久性に優れ，劣化

や汚れの防止のため，できる限りメンテナンスが容易な素材を使用する。」ことを考えてお

ります。 

次に，建築物・工作物の色彩でございますが，地区計画におきましては，「色彩は，鈴鹿

市景観計画ガイドラインの住宅地景観の景観形成基準に準ずるものとする」と定められて

おり，この具体的な内容といたしましては，参考資料１５ページをご覧ください。青の点線

で囲まれた部分が，景観形成基準に当たります。 

議案書１４ページをご覧ください。 

その内容を遵守事項として定めており，具体的に文章に書くと，「建築物及び工作物の外

観の色彩の制限は，次の表のとおりとする。ただし，着色していない木材，土壁，ガラス等

の色彩又は建築物等の一壁面の面積の１０パーセント程度でアクセント色として用いる色

彩についてはこの限りでない。」となります。 

更に，協議事項，すなわち，推奨事項としては，鈴鹿市景観計画ガイドラインの住宅地の

望ましい色彩（推奨色）に準じて定めていきたいと考えております。 

よって，協議事項といたしましては，「建築物の外壁は，暖色系色相（ＹＲ）を基本とし，

彩度を低く抑え，明度をやや高い色を用いるなど，暖かみがあり落ち着いた雰囲気をもつ住
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宅地景観を形成する。」こととなり，そのための色彩は，表のとおりであります。 

次のページをご覧ください。 

次に，緑・地形・接道部でございますが，遵守事項として，地区計画と同じように 

「かき，さく又はへいは，生垣又は開放的なさくとし，高さが１．５メートル以下のものと

する。」ことを考えております。 

更に，協議事項，すなわち，推奨事項として，「接道部をできる限り緑化するなど，潤い

の感じられる景観を形成する。」ことや「敷地内を芝生や土で覆い，生育環境に合った樹木

の植栽等を高木，中木，低木をバランスよく配置するなど，潤いのある景観を形成する。」

ことや「緑の適切な維持・管理を行い，清掃活動などに努める。」ことを考えております。 

次のページをご覧ください。 

建築物・まちなみの景観のイメージです。 

勾配屋根で統一されており，高木・中木・低木がバランスよく配置されております。室外

機が直接露出しないように植栽で修景がなされております。 

次のページをご覧ください。 

次に，土地の形質の変更に関する景観形成基準は，次の表にまとめさせていただいており

ます。現在，市全域で規定されております，景観形成基準並びにそのガイドラインと同じ基

準を，道伯地区の景観形成基準にもあてはめようと考えております。 

以上で，議題１ 諮問第１号「鈴鹿市景観計画の変更について地区別景観づくり計画（道

伯地区）（案）」について説明を終わります。 

ご審議のほど，よろしくお願いいたします。 

 

【議長（村山会長）】 

 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｡ 

 

【北川委員】 

 道伯地区の排水経路はどうなっていますか？ 

 

【都市計画課計画グループリーダー】 

 鈴鹿ハイツの北側に地区計画を立てておりますので，ここから金沢川へ排水することに

なります。現在もそこへ流れております。 

開発するに当たっては５０年に１回の雨にも対応できるような大きな調整池をつくるこ

ととして開発されています。下流の一番断面が小さいところ（ネック点）を計算して調整池

の容量を決めて，そこが流れるように絞って流すということで調整池をつくります。 

 

【北川委員】 

 住まわれる方のための集会所や自主防災隊の防災倉庫などの敷地は，どう考えています
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か？ 

 

【都市計画課長】 

この規模の開発行為を伴いますと，集会所用地は設けさせていただいているのが一般的

です。≪後で，開発区域内に集会所用地が確保されているのを確認し，審議会中に報告≫ 

 

【福嶋委員】 

 都市計画審議会でも，１４ページのところの「建物・工作物の形態意匠」の協議事項のと

ころの「硬質木材や勾配屋根」について質問させていただいて，景観計画ガイドラインに載

っているところを基にしていますという説明をいただきましたが，これについて，せっかく

建築家として豊田委員がいらっしゃるので，建築家から見て妥当というかふさわしいのか

どうかご意見をいただいてはどうかと思います。 

 

【議長（村山会長）】 

 実務者の方からみてどうかということですね。 

 

【福嶋委員】 

 私には硬質の木材がどういうものかわかりませんし，こういう協議事項でいくというの

が，建築家の方から見ると，望ましいような感じなのかどうかと思いまして。 

 

【豊田委員】 

 この協議事項は，まだ協議の余地を残してくださっています。 

 景観の美しさや調和というものは，それぞれに感じ方がぜんぜん違うと思います。ヨーロ

ッパのまちなみのように，形は変わっても茶色い屋根に白い壁でまちなみが形成されてい

るものがとても美しいと感じたり，京都の町屋の路地の景観が美しいと思うなど，本当に人

それぞれです。 

 例えば，そういうまちの中に，私たちが設計して四角い白箱をつくるとしたら，皆さんは

「何であんなところに四角い箱を建ててしまうのかな」と思うかもしれません。でも，住人

や設計者はそれを美しいと思う。ここが景観法の一番難しいところで，つくる方も行政さん

も難しいお立場だと思います。 

 福嶋委員がおっしゃった硬質木材には，いろんな素材があります。どれを選ぶかは施主さ

んや設計者次第になります。 

 今回の道伯地区はとても大きなまちです。ひとつの会社が全部のエリアを建てるという

ことではなく，各エリアでハウスメーカーさん等が異なってくると思いますので，そうなる

と，まち全体として同じ基準がかかっていても，エリアごとに違う雰囲気ができてきて，そ

れはそれで良いのではないかと思います。 



11 
 

 それよりも，植栽や外構などについてあまり基準をきつくしてしまうと，今から消費税も

上がることですし，お客さんの予算次第でそれを全部することができるのか，そのことのほ

うが心配です。計画は立てたけれど予算がないのでできなかったというようなまちなみが

できてしまったら，目も当てられないと思います。 

 エリアの想定は，住む方や設計者，ハウスメーカーさん次第でもありますが，この書き方

であれば，設計者が市と協議する余地を残してもらってあると思っています。 

 

【福嶋委員】 

 こういう場合，開発事業者さんが自由設計されるというのは，どういう形になるのでしょ

うか？ 

 

【議長（村山会長）】 

 実際に，どういう建物が誰によって設計されるかということですか？ 

 

【福嶋委員】 

 先ほども，エリアごとに違う方がされるということでしたが。 

 

【議長（村山会長）】 

 そのあたりはまだ未確定な部分があると思いますが，事務局はどうですか？ 

 

【都市計画課長】 

 開発許可が下りて，ようやく下工事に着手したところですので，詳細はわかりかねますが，

まちのブロック単位ごとにメーカーが統一したまちなみができるのではないかと思ってい

ます。 

 

【福嶋委員】 

 区画はどのくらいですか？ 

 

【都市計画課長】 

 １６９区画を予定しております。 

 

【議長（村山会長）】 

 豊田委員から植栽の話が出ました。植物は生き物ですし，最初から大きくはないので，計

画していてもすぐに形にならず，やむを得ない部分があると思いますが，届出されたときに

は実際にどのように判断するのですか？ １０年くらい経てば，植物も大きくなってそれ

なりの景観をつくる可能性はありますが，届出時点ではわからないですよね。 
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【事務局(西野）】 

 届出時に外構のご計画を併せて出していただき，植栽する約束や，植栽のための面積が確

保されておれば，実際に植栽がなくても完了時に認めるような形をとらせていただいてお

ります。 

 現在の運用規模が，建築面積が１，０００平方メートル超，高さが１０メートル超であり，

大規模な共同住宅や工場が対象となりますので，予算等も確保していただき，比較的植栽を

つくっていただいております。 

 ただ，一戸建て住宅が対象になるのは鈴鹿市においても初めてでございますので，同じよ

うな運用をさせていただきますが，課題のひとつと認識しております。 

 

【議長（村山会長）】 

 ありがとうございます。 

 ご意見をいただきましたが，案の内容については特段異論がないようですので，諮問第１

号に対してましては，原案を適当であると答申いたしたいと存じますが，いかがでしょう

か？ 

【異議なしの声】 

 それでは，諮問第１号につきまして，原案を適当とする答申をいたします。答申案を事務

局に作成させますので，議題２の後に，ご確認をお願いします。 

続きまして，議題２「地区計画の区域内における景観協議実施に関する要綱の制定」につ

いて，事務局から説明していただきます。 

よろしくお願いします。 

 

【事務局(西野）】 

 続きまして，「地区計画の区域における景観協議実施に関する要綱の制定」について説明

させていただきます。 

議案書１８ページをご覧ください。 

はじめに，要綱の制定理由について説明させていただきます。 

地区別景観づくり計画（道伯地区）の区域は，昨年９月に指定した道伯地区 地区計画と

同じ区域であり，かつ，景観計画で定められたものが地区計画の地区整備計画とほぼ同じ内

容でありますことから，景観法第１６条第７項第１０号の規定により，同条第１項又は第２

項は適用しないと定められています。 

つまり，景観法で，「景観法の届出は必要ありません。地区計画の届出だけは提出してく

ださい。」と定められています。 

したがって，地区計画の届出の中で，景観形成基準の適合の可否を審査する必要がありま

す。 
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ただ，現在の鈴鹿市の運用といたしましては，景観法の届出の前に事前相談の制度を設け

させていただいております。事前相談の制度を活用することによって，景観形成基準の内容

などを届出していただく方と確認させていただきながら，円滑に手続きを進めているとこ

ろでございます。 

そのような実情を踏まえますと，今回，景観法の届出を出さないために，事前相談の制度

を活用することができず，そのことによる実務上問題があると容易に想定されますことか

ら，それに代わる制度を創設する必要があると判断し，「地区計画の区域における景観協議

実施に関する要綱」の制定を提案いたしました。 

次のページをご覧ください。 

景観法第１６条第７項第１０号の規定について説明させていただきます。 

法第１６条第７項で，「次の掲げる行為については，前各項の規定は，適用しない。」と規

定されています。 

つまり，次に掲げる行為は第１項又は第２項で規定されている景観法の届出は適用しな

いこととなります。 

そして，次に掲げる行為が例示されており，第１０号で，地区計画の区域内で行う土地の

区画形質の変更，建築物の新築，改築又は増築その他の政令で定める行為が定められている

ことから，地区別景観づくり計画区域内の景観法の届出は必要でないことがわかります。 

次のページをご覧ください。 

「地区計画の区域内における景観協議実施に関する要綱」の内容について説明させていた

だきます。 

第１条で「趣旨」が規定されています。 

第１条 「この要綱は，景観法第１６条第７項第１０号に規定する行為（今回の計画区域

内の届出対象行為）において，鈴鹿市景観計画への適合を図るため，景観協議制度を設け，

その運用について必要な事項を定めるものとする。」としております。 

第２条で「適用区域」について，規定しています。 

第２条 「この要綱の適用を受ける区域は，鈴鹿都市計画区域に定める道伯地区 地区計

画の区域とする。」としております。つまり，道伯地区 地区計画の区域に限定しております。 

第３条で「景観計画への適合」について，規定しています。 

第３条 「都市計画法第５８条の２第１項又は第２項の規定による届出（地区計画の届出）

に当たっては，当該届出に係る行為の計画の内容について，当該届出をしようとする者に対

し，景観計画の景観形成基準に適合するよう求めるものとする。」としています。 

第４条で「景観協議」について，規定しています。 

第４条第１項で，「地区計画の届出に当たっては，当該届出に係る行為の計画の内容のう

ち，景観形成基準の協議事項について，当該届出をしようとする者に景観協議を求めるもの

とする。」としております。 

第２項で，「景観協議は，地区計画の届出をしようとするときに，地区計画の区域内にお
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ける行為の景観協議書に別表第１に定める図書を添付して提出させることにより，行うも

のとする。」としております。 

第３項で，「景観協議が調ったときは，当該景観協議を行った者に対し，当該景観協議の

結果を協議終了通知書により通知するものとする。」としております。 

第４項で，「協議終了通知書に市長との合意事項の記載がある場合は，当該景観協議を行

った者に当該合意事項を遵守するよう求めるものとする。」としております。 

第５条で「その他」について規定しています。 

第５条 「この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。」としています。 

次のページをご覧ください。景観協議書に添付する図書の一覧でございます。 

次のページをご覧ください。 

それでは，協議の流れをフロー図に基づき説明させていただきます。 

はじめに，行為の計画を検討されることと思います。この段階で，景観形成基準の内容な

どについて，積極的に相談にのっていきたいと考えています。 

次に，行為の計画が取りまとめられた段階で，行為に着手する３０日前までに地区計画の

届出をご提出していただくことになります。 

この時に，景観協議もあわせて行っていく必要があることから，「地区計画の区域内にお

ける行為の景観協議書」のご提出もあわせてお願いいたしたいと考えております。 

そして，景観協議書に基づきまして，景観形成基準の協議事項，つまり，推奨事項につい

て，届出者・事業者と協議調整を図りながら，景観の魅力向上を図るための景観整備を行っ

ていきたいと考えております。 

届出者・事業者と協議が調った段階で，協議終了通知書を通知させていただきます。 

また，それと連携する形で，地区計画における適合通知書が交付される運びとなり，その

通知書を受けて，建築確認の手続きがなされ，確認済証をもって，行為の着手が行われると

考えております。 

次のページ以降は，要綱の様式が掲載しております。 

以上で，議題２「地区計画の区域における景観協議実施に関する要綱の制定」について説

明を終わります。 

ご審議のほど，よろしくお願いいたします。 

 

【議長（村山会長）】 

 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】 

 この協議は，強制力を持つものでしょうか？ 

 

【事務局(西野）】 
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 要綱ですので，強制力はなく，協議が成り立たなくても適合通知が出て工事に着手される

ということはあり得ると思います。 

ただ，地区計画の中の地区整備計画と連携しておりますので，協議を重ねていきたいと思

っております。 

 

【豊田委員】 

 初めての案件としては大きな規模で行われるので難しいと思いますが，とても大事なこ

とですので，他地区への見本になるような形でやっていただきたいと思います。 

 福嶋委員もおっしゃられましたが，売れ行きに年数がかかって，その間に行政の担当者が

替わられて忘れ去られるようなことや，いつのまにか基準が緩やかになっていくようなこ

とがないようにお願いしたいと思います。 

 

【森田委員】 

 この協議にあたって，家を建てる個人とハウスメーカーと市が，どういう立場や関係で協

議を進めることになるのでしょうか？ 個人の要望はどのように取り入れられるのでしょ

うか？ 

 

【事務局(西野）】 

 基本的には，建築主さんの委任を受けたハウスメーカーさんと協議させていただくこと

になると思います。委任を受けるハウスメーカーさんは建築主さんと相談されながら動か

れると思いますので，その都度協議されると思っております。 

 

【森田委員】 

 ということは，家をつくるのは建築主本人ですが，間にハウスメーカーさんに入ってもら

って，調整をとりながら建築主さんの意向に沿って進めるという想定ですね？ 

 

【事務局(西野）】 

 そういうことになります。 

 

【議長（村山会長）】 

 ひとつ質問があります。 

 届出をする前の事前相談は，何日くらい前を想定していますか？ 資料には「計画段階で

事前にご相談下さい」とありますが。 

 

【事務局(西野）】 

 実際に計画をつくるときは，対象地区の基準をご理解いただかないと設計できないと思
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いますので，計画する段階でということを想定しております。 

 地区計画の届出と景観協議は，今の段階では同時と考えておりますが，運用上，景観協議

には時間を要すると思います。地区計画の届出の前に景観協議をお出しいただき，ある程度

協議が固まった段階で地区計画の届出をしていただくと，適合通知書交付までスムーズに

進むのではないかと思いますし，そのように事業者さんにもお話しさせていただこうと考

えております。 

 

【議長（村山会長）】 

 そのあたりは，フレキシブルな対応をお願いしたいと思います。 

 

【長谷委員】 

 太陽の街など，これまでにも景観規制をした地区がありますが，それと今回との違いは何

ですか？ 

 

【都市計画課計画グループリーダー】 

 太陽の街につきましては，景観計画はかかっておりません。地区計画の届出を受けて，そ

の計画の中で植樹帯や生垣を設置していただいたり，壁面後退を取り入れるなど，良好なま

ちづくりを進めております。 

 

【長谷委員】 

 その違いが，一般的にわかるのでしょうか？ 通知はどのような形で行っているのです

か？ 

 

【議長（村山会長）】 

 建築主さんあるいはハウスメーカーさん等への周知方法ですね。自分の敷地が地区計画

にかかっていることを知らずにいくと大変なことになりますので，道伯地区だけの問題で

はないと思いますが，事務局はいかがでしょうか？ 

 

【事務局(西野）】 

 本案件が告示された後は，道伯地区の景観計画についてのパンフレットなどを作らせて

いただき，内容だけでなく届出の流れも一緒に踏まえて周知させていただきたいと思って

おります。 

 

【長谷委員】 

 今後，大きな開発が出てきたときは，地区別景観づくり計画について指導をしていくので

すか？ 



17 
 

 

【都市計画課長】 

 制度的にはあり得ますが，開発事業者さんとの話し合いになると思います。 

 

【議長（村山会長）】 

 ＮＴＴ跡地の開発区域は，地区計画はありませんでしたか？ 

 

【都市整備部次長】 

 地区計画はかかっておりません。 

  

【森田委員】 

 面積も２００平方メートルと大きいですから，土地を購入される方に，一番規制がかかっ

て大変だと思います。ハウスメーカーさんから購入される方に対して，景観まちづくりの基

準等を説明していただく必要があると思いますが，そのハウスメーカーさんへは開発事業

者さんが説明されるのか，あるいは市からまとめて説明して協力をお願いするのか，どのよ

うに考えていますか？ 

 

【都市計画課長】 

 基本的には，重要事項のひとつとして開発事業者さんから説明していただくのがありが

たいと思っております。 

 ハウスメーカーさんが私どものところに来られる場合は，私どもから説明させていただ

きます。 

 

【西川委員】 

 景観協議書は，この用紙１枚を作成するだけでよいのですか？ 図面等を添付する必要

はあるでしょうか？  

 

【事務局(西野）】 

 景観協議書に関する添付書類につきましては，議案書の２１ページに別表第１として記

載しております。 

 また，参考資料の１６ページにチェックシート案を掲載しており，これを参考にしながら

協議を進めたいと考えております。 

 

【西川委員】 

 書類を作るのが非常に大変なので，設計事務所の方にやってもらわないと難しいと思い

ますが，協議の結果，再度整理する必要がある場合は，何度かやり直しをして提出すること
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になるんですよね？ 

 

【事務局(西野）】 

 計画内容が大幅に変わるようであれば，もう一度最初からの協議となりますが，協議不成

立の場合以外では，何度も書類をご提出いただくことは考えておりません。基本的には，植

栽の配置などを主に協議させていただくと思っております。 

 

【豊田委員】 

 運用についてはあまり言わないようにしているのですが，書類を作成するにはたくさん

の作業が必要で手間がかかりますので，なるべく簡素化して，ひと目でわかるような形にし

ていただきたいと思います。 

 完了検査もなく届けっぱなしで性善説の運用のように感じますが，窓口審査に時間がか

かるような運用だと当事者も大変ですので，お互いに協議がスムーズに進むように運用し

ていただけたらと思っています。 

 

【議長（村山会長）】 

 運用については，専門部会で議論を始めていますので，貴重なご意見として伺います。 

 運用が面倒になってしまうと，新しく開発する際に景観に配慮いただけなくなるといけ

ないので，そのあたりも配慮できればと思います。 

 では，他にご意見等がなければ，議題２「地区計画の区域内における景観協議実施に関す

る要綱の制定について」につきまして，審議会として了承をいたしたいと思いますが，いか

がでしょうか？ 

   【異議なしの声】 

 ありがとうございました。 

 議題２「地区計画の区域内における景観協議実施に関する要綱の制定について」につきま

して，審議会として了承をいたします。 

 それでは，ここで，お手元に諮問第１号に関する答申案を配布しましたので，ご確認をお

願いいたします。 

 当審議会は，市長からの諮問のありました１件につきまして，別紙のとおり市長に答申い

たします。 

 続きまして，報告事項「第１回鈴鹿市景観審議会専門部会（平成２６年１月１７日開催）」

について，事務局から説明していただきます。よろしくお願いいたします。 

 

【事務局(西野）】 

 報告事項「第１回鈴鹿市景観審議会専門部会」について報告をさせていただきます。 

 平成２６年１月１７日に第１回の専門部会を開催いたしました。 
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 第１回目の開催ということで，部会長等の選出を行い，部会長に三重短期大学准教授の 

木下誠一先生，職務代理者に三重大学助教の松浦健治郎先生が選出されました。 

それでは，専門部会の審議内容について，簡単に報告をさせていただきます。 

 今回の審議内容は，２つございます。 

 １つ目は，「景観法・屋外広告物法の運用上の課題とその解決策について」ご審議をお願

いしました。 

２つ目は，「大規模建築物・工作物の規制・誘導について」ご審議をお願いしました。 

両議題とも結論には至っておらず，部会として取りまとまったものはございませんので， 

今回の審議会において，現在，専門部会で審議しておりますテーマのあらましを報告させて

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

次のページをご覧ください。 

「景観法・屋外広告物法の運用上の課題とその解決策（案）」のあらましを簡単に報告さ

せていただきます。 

運用上の課題について，６つの視点を踏まえ整理を行いました。 

１点目，景観計画の推進における課題としては，市民・事業者・行政が一体となった景観

形成の取り組みが進められていないことがあげられます。 

２点目，建築物・工作物の景観誘導における課題としては，事業者と鈴鹿市との間で景観

形成のイメージの共有化が図りにくい状況にあることがあげられます。 

３点目，屋外広告物の規制・誘導における課題としては，屋外広告物に対する規制誘導方

針が定まっていないことがあげられます。 

４点目，景観資源の保全活用における課題としては，景観資源の実態を把握しておらず，

保全活用が定まっていないことがあげられます。 

５点目，都市の魅力的な空間の創造における課題としては，景観上配慮された建築物・工

作物の正当な評価がなされないことや，公共施設・鈴鹿市を代表するエリアの一部が景観形

成の目標に沿ったデザインになっていないことがあげられます。 

６点目，地区別景観づくり計画の推進における課題としては，市民が主体となって，地区

別景観づくり計画を策定するに至っていない状況にあることがあげられます。 

以上の課題に対して，専門部会におきまして，解決の方向性，具体的な施策，優先順位を

検討していく予定でございます。 

次のページをご覧ください。 

 具体的な検討スケジュールでございます。あくまで予定でございます。委員の皆様には，

大変お世話になります。よろしくお願いします。 

 ここで，いったん，専門部会の審議内容の説明を終わらせていただき，ご意見・ご質問を

受けたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 
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【議長（村山会長）】 

 参考資料の１９ページから２２ページまでの「景観法・屋外広告物法の運用上の課題とそ

の解決策（案）」について，まず質疑応答したいと思います。 

 この件は，本審議会で運用上の課題を整理し解決策を考える必要があるということを受

け専門部会を設置することとなりまして，先日第１回専門部会を開催し，事務局から提出さ

れた資料を基に議論しました。 

 課題がいろいろありまして，それについて解決策の方向性を議論したのですが，全ての対

応を一度にできないので，今問題になっていること等について対応できるように優先順位

を付けて考えていきましょうという議論も含めて意見交換をしたところです。 

これについて，ご意見等がありましたら，お願いします。 

 

【福嶋委員】 

 屋外広告物に関してですが，住宅地にあるものと商業地にあるものについては，にぎやか

な景観をつくるという意味でそんなに規制がないと思っているのですが，商業地だからび

っくりするような広告でもよいのかどうかということも踏まえて議論をしていただくとよ

いのではないかと思っています。 

 商業地であっても，全体的に特別感のあるまちなみをつくるということもあると思いま

すので，そういう面も考えながら検討していただきたいと思います。 

 

【議長（村山会長）】 

 ご意見ありがとうございます。事務局は何かありますか？ 

 

【事務局(西野）】 

 ありがとうございます。次回への参考とさせていただきたいと思います。 

 

【議長（村山会長）】 

 では，引き続き事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局(西野）】 

 引き続き，「大規模建築物・工作物の規制・誘導」について説明させていただきます。 

参考資料２３ページをご覧ください。 

「①建築物の壁面の地模様の規制」について説明させていただきます。 

 まず，このテーマを取り上げた経緯について説明をさせていただきます。 

パワーポイントをご覧ください。 

神戸八丁目地内にあるパチンコ店をとりあげます。用途地域は，近隣商業地域です。 

現況写真をご覧ください。立面図をご覧ください。 
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色彩基準外の色は３種類ございまして，その合計の面積が一壁面の面積の１０パーセン

ト以内に納まっておりますので，景観形成基準の色彩基準には適合していると判断いたし

ました。 

伊船町地内にあるパチンコ店をとりあげます。市街化調整区域内の大規模開発区域です。 

現況写真をご覧ください。立面図をご覧ください。 

色彩基準外の色は１種類ございまして，その面積が一壁面の面積の１０パーセント以内

に納まっておりますので，景観形成基準の色彩基準には適合していると判断いたしました。 

建築物・工作物の景観形成基準におきまして，壁面の地模様を直接規制する方法はなく，

色彩基準のみで景観誘導を図っていくこととなります。 

そうすると，色彩基準に基づいて審査すると，適合していると判断せざると得ないと考え

ています。 

参考資料２４ページをご覧ください。 

そこで，解決策として，部会に３案を提示し，ご議論をしていただきました。 

第１案といたしましては，アクセント色，（色彩基準外の色）の面積算定の方法の変更を

提案しました。アクセント色（色彩基準外の色）と他の色（色彩基準内の色）が連担して使

用する場合，両方の色をアクセント色（色彩基準外の色）として面積に算定しようというも

のです。 

この案の問題点といたしまして，アクセント色（色彩基準外の色）が色彩基準内の色に変

われば，全く問題にはならない。この案であっても壁面の地模様を防ぐことはできない。 

次に，鈴鹿市景観計画ガイドラインとの整合性という問題点があります。商業地の色彩ガ

イドラインでは「賑わいや魅力のある商業地景観の形成に向けた色彩誘導を図ります」とし

ており，賑わいや個性の創出を重視した色彩を認容していることから，この案を採用すると，

施策の不整合が生じる可能性があると思われます。 

次のページをご覧ください。 

第２案と第３案の設計思想といたしましては，市全域ではなく，地区別景観づくり計画区

域に限定して，大規模建築物・工作物の景観誘導を図っていこうというものでございます。 

地区別景観づくり計画は，地区住民の方のご意見を反映した，詳細な景観計画でございま

す。 

このような計画区域であれば，周辺との調和に配慮する要素をてこに，事業者との間で協

議をしながら，景観イメージの共有化を図り，景観誘導することは可能であると考えており

ます。 

そのことを念頭におきまして，解決策を検討いたしますと，第２案では，計画区域の住民

からの意見表明を受け，鈴鹿市が，景観計画の目標にそぐわないと判断できる場合，鈴鹿市

景観審議会や景観まちづくり活動団体の意見を聴きながら，届出者に対して指導助言する

方法が考えられます。 

次のページをご覧ください。 
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第３案では，鈴鹿市と事業者との間で景観協議を行っている中で，鈴鹿市が，景観計画の

目標にそぐわないと判断できる場合，鈴鹿市景観審議会や景観まちづくり活動団体の意見

を聴きながら，協議を行った者に対して協議調整する方法が考えられます。 

次のページをご覧ください。 

「②審査部会への提案」について説明させていただきます。 

前回の審議会で，審査部会の設置に関するご議論をしていただいた中で，不適合の届出対

象行為に対する処分基準を明確にする必要がある旨のご指摘を受けました。 

それを受けて，「審査部会への提案基準」「不適合の届出対象行為への処分基準」について，

専門部会へ提案させていただきました。 

鈴鹿市が審査部会へ処分を提案する基準といたしましては，特定届出対象行為のうち，建

築物・工作物の形態意匠の制限が不適合であるものについて，変更命令等の対象とし，それ

以外の不適合の届出対象行為については，勧告の対象と考えております。また，不適合の届

出対象行為への処分基準については，審査部会での個別審査の実績を踏まえて処分基準を

定めていきたいと考えております。 

以上で，専門部会の報告を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

【議長（村山会長）】 

 ご意見ご質問はありませんか？ 

 専門部会でも案を提示していただいたのですが，それぞれにメリットデメリットがあり

まして結論が出ておりません。引き続き議論をする予定でおります。 

 

【福嶋委員】 

 案２と案３について。大規模建築物を建てようとする場合は届出をして，それについて勧

告や修正等をするということですが，そうすると，デザインや色などについても正確な資料

を提出していただくというのが前提だということですね？ 

 

【都市計画課長】 

 そういうことになります。 

 

【福嶋委員】 

 今までも，デザインの内容については市役所にも提出されていたんですよね？ 

 

【都市計画課長】 

 鈴鹿市全域が景観計画に入っておりますので，一定規模以上の建築物については，これま

でも届出をしていただいております。 
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【議長（村山会長）】 

 実際に，パチンコ店も協議をしていただいて，図面の変遷を見ていると，市役所もかなり

がんばってくださって，当初よりもより良くはなっているのですが，あいまいな基準が多い

ために，精一杯がんばっていただいた結果がこれということです。 

 ということは，仕組みに問題があるということになります。 

案２や案３は，行政だけでは判断しがたいときに，景観審議会が景観市民団体の意見を聴

くことができることによって，助言者側にとって，より強く助言できる体制をつくるという

ことになります。 

 

【福嶋委員】 

 デザインというのは，実際に建ってみないと感覚的にわからないところがあって，非常に

微妙ですよね。 

 

【議長（村山会長）】 

 そうですね。良くできている図面でも，実際に実物を見ると印象が違うこともありますの

で，そういう中で，より良い仕組みをつくっていこうということです。 

 それでは，貴重なご意見をいただきましたので，これで報告事項を終わります。 

 それでは，その他事項について，事務局から説明をお願いします。 

 

【都市計画課長】 

 その他事項といたしまして，今後の地区別景観づくり計画（道伯地区）の策定のスケジュ

ールについて説明させていただきます。 

先ほど，地区別景観づくり計画のご承認をいただきましたので，地区別景観づくり計画の

施行に伴う「鈴鹿市景観規則」の改正及び「地区計画の区域内における景観協議実施に関す

る要綱」の制定の手続きを進めさせていただきたいと考えております。 

これらの一連の手続きが完了次第，「地区別景観づくり計画（道伯地区）の策定に伴う景

観計画の変更」を告示していきたいと考えております。 

以上で，策定スケジュールについての説明をおわります。 

よろしくお願いいたします。 

 

【議長（村山会長）】 

 これで，事項書の内容は全て終了することができました。 

そのほか，鈴鹿市の景観に関する事項について，ご質問やご意見がございましたら，自由

にご発言をお願いします｡ 

 

【豊田委員】 
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 専門部会で議論したことのご報告です。 

先ほどのパチンコ店の件ですが，夜の景観が非常に明るいです。図面で見る段階では，照

明器具が描いてあっても，ああいう風に見えるとはなかなか判断しづらかったのではない

かと思うのですが，今後景観を考える上で，例えば商業地域であっても住宅地が隣接してい

る場合に，夜の景観がどうなるかということも考えていく必要があるという議論になって

います。 

 

【議長（村山会長）】 

 ありがとうございます。 

 それでは，これで第７回景観審議会の議事を終了させていただきます。 

議事進行を事務局へお返しします。 

 

【都市計画課長】  

 ご審議ありがとうございました。 

最後に１点報告がございます。 

本審議会会長の村山会長が，このたび，現在の名古屋大学大学院 環境学研究科 都市環

境学専攻准教授から，東京大学大学院 工学系研究科 都市工学専攻 准教授にご就任さ

れることとなり，村山会長から，本審議会会長を辞したい旨の申出を受けましたことから，

今年度を持ちまして，本審議会会長を辞任されることとなりました。 

村山会長におかれましては，平成２０年度より，本市の景観計画の策定にご尽力をいただ

くとともに，景観審議会会長として，多くの案件についてご審議を賜りました。本当にあり

がとうございました。  

それでは，村山会長より，一言ご挨拶をいただきたいと思います。 

 

   【村山会長 ご挨拶】 

 

【都市整備部次長】 

 ありがとうございました。 

村山会長，本市の景観審議会へのこれまでのご尽力，誠にありがとうございました。 

村山会長におかれましては，本審議会会長を辞任されますが，引き続き，審議会委員とし

てご指導を賜りたいと考えております。よろしくお願い申し上げます。 

なお，審議会会長の選任につきましては，鈴鹿市景観審議会運営要領第３条第２項の規定

により，次回の景観審議会で会長の選任をさせていただきたいと考えております。 

よろしくお願い申し上げます。 

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｡ 

本日はどうもありがとうございました。 
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上記のとおり第７回鈴鹿市景観審議会の議事の経過及びその結果を明確にするために 

この議事録を作成し，議事録署名人２人が署名する。 

 

         平成２６年２月１４日 

 

署名人  市  川  哲  夫 

           （原本は自署） 

署名人  伊  藤     睦 

                               （原本は自署） 


