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第１回 鈴鹿市景観審議会 専門部会 会議録（要約） 

 

１ 開 催 日 時   平成２６年１月１７日（金）１０：００～１２：００ 

２ 開 催 場 所   鈴鹿市役所 本館１２階 １２０１会議室 

３ 出 席 委 員   木下誠一（部会長），松浦健治郎，豊田由紀美，村山顕人，吉島隆子 

４ 出 席 職 員   都市整備部次長 谷口誠，都市計画課長 太田芳雄 

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）「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 

     ①「鈴鹿市景観計画の理念と景観づくりの目標」について 

     ②景観法・屋外広告物法の運用上の課題について 

     ③景観法・屋外広告物法の運用上の課題とその解決策（案）の検討スケジュール

（案）について 

   （２）大規模建築物・工作物の規制・誘導について（当面の課題） 

     ①建築物の壁面の地模様の規制 

     ②審査部会への提案について 

６ 傍聴の可否   可 

７ 傍 聴 者   なし 

８ 議事録署名人  豊田由紀美 部会員，松浦健治郎 部会員 

９ 配 布 資 料  

   （事前配布資料）・事項書 

           ・議案書 

           ・資料 

           ・鈴鹿市景観審議会部会員名簿 

           ・鈴鹿市景観審議会の部会の運営に関する要領 

           ・第６回景観審議会議案書（一部抜粋） 

 

１０ 部会の内容（要約） 

【都市計画課長】 

部会員の皆様には，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１回鈴鹿市景観審議会専門部会を開催させていただ

きます｡ 

遅ればせながら，本日司会進行いたします都市計画課長の太田でございます。よろしくお

願いいたします。 
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 まず最初に，都市整備部次長よりあいさつを申し上げます｡ 

 

【都市整備部次長】  

景観審議会専門部会の部会員の皆様には，お忙しい中お集まりいただき，ありがとうござ

います。 

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。 

本日は，第１回目の専門部会でございます。 

遅ればせながら，部会員の皆様には，専門部会員をお願いしましたところ，快くお引き受

けいただき，ありがとうございました。皆様のお力をお借りして，本市の景観行政をより発

展したものにしていきたいと存じますので，よろしくお願いいたします。 

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，景観行政団体も，平成２５年３月末時点で５７

５団体にまで増えており，県内でも本年度津市が景観行政団体となり１０団体にまで増え

ております。 

本市におきましても，平成２３年１月１日より鈴鹿市景観計画の運用を開始し，ちょうど

３年が経過いたしました。 

その間，大規模建築物・工作物の届出による良好な景観への誘導や，「佐佐木信綱生家」

の景観重要建造物及び「長太の大楠」の景観重要樹木の指定を行ってまいりました。 

このように，本市は鈴鹿市景観計画の運用を開始して以来，景観審議会の委員の皆様のご

指導ご鞭撻のおかげで鈴鹿市の景観行政も一歩一歩前進しております。 

しかしながら，景観計画の運用を行う中で，課題も見えてまいりましたことから，昨年１

０月３１日に開催されました第６回景観審議会におきまして，景観計画の運用上の課題を

解決するため，新たに景観審議会の部会の設置のご了承をいただき，本日，第１回目の専門

部会を開催する運びになりました。 

部会員の皆様，よろしくお願い申し上げます。 

本日の議題は，「景観法・屋外広告物法の運用上の課題」と「大規模建築物・工作物の規

制誘導」を考えております。 

この後，担当より説明させますので，部会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】 

 それでは，事項書にそって進めさせていただきます。 

専門部会の発足にあたりまして，ここで，改めまして部会員の皆様方を部会員名簿により，

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。 
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なお，本日，春山成子(はるやま しげこ)先生はご都合がつかなかったためご欠席とのこ

とです。  

≪別紙名簿により紹介≫ 

改めまして，部会員の皆様，よろしくお願い申し上げます。 

続きまして，事務局の自己紹介をさせていただきます。 

 ≪事務局，自己紹介≫ 

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。 

 ≪資料等の確認≫ 

 昨年１０月３１日に開催しました第６回景観審議会でご承認をいただき，１１月１５日

に施行しました，「鈴鹿市景観審議会の部会の運営に関する要領」について説明いたします。 

第１条では「要領の趣旨」が規定されています。「この要領は，鈴鹿市景観づくり条例（平

成２０年鈴鹿市条例第２９号）（以下「条例」という。）第１８条第５項の規定に基づき設置

する鈴鹿市景観審議会（以下「審議会」という。）の部会（以下「部会」という。）の運営に

関し必要な事項を定めるものとする。」としており，この要領で，部会の所掌事項，組織，

部会長，部会の会議，任期，公開，報告，その他の項目を規定しております。 

次に，第６回景観審議会におきまして，設置の承認をいただきました専門部会の審議内容

について説明いたします。 

審議内容といたしましては，平成２５年度から平成２７年度にかけて，景観法・屋外広告

物法の運用上の課題の整理とその解決策をお願いしたいと存じます。 

続きまして，部会長の選出にうつりたいと存じます。 

部会長の選出につきましては，「鈴鹿市景観審議会の部会の運営に関する要領」第５条第

１項にもとづき，部会長は部会員の方からの互選によって選ぶこととなっております。 

  ≪「事務局一任」の声あり≫ 

 ただ今「事務局一任」とのお声をいただいたことから，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。 

では，部会長に木下部会員を推薦させていただきます。 

木下先生は，三重短期大学生活科学科准教授としてお勤めでございます。『建築計画』『建

築設計』をご専門とされております。 

 ≪「異議なし」の声あり≫ 

皆様にご賛同いただいたことから，木下先生に部会長をお願いしたいと存じます。木下先

生，部会長席へお移りください。それでは，木下部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。 

 

【木下部会長】 

 三重短期大学の木下です。今回，部会長という大役を仰せつかりまして，私で務まるかど

うか不安ではありますが，みなさんにご協力いただきながら，今回の課題である景観法の運
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用課題の解決に向けて取り組みたいと思っておりますので，よろしくお願いします。 

 

【都市計画課長】 

 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。 

また，本日の傍聴人は，来られていません。 

それでは，木下部会長，議事進行をよろしくお願いいたします。 

 

【木下部会長】 

それでは，規定によりまして私が議長を務めさせていただきますので，よろしくお願い申

し上げます。 

本日は，第１回目の専門部会の開催でありますことから，私に事故等があったときに備え

まして，要領第５条第３項に規定しております職務代理者を指名させていただきたいと思

います。 

皆様それぞれ見識ある方でございますが，松浦部会員にお願いしたいと思います。よろし

くお願いします。 

松浦先生，職務代理者席にお移りください。一言ご挨拶をお願いいたします。 

 

【松浦部会員】 

 ご指名をいただきましたので，職務代理者を務めさせていただきます。 

 よろしくお願いします。 

 

【木下部会長】 

 本日は，部会員数６名中５名の部会員の方にご出席をいただき，２分の１に達しておりま

すので，要領第６条第２項の規定により専門部会は成立しておりますことを報告します｡ 

 議事に先立ちまして，要領第１０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。そうすると，本日の議事録署名人は豊田部会員と松浦部会員になり

ます。部会員の皆様，よろしいでしょうか。 

豊田先生と松浦先生，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，進めてまいり

ます。 

「（１）「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，事務局か

ら説明をお願いします。 

 

【事務局（西野）】 
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 「議題（１）景観法・屋外広告物法の運用上の課題とその解決策（案）」のうち，「①「鈴

鹿市景観計画の理念と景観づくりの目標」について，「②景観法・屋外広告物法の運用上の

課題」について，あわせて，説明させていただきます。 

議案書の２ページ並びに鈴鹿市景観計画の２ページをご覧ください。 

はじめに，平成２２年１０月１日に告示した「鈴鹿市景観計画」に定められている「鈴鹿

市景観計画の理念と景観づくりの目標」について，部会員の皆様と内容を確認させていただ

きたいと存じます。 

鈴鹿市景観計画の理念を，「鈴鹿らしさを次の世代に伝える景観づくり」と定めており， 

その理念を実現するための「景観づくりの目標」と「具体的なストーリー」が「鈴鹿市景観

計画」の中に設定されております。 

議案書３ページをご覧ください。 

「②景観法・屋外広告物法の運用上の課題」について，説明させていただきます。 

本日の部会で，各テーマの運用上の課題と解決の方向性についてご協議をお願いし，部会

と事務局で認識の共有を図らせていただきたいと考えております。 

そして，施策，優先順位等につきましては，現時点での検討案でございまして，本日のご

議論に基づきまして，次回の専門部会で，先進事例も踏まえながら，施策の具体的な内容，

優先時期等をご提案させていただきたいと考えております。 

「（１）景観計画の推進」という視点から，運用上の課題を整理すると，課題①としては，

「景観計画の理念を実現化するための市民・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状況にある。」という課題があります。 

その課題を受けて，解決の方向性としては，方向性①「オール鈴鹿で景観形成の推進」を

かかげており，具体的には「鈴鹿の景観について，方向性を定めて市民と一体となって景観

形成を進めるため，現景観計画の景観類型別の方針に基づいて，市民・事業者・行政内での

景観イメージの共有に取り組む。」としております。 

その方向性を受けて，施策としては施策①と②を検討しており，施策①では「市民・事業

者の意識の醸成」を考えております。 

現在，年１回の景観通信を発行しており，今年度で通算６回となります。今後も継続して

質の高いものを目指すとともに，機会をみて効果的に景観イベントの開催も検討していき

たいと考えております。 

施策②では「地区別景観づくり計画区域の景観形成庁内推進会議の創設」を考えておりま

す。 

「（２）建築物・工作物の景観誘導」という視点から，運用上の課題を整理すると，課題

②から④が考えられます。 

課題②としては，「景観形成基準が総花的なものになっており，審査基準があいまいなも

のとなっている。」という問題があると考えています。 

その課題を受けて，解決の方向性としては，方向性②「景観類型別の景観形成基準の設定」
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をかかげており，具体的には「現景観類型別の方針に基づく景観形成を進めるため，現在の

景観形成基準及びガイドラインをもとに類型別の景観形成基準を設定する。また，景観形成

基準の法的性質を明らかにするため、遵守事項と協議事項に区分する。」としております。 

その方向性を受けて，施策としては，施策③では「景観類型別の景観形成基準の設定」を

考えており，届出の審査に係ることであることから，早急に対応する必要があり，そのため

には，景観計画の見直しが必要となります。 

課題③としては，「建築物の壁面の地模様が景観形成基準の色彩基準の枠内であれば過激

なものでも問題ないもの，つまり，適法として取り扱いがされる。」という問題があります。 

その課題を受けて，具体的な解決策の内容につきましては，議題（２）の項目で行います

ので，ここでの説明は省略します。 

課題④としては，「景観形成基準のうち定性的基準となっているものは，事業者と鈴鹿市

との間で届出地の景観形成のイメージの共有化が図りにくい状況にある。」という問題があ

ります。 

その課題を受けて，解決の方向性としては，方向性④「事業者との調整の仕組みづくり」

をかかげており，具体的には「景観形成基準の協議事項について、事業者と鈴鹿市との間で，

事前協議を行いながら，景観形成の具体的な整備内容を明確にし，届出地の景観形成のイメ

ージを共有していく。」としております。 

その方向性を受けて，施策としては，施策⑥では「大規模建築物・工作物の届出に伴う事

前協議制度の創設」を考えており，届出の審査に係ることであることから，早急に対応する

必要があり，そのためには，景観条例の見直しが必要となります。 

「（３）屋外広告物の規制・誘導」という視点から，運用上の課題を整理すると，課題⑤

と⑥があげられます。 

課題⑤として，「屋外広告物は，景観上重要な要素であるが，景観計画には，屋外広告物

に対する規制誘導方針が定まっていない。」という問題があると考えております。 

その課題を受けて，解決の方向性としては，方向性⑤「屋外広告物の規制誘導」をかかげ

ており，具体的には「景観に大きな影響を及ぼすおそれのある大規模な屋外広告物について，

景観類型別の方針にそった景観の規制誘導を図っていく。」としております。 

その方向性を受けて，施策としては，施策⑦では「屋外広告物の景観形成の基本方針の策

定」を考えており，景観計画の見直しが必要になります。 

課題⑥としては，「屋外広告物は景観法の届出の適用外（景観法施行令第 10 条第 4 号）」

となるため，法の実効性は屋外広告物条例で担保することになります。 

しかし，現在，三重県条例での運用となっているため，きめ細やかな規制を行うことは難

しい。」という問題があります。 

その課題を受けて，解決の方向性としては，方向性⑥「(仮)鈴鹿市屋外広告物条例の制定」

をかかげており，具体的には「屋外広告物の景観誘導を図るために、(仮)鈴鹿市屋外広告物

条例を制定し，法の実効性を担保する。」としております。 
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その方向性を受けて，施策としては，施策⑧では「(仮)鈴鹿市屋外広告物条例の制定」を

考えております。屋外広告物の規制・誘導に関する施策については，中期的なスパンで，景

観計画の見直し，新規条例の制定，新規条例の運用マニュアルの策定等総合的な検討を行っ

ていきたいと考えております。 

少し長くなりましたので，ここで，今まで説明させていただいた内容につきまして，ご意

見・ご質問をお受けいたしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

【木下部会長】 

 ご意見・ご質問があればお願いします。 

 この会議の認識としては，運用上の課題と解決の方向性についての議論ということです

ね。 

 

【事務局（西野）】 

 はい。もちろん施策等の優先順位などについてもご意見をいただいて，次の部会にそれを

反映していくという形でご意見をいただければと思います。 

 

【村山部会員】 

 課題②についてですが，景観形成基準が総花的になって基準があいまいであるというの

はそのとおりなのですが，景観計画をつくるときにどのくらい基準を厳しく設定するかが

議論となりました。 

その当時は，全市の計画をつくるので，市が勝手に細かいことまで決められないという結

論になりまして，結果的にあいまいな基準に留めたという経緯があります。 

ですので，これから少し時間をかけて，景観類型別に景観形成基準をもう少し詳細に設定

していくということは基本的に良いことだと思うのですが，当初その当時に考えていたこ

とは，地区別景観づくり計画の取り組みとそれを連動させていくということだったんです

ね。 

要は，施策③に書いてあるように，景観形成基準をより詳細に類型別にやっていくとなる

と，そこに関わる市民の方や事業者さんの参加をお願いしながら内容についてある程度合

意を図っていくようにするには，全ての類型を一度にはできないと。だから，景観上の課題

がある場所で地区を特定して，必要に応じて景観形成基準を考えていけばよいかなと思っ

ていました。 

ですので，質問と提案ですが，施策③のところで，これを全市すべての類型について一度

にやるのではなくて，特に何か問題があるところでまずパイロット的に先行的に参加型で

やってみてはどうかと思いますが，具体的な進め方について事務局はどうお考えですか？ 

 

【事務局（西野）】 
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 景観計画の１６ページに景観類型別の方針が定められており，その中に鈴鹿山脈や山麓，

丘陵地，平野部水田地などそれぞれの特性が，景観形成の方針という形で取りまとめられて

おります。 

 これに関しまして実務上の話をさせていただきますと，この景観形成基準の３４ページ

に「（２）個別事項①建築物・工作物」が書かれております。また景観のガイドラインの 

１０ページには「配置・規模」として「山なみや田園の広がりなど，周辺の自然的な景観と

の調和に配慮した配置・規模にすること」というふうに書かれており，基準のねらいとして

「本市の自然的景観の特徴である鈴鹿山脈の山なみや広がりのある田園風景などとの調和

を図るため，建築物などの高さの抑制や，敷地にゆとりを持たせた配置などの配慮を行うこ

とが必要です。」と書かれています。 

このように，景観形成基準と景観ガイドラインの両方には，基本的に自然的な景観に関す

ることが書かれていると認識しており，こういうものについて，できれば，自然景観として

景観形成の方針の中にぶらさがるような形で整理していくことはできないかと考えており

ます。 

 決して，今まで決めたことをあえて逸脱することではなく，両方にまたがるものについて

は，わかりやすいように整理をさせていただきたいと考えております。 

 今後，事務局案を出させていただき，専門部会でご提案し，進む方向をご協議いただきた

いと思っております。 

 

【村山部会員】 

 そうしますと，例えば，今挙げてくださった建築物の高さの抑制などは，具体的な高さを

設定するとなれば基準が明確になりますが，それを追求するのではなくて，２つの冊子にま

たがっている内容を整理して，景観計画にまとめるということですか？ 

 

【事務局（西野）】 

そういうイメージで考えております。 

 

【木下部会長】 

 基準を詳細化するということか？ 

 

【事務局（西野）】 

 編集しなおすというか，運用上は，実際には守るのがなかなか難しい実態があります。設

計事務所や市など，同じ基準に基づいているのにも関わらず解釈がバラバラになっている

ところがあるので，明確にしていきたいと思います。 

 

【村山部会員】 
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 事業者さんはお読みになりますか？ 

 

【事務局（西野）】 

 はい。市街地の真ん中で自然環境にあまり考慮しなくてもよいような場所があった場合，

こういう基準があることでかえって悩まれることがありまして，その場合は「該当しない」

とお話しさせていただくことがあります。 

ただ，事業者さんや市民の方にはなかなかわかりづらいというのがありますので，お互い

わかるような基準の定め方にしたほうが，事務上は良いのではないかと思っております。 

 

【豊田部会員】 

 届出が必要な基準というのが高さ１０メートル超で建築面積１，０００平方メートル超

という大規模なものであるために，実際景観のルールを決めても，それを建築士なりが届け

出る必要がないわけですね。それを遵守してやってくださいといっても，なかなか本当に進

められているかをチェックすることがないと思います。 

基準以上のものは，今まで何件くらい出てきているのですか？ そういう統計を取られ

て課題が出てきているわけですよね？ 

 

【事務局（西野）】 

 大規模な建築物に関する課題というのは，どちらかというと審査する段階での課題とい

う認識をしております。 

豊田先生がおっしゃったのは，大規模なものだけ規制するのではなく，もう少し細かなと

ころについても規制するべきということですか？ 

 

【豊田部会員】 

 規制するのではなくて啓蒙するという意味です。 

実は道路計画についても１０年一緒にやらせていただいていますが，１０年前までは鈴

鹿市の道路は途中で止まっているようなものがありましたが，今は中勢バイパスや北勢バ

イパスがどんどん進んできております。３０年には新名神高速道路が通って，その椿の一番

里山のところにパーキングエリアとスマートインターができて，そこから市街地に向けて

道路が大きく流れてきますね。鈴鹿亀山道路についても，新名神の亀山のジャンクションか

ら鈴鹿市の市街地に向けて道路が造られる状態になってきています。 

先ほどの説明の中に，中期的な時間を使って屋外広告物の規制をつくっていくという話

がありましたが，道路ができるとその沿線が絶対といっていいほど市街化みたいな景観に

なってくる傾向があるので，都市計画のほうが先行していくべきだと思っています。 

今後は，無秩序なまちづくりをするのではなくて，これから発展していくまちや沿線の地

区の人たちに啓蒙して，景観法に基づいたセンスの良いまちになっていってほしい，鈴鹿な
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らではのまちになってほしいと思っています。 

 先ほど村山先生がおっしゃったように，地区をひとつ決めて，そこで住民さんを巻き込ん

だようなことをしていくのもひとつですよね。これから中勢バイパスがどんどん進んでい

く地区の方たちと一度やってみるというのも必要ではないかと思っています。 

 

【木下部会長】 

 届出されないような小さな物件も含めて，どのように啓蒙していくかということと，詳細

について地区別に詰めていく必要があるのではないかということですね。 

 

【豊田部会員】 

 そうですね。あとは時期的なものですね。進んでからでは遅いので。 

 

【木下部会長】 

 それに関連して，現在届出するものについては，事前相談が義務付けられていますが，そ

れでは十分でなくて事前協議にするということですが，事前相談と事前協議のイメージの

違いは？ 

 

【事務局（西野）】 

 当初，事前相談がつくられた背景というのは，景観法に馴染みがなく届け出に手馴れてい

ないということもあって，市としては啓蒙をかけていくことも目的として，事前に相談を受

けましょうということだったと思います。ただ，それについては，出してもらうことがゴー

ルというようなところもありました。 

今回，事前協議にしていこうという考え方の中には，課題②の解決の方向性の中で，類型

別にやっていこうということと，事業者さん・設計事務所さん・市民の方 ・々市が協議して，

景観計画の中で必ず守らないといけないものと景観の整備イメージをある程度同じにして

進めていこうということを考えておりますので，事前協議制度を設けなければならないと

考えております。 

 また，行政上の話になりますが，届出というのは法的に届け出て終わりとなり，実質の協

議ができないということになっております。そのため，明確に協議をして，その中で進めて

いただくよう対応していってはどうかと思っております。 

 

【松浦部会員】 

 さきほどの課題②の話で，形成基準と類型別に対応をつけるということでしたが，運用の

課題を見ると，形成基準のほうが総花的になっていて，審査基準があいまいになっていると。

そして，ガイドラインも含めて類型別・構造別景観形成基準に該当するかを判断することは

できるが，景観形成基準のみでは判断は難しいとなっていますね。 
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これを見ると，村山先生のおっしゃるように，この基準があいまいであるというのが課題

に見えるのですが，そうではないという理解で本当にいいですか？ 

 

【事務局（西野）】 

 景観形成基準とういのが３４・３５ページに書かれておりますが，審査基準があいまいと

いう書き方が少し良くないと思いますので，この辺を整理させていただきたいと思います。 

 

【松浦部会員】 

 類型別にこれを整理するという？ 

 

【事務局（西野）】 

 はい，これを類型別に整理したり，ガイドラインも入れてもう少し補強したものにして，

それを類型別につくるというイメージです。 

 

【松浦部会員】 

 ガイドライン自体はこのままで問題ない？ 

 

【事務局（西野）】 

 はい，問題ないと思っています。両方とも問題はありません。ただ，類型別にまとめなお

して解りやすくしていきたいと思っております。 

 

【豊田部会員】 

 具体的に言うと，後で出てくる物件とかに対して，色はＯＫであっても運用についてまで

は書いてなかったということです。 

計画をつくるときにどこまで書くかについては議論をしたけれども，このあたりで留め

ておくということにしたことが問題だと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 次回に具体的なイメージを提示させていただいてから，議論をお願いしたいと思います。 

 

【木下部会長】 

 時間の都合上もあるので，次の議題に移ります。 

 

【事務局（西野）】 

 それでは，引き続き４ページ目をご覧ください。 

「（４）景観資源の保全活用」という視点から，運用上の課題を整理すると，課題⑦とし
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ては，「景観資源（自然・緑・農地・寺社仏閣など）は，景観上重要な要素であるが，その

実態を把握しておらず，保全活用が定まっていない状況にある。」という課題があると考え

ております。 

その課題を受けて，解決の方向性としては，方向性⑦と⑧が考えられます。 

方向性⑦では「景観資源の抽出と認知度の強化」をかかげており，具体的には「全市的な

景観資源の調査を実施し，その資源の抽出を行う。そして，市民への情報提供を図り，これ

らへの認知度を高めていく。」としております。 

その方向性を受けて，施策としては施策⑨と⑩を検討しております。 

施策⑨では「鈴鹿市景観資源図・同台帳の作成」，施策⑩では「すずか景観百選の創設」

を考えております。 

鈴鹿らしい景観づくりを進めるうえで，鈴鹿市特有の良好な景観資源を把握し保全活用

するための基本となる施策であることから，早急に対応する必要があり，そのためには，景

観計画の見直しや各種制度の整備が必要となります。 

方向性⑧では「景観形成上重要な景観資源の保全活用」をかかげており，具体的には「鈴

鹿らしい景観を形成する要素として，重要な景観資源の保全活用を推進し，市民の景観まち

づくり活動の取組みにつなげていく。」としております。 

その方向性を受けて，施策としては施策⑪から⑮を検討しております。 

施策⑪では「景観重要建造物・景観重要樹木の指定促進」，施策⑫では「景観農業振興地

域整備計画の策定」，施策⑬では「文化財保護法に基づく重要文化財等の指定促進」，施策⑭

では「都市緑地法に基づく特別緑地保全地区，市民緑地制度の指定活用」，施策⑮では「(仮)

景観形成重要文化施設の指定制度の創設」を考えております。 

「（５）都市の魅力的な空間の創造」という視点から，運用上の課題を整理すると，課題

⑧から⑪があげられます。 

課題⑧としては，「景観上配慮された建築物の正当な評価がなされていない。」という問題

があると考えています。 

課題⑨としては，「自己だけが目立とうとまわりの景観を無視したり，まちのイメージを

壊してしまう広告看板が見受けられる。」という問題があります。 

課題⑧⑨を受けて，解決の方向性としては，方向性⑨「魅力ある景観形成への誘導」をか

かげており，具体的には「魅力ある景観形成に寄与した建築物・工作物・屋外広告物の創造

を誘導し，そのつながりによって，都市全体の魅力向上を図っていく。」としております。 

その方向性を受けて，施策としては施策⑯と⑰を検討しており，施策⑯では「建築物・屋

外広告物の表彰制度の創設」，施策⑰では「優秀広告物の特例措置制度の創設」を考えてい

ます。 

これらの施策は，屋外広告物の規制・誘導に関する施策とあわせて検討していきたいと考

えております。 

課題⑩としては，「公園，道路，河川，橋梁，下水道などの公共施設は，景観上重要な要
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素である。景観形成の目標に沿った魅力的な景観デザインになっていない状況にある。」と

いう課題があります。 

その課題を受けて，解決の方向性としては，方向性⑩「魅力ある公共施設への景観誘導」

をかかげており，具体的には「魅力ある景観形成を図るため，デザイン性の高い公共空間づ

くりを実施し，魅力ある場所づくりに取り組む。」としております。 

その方向性を受けて，施策としては，施策⑱と⑲を検討しております。 

施策⑱では「景観重要公共施設の指定促進」，施策⑲では「公共空間デザイン指針の作成」

を考えております。 

課題⑪としては「椿大神社，鈴鹿サーキット，神戸城跡，駅前商業地（神戸，白子，平田）

など鈴鹿を代表するエリアは景観上重要な要素であるが，景観形成の目標に沿ったデザイ

ンとなっていない状況にある。」という課題があると考えております。 

その課題を受けて，解決の方向性としては，方向性⑪「顔となる地区での重点的な景観形

成」をかかげており，具体的には「市が景観上重点的に施策を実施していくべき地区（景観

重点地区）について，きめ細やかな整備方針や基準の策定，助成の実施などに積極的な取組

みを行い，地域の特性に応じた特色のある景観形成を促進させる。」としております。 

その方向性を受けて，施策としては，施策⑳と㉑を検討しております。 

施策⑳では「景観重点地区での地区別景観づくり計画の策定」，施策㉑では「景観重点地

区での景観施策の実施」を考えております。 

「（６）地区別景観づくり計画の推進」という視点から，運用上の課題を整理すると，課

題⑫としては，「鈴鹿らしい良好な景観を保全・創出を図るために，市民と協働して「地区

別景観まちづくり計画」を策定することが最も重要であり、景観施策の要であります。 

しかし，現在，地元の景観づくり活動を支援する制度がなく，市民が主体となって，地区

別景観まちづくり計画を策定するに至っていない。」という状況にあり，最も重要な課題で

あると考えております。 

その課題を受けて，解決の方向性としては，方向性⑫と⑬が考えられます。 

方向性⑫では「地区別景観づくりの推進」をかかげており，具体的には「地区の特性を活

かした魅力的な景観形成に取組む市民の自主的な活動について，活動のきっかけづくりや

サポートを行うなど，積極的な支援を行う。また，景観形成への取組みに対して市民による

景観づくりを専門家派遣などの技術的支援を行う。」としております。 

その方向性を受けて，施策としては施策㉑から㉕を検討しております。 

施策㉒では「地区別景観まちづくりガイドブックの作成」，施策㉓では「景観形成市民団

体制度の創設」，施策㉔では「(仮)景観アドバイザー派遣制度の創設」，施策㉕では「提案制

度の対象面積引き下げによる地区住民等による景観計画提案の促進」を考えております。 

これらの施策を総合的に実行することで，「地区別景観づくり計画」の策定が促進される

ことから，早急に対応をしていきたいと考えております。 

方向性⑬では「緑化推進施策の充実」とし，具体的には「里山樹林地や市街地の緑・花を
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まもり育てるための市民活動について支援を行う。」としております。 

その方向性を受けて，施策㉖では「民有地の緑の保全・活用の推進」を考えております。 

以上で，「（１）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」のうち，

「①鈴鹿市景観計画の理念と景観づくりの目標について」，「②景観法・屋外広告物法の運用

上の課題について」の説明を終わらせていただきます。 

ご審議をよろしくお願いいたします。 

 

【木下部会長】 

 今の説明に対して，ご質問・ご意見はありますか？ 

 

【松浦部会員】 

 課題⑪の話で，顔となる地区に対して重点的に景観計画をしていくということは良いと

思いますが，豊田先生が言われたように，これから市街化が進んでいくような地区に対して

景観形成を誘導していくということを盛り込まなくてもいいのかなと思いますが，どうで

しょうか？ 

 

【村山部会員】 

 盛り込むべきだと思います。実際に道伯地区といって住宅開発が進むところがあります

が，そこは事業者さんが１社なので，地区別景観づくり計画をつくっていただいたのですが，

それは第１号ですよね。 

 

【事務局（西野）】 

 まだ，できておりません。次回の審議会でお諮りする予定です。 

 

【村山部会員】 

 そうですか。そういう形で，新しく開発する地区の道路の沿道などをターゲットにすると

いうことですよね。 

 

【木下部会長】 

 少し教えていただきたいのですが，地区別景観づくり計画の「地区」と，景観重点地区の

「地区」は，どういう区別があるのですか？ 

 

【事務局（西野）】 

 景観重点地区は，市が施策として重点的に景観づくりを実行していかなければならない

と考えている地区という意味です。今のところは実際にはないのですが。 

 地区別景観づくり計画の地区については，市内で住民の方々が手を挙げていただいた地
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区全てが地区別景観づくり計画の対象となってくるということになります。 

なるべくたくさん住民の方々に参加していただいてつくりたいと思っています。 

 

【松浦部会員】 

 地区別景観づくり計画を定めているところの中で，さらに重点地区という形で，量的に

は？ 

 

【事務局（西野）】 

 重点地区というのは切り離して考えていただき，地区別景観づくり地区というのはそれ

ぞれどこでも住民の方々がある区域で手を挙げていただいたら対象となります。 

どちらかといえば，重点地区は市の顔になるにあたり，重点的に実行していくという考え

です。 

 

【豊田部会員】 

 屋外看板について気になるのですが，課題⑨に「自己だけが目立とうとまわりの景観を無

視したり，まちのイメージを壊してしまう広告看板が見受けられる」とあります。私の感覚

が麻痺しているのかもしれないですが，市内を走っていて，市はどのエリアのどの看板あた

りが問題だとお考えですか？  

例えば，中央道路のような商店がひしめきあっているところでは，自分のところの看板を

どうしても目立たせたいとしても結果的にあまり目立ってないというエリアもあれば，建

物が少ない地域では目立ってしまうのも仕方がないとしても，運用上の課題としてこのよ

うに書いてしまうと，実務者としては，何もかもダメなのか，どこの地区でもダメなのかと

思ってしまいます。良い場所と良くない場所を明確にしていかないといけないのではない

かと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 場所によって変わってくると認識しております。 

例えば，見方は人それぞれだと思いますが，例えば，国道２３号線で建物一面を使って建

物全体で表現しているものが若干見受けられますが，それが中央道路であれば，豊田先生が

おっしゃられるように少し質が違ってくると思います。 

これに関しましては，規制することももちろん必要ではあるものの，どちらかといえば，

良い看板を表彰するなどして，良い内容に誘導するような施策をとっていきたい，またそれ

によって，まちの人たちが認識していただきたいと思っております。建物についても同様で，

良いデザインものなどについて表彰するなどして，魅力ある空間をどんどんつくっていき

たいと考えております。 
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【豊田部会員】 

 良いか良くないか，好きか嫌いかは人それぞれなので，「良い看板や建物を」というとこ

ろが一番難しいのではないかと思います。 

 

【村山部会員】 

 施策⑨⑩の全市的に景観資源図や景観百選をつくっていくということですが，これは具

体的にどのように調査をしていきますか？ 

 

【事務局（西野）】 

 過去に作られた鈴鹿市景観資源マップというのがありますので，それをたたき台にして

いきたいと思っております。文化施設に関するものについては，三重県でそういう資源につ

いてある程度まとめたものがありますので，まずはそういう既存の資料を整理していこう

かと考えております。 

 鈴鹿百選も同時並行でやっていくと思いますが，制度を創設して，市の職員ではなく，市

民の方から良いものについて教えていただくような形で調査し，それを資源として加えて，

景観資源図としてまとめていきたいと考えております。 

施策として具体的なことは，他市の事例も含めながら，実際にどういうものをつくってい

くかを今後検討していきたいと思っております。 

 

【村山部会員】 

 少し気になったのですが，施策㉒以降で景観計画を遂行していくときに，おそらく参加型

でまちをあるいて，そのまちの景観資源を把握するということから始まると思いますが，全

市でやろうとすると大変な労力になってしまうという問題がありますので，地区別で進め

て，長年かけて結果的に市を網羅する形で資源図をつくるというのでもよいのではと思い

ます。 

また，景観資源図や百選をつくってしまうと，その景観を守るために今後どうするのかと

いう次の問題が出てきます。景観重要建造物や重要樹木への指定の話になった場合，例えば

持ち主が実は取り壊したいと考えていると，良いと評価されても掲載されるのは困るとい

うことになります。 

資源図や百選をつくることが目的化すると，後々困ることがあると思います。あくまでも，

市として景観重要建造物等を指定するためのデータベースづくりと捉えていくほうがよい

のではないかと思います。 

 

【豊田部会員】 

 同じで，施策が盛りだくさんすぎて，これだけ本当にできるのかと思います。 

優先順位があると思いますが，それぞれの施策にはかなりの時間が必要だと思いますの
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で，今できることは何かということから始めていくとよいのではないかと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 優先順位などは，次回にもう少しわかりやすく表記できるよう，詰めていきたいと思って

おります。 

 

【村山部会員】 

 私もそれが気になっていました。他の自治体を見ても，限られたマンパワーの中で，全市

的に幅を広げたり，いろんな施策を一度にやっていくと，結局調査段階で全部終わってしま

い，その後の具体的な規制や地区別協議の仕組みづくりなど，つくったり守ったりするほう

までなかなかたどり着かないということがあり，その間にどんどん建設活動などが行われ

て景観がどんどん変わっていってしまうという苦い経験があります。 

 幅広くというよりは，いろんなアプローチがあると思いますが，私は，地区別にアプロー

チしていって，現状分析して資源をつくって，そこから具体的な施策を展開して，実際に物

ができるまでを，ターゲットを絞ってやってみて，それをモデルにするというのが良いので

はないかと思います。 

 優先順位のつけ方は，次回是非議論したいと思います。 

 

【木下部会長】 

 それでは次の議題にうつりたいと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 引き続き，「③景観法・屋外広告物法の運用上の課題とその解決策(案)の検討スケジュー

ル(案)」について，説明させていただきます。 

 先ほど，ご議論をいただきました「景観法・屋外広告物法の運用上の課題について」をベ

ースにして，平成２６年６月開催予定の第２回専門部会におきまして，他の先進事例を踏ま

えた，施策の具体的な内容と優先順位をご協議いただき，そこで「景観法・屋外広告物法の

運用上の課題とその解決策」部会案の策定をお願いしたいと考えております。 

 そして，平成２６年７月開催予定の第８回景観審議会におきまして，さきほどの部会案を

もとに，審議会でご協議をいただき，「景観法・屋外広告物法の運用上の課題とその解決策」

のご承認をいただきたいと考えております。 

 それ以降，専門部会６回，景観審議会３回の開催を予定しており，そこでは，ご承認いた

だいた施策を実現するために，優先順位の高いものから，景観計画の見直し，条例の改定，

各種制度の構築などを市の方で検討し，専門部会でその検討案をご審議いただき，景観審議

会で了承を得て施策を実行していこうと考えております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 
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 ご審議をよろしくお願いいたします。 

 

【木下部会長】 

 ご意見・ご質問はどうでしょうか？  

   ≪意見なし≫ 

 特にご意見もないようですので，次の議題にうつります。 

 

【事務局(西野)】 

それでは，「議題（２）大規模建築物・工作物の規制・誘導」について「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。 

議案書６ページをご覧ください。 

建築物・工作物の景観形成基準において，壁面の地模様に関する直接の規制方法はなく，

外観の色彩基準のみで誘導を図っています。 

地模様の表現内容を規制することはできないことから，その色彩基準内であれば，過激な

地模様でも問題のないもの，つまり適法として取扱われています。 

具体的な事例として，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。立面図をご覧いただきますと，アクセント色はこの３種類

で一壁面の１０パーセント以内に収まっております。 

次に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。立面図をご覧いただきますと，アクセント色は

この１種類で一壁面の１０パーセント以内に収まっております。 

議案書７ページをご覧ください。 

「（２）規制へのアプローチ」として，これらの壁面の地模様を景観誘導するための方策

として，景観法に基づく景観誘導と屋外広告物条例に基づく規制が考えられます。 

景観法に基づく景観誘導として，現景観計画の景観形成基準の色彩基準で，「ｂ）周辺の

景観との調和に配慮した色彩とすること」と謳われており，この基準を切り口にして地模様

に対する景観誘導策を検討していきたいと思います。 

屋外広告物条例に基づく規制を検討する場合は，地模様を広告物の対象となる抽象画と

して取扱い，規制をかけていくという方法があります。その場合，壁面の２分の１以内であ

れば，どんな色彩でも規制できなくなり，景観上問題となる可能性が高いことから，今回の

検討対象からはずすこととしました。 

議案書８ページをご覧ください。 

景観法に基づく景観誘導策として，３案検討しております。 

案１としては，アクセント色と他の色彩の配色を連担して使用する場合，他の色彩との調

和やバランスに欠けるものと判断できることから，連担した部分全てがアクセント色の面

積として算定するように，アクセント色の面積の算定基準を変更する方法を検討していま
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す。 

≪具体的な事例を使って説明≫ 

ここでの留意点としては，第１に，色彩基準内で地模様が描かれている場合，案１では対

応できません。 

第２に，商業地の色彩基準は，どちらかといえば，賑わいや個性の創出を重視しており，

案１の基準でいくと，賑わいや個性の創出に支障を及ぼす恐れがでてくる可能性があると

考えられます。 

第３に，案１の規定に基づいて景観誘導をすることによって，今回の事例は不適合物件と

なります。ただ，中央道路などの商業地においては，この地模様が認容できる場合もでてく

る可能性があり，その場合は，審査部会で審査することになると考えられます。 

議案書９ページをご覧ください。 

周辺の景観との調和に配慮した色彩とするために，鈴鹿市と市民と事業者との間で協議

を行い，景観イメージの共有化を図ることが必要であると考えました。 

そのために，案２としては，案１のように鈴鹿市全域ではなく，地区別景観づくり計画を

指定した区域を対象としており，具体的には，①大規模建築物・工作物の届出書の提出があ

れば，②その計画案をホームページ上で公表し，③区域住民の方が，地域の景観形成の目標

にそぐわないと思われた場合，市に意見書を提出することができます。④それを受けて，市

の方で，届出者に対して，必要な措置を講じるよう助言指導する必要があると判断した場合

には，市は，景観審議会にあらかじめ意見を聴かなければならず，⑤景観審議会は，その意

見を述べる際に，その地区の景観形成市民団体の意見を聴くことができるとし，地域住民の

目線・専門家の見識を勘案しながら，⑧事業者に対して指導助言することができるという方

法を検討しています。 

その際，大規模建築物・工作物の計画案の住民への周知方法や景観形成の目標にそぐわな

いと判断できる基準の策定など解決すべき課題があります。 

議案書１０ページをご覧ください。 

案３としては，案２と同様の趣旨で検討しました。地区別景観づくり計画を指定した区域

において，景観法に基づく届出の事前協議制度により，①大規模建築物・工作物の事前協議

書の提出により，②市が事前協議書に対して景観審議会や景観形成市民団体から意見を聴

き，④それを景観協議事項として反映することによって，地域住民の目線・専門家の見識を

踏まえて事業者と協議することができる方法を検討しています。 

この方法は横須賀市で行われている方法ですので，実現性は高いものと考えられます。以

上で説明を終わらせていただきます。 

ご審議をよろしくお願いいたします。 

 

【木下部会長】 

 ご意見・ご質問はございますか？ 
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【松浦部会員】 

 現地を見てきましたが，いろいろ問題はあると思います。 

 まず，立地ですが，近隣商業地域ですが，北側には住居系の用途地域があって，周辺がほ

とんど住宅に囲まれたところに立地しており，たぶん住民の方々は戸惑っておられると思

います。北側の壁面にもアクセントカラーが入っていて，北側の住民の方はかなり不愉快に

思っておられるのではと思います。 

 次に，地模様についてアクセントカラーもまとめて規制できないかというのはそのとお

りだと思いますが，壁面がかなり巨大で，アクセントカラーといってもかなりの壁面を使っ

ています。あまりにも巨大だと，アクセントカラーといってもそれが強調され，目の錯覚で

通常の色よりも強調して見えますよね。アクセントカラーについても，面積基準を設けて，

超えた場合はより強い規制を加えてはどうかと思います。 

 もう１点，この壁面は夜になるとライトアップして，かなり目立つと思います。住宅に囲

まれた場所ですので，夜の景観というのも考えていくべきと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 夜の景観に関しては，今は規制する手段自体がないのが現状です。今後検討していく課題

になるかもしれないと思っておりますが，それをどうやって形成基準に入れていくかは，な

かなか難しいと思います。 

 

【豊田部会員】 

 後手後手だと思います。一度通してしまったら，あれは良くてどうしてこちらはダメなの

かという声が出てくると思います。 

そもそも，あいまいな部分については，審議会に挙げるということを踏まえて，置いてお

いたと思うのですが，この物件が出てきたときに，何らかの形で審議会に挙げるということ

ができなかったのでしょうか？ 基準に合う合わないということだけで判断するのではな

くて，基準に合って許可しても，きっとどこからかクレームが寄せられると思われる物件に

ついては，柔軟な対応をもって審議会に挙げていれば，もう少し対処ができたと思います。 

同じ商業地でも中央道路ならこれは埋もれてしまうと思いますし，商業地だからＯＫで

あるというのは良いと思うんです。 

ただ，富士ゼロックスさんの前のパチンコ施設の物件について，あの里山の景観の中で，

基準に合っているからＯＫしましたというのでは，せっかくここまでつくったガイドライ

ンに合っていない。個人的な意見ですが，この伊船のケースのほうがダメなのではないかと

思います。 

  

【吉島部会員】 
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 完成する前に車で付近を通って，見るだけでめまいを起こしそうな感想を持ったのです

が，事故が起きそうな，心理的に圧迫されそうな感じを受けましたので，本当にこれが許さ

れるのだろうかと思いました。 

 

【村山部会員】 

 私も現地を通りましたが，建物の中にコンビニエンスストアを入れてますよね。黄色と青

色が使われていますが，あれはアクセントカラーです。建物の中に入っているから，届出の

ときに見過ごされたのか，全然検討されていなかったと思います。 

これからは，いろんな手が使われると思っていますが，すべての場合を考えて，あらかじ

め基準や規制で未然に防ぐのは，ほとんど不可能だと思います。きちんと協議を行い，必要

に応じて景観審議会を開催することが必要です。 

景観審議会はなかなか頻繁には開けませんが，今回，審査部会をつくっていただいたので，

もう少しフレキシブルに，部会の意見を聴きながら，事業者さんと事務局がきちんと協議し

ていける仕組みが大事だと思います。 

協議をするにしても，何らかの基準がないと空中分解してしまいますので，アクセントカ

ラーにくっついている他の色も含めて，色の面積をパーセンテージや絶対面積などの基準

をつくっていくことが必要かと思います。協議があって，基準を精査することになるのかな

と思います。 

 

【豊田部会員】 

個別の基準があってもかまわないと思います。あまりにも全体的に基準をきちんとして

しまうと，例えば不快でない柄の合わせ方はダメなのかということになってくると思いま

すし，場所だと思いますし。 

この当時は審議会しかなかったので，年に数回しか開けない審議会には持っていけなか

った。今度は審査部会ができたので，どんどん挙げていくべきだと思います。窓口で対応し

てしまうと，後が大変です。後で塗りなおせといっても無理でしょうし。 

 

【都市計画課長】 

 当時に審査部会があれば諮らせていただいていたのではと思います。 

ただ，審査部会員の方も実際に審議いただくときに，これを認めていくのか否か判断する

には，やはり一定の基準がないと判断を迷われる面があると思います。 

したがって，審査部会が審査しやすいように，専門部会で基準づくりをしていければと思

います。 

 

【豊田部会員】 

 重要ですね。 
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【木下部会員】 

 先ほど事務局さんで３つの案を出していただいたけれども，それで言うと案３になりま

すか？ 

 

【事務局（西野）】 

 どちらかといえば，案３になるのですが，地区別まちづくり計画区域内だけを限定してい

ますが，例えばそれをばらけて，大規模なものに関しては全体でするというのであれば，今

おっしゃられた仕組みでうまく回っていくのではないかと思います。 

村山先生がおっしゃられた仕組みはまさしく案３であり，市全域で対応するというので

あれば案３で対応させていただけると思います。 

 

【松浦部会員】 

 なるべく早急に対応しようとすると，地区別景観づくり計画区域で定めてしまわずに，全

般にわたって協議できるほうのが対応しやすいということですね。 

 

【村山部会員】 

 そうですね。 

 

【事務局（西野）】 

 はい。今まで景観審議会というのは，大規模な建築物工作物に関しても，不適合なものに

関してだけご審議いただくというようなツールになっていたというのがありました。 

今の基準だけ見ると，豊田先生にはお叱りをうけると思いますが，基準と色を審査すると

きに，定量的に謳われているので，逆に事業者さんにこれはどうしてダメなのかという議論

が出てきたときに，基準に合っていたら機械的に許可してしまうのが現状です。 

ただ，案３のような仕組みになりますと，事前協議の段階で審査部会の先生方にお聞きで

き，こちらは指導できるという体制であれば，一番ありがたいと思いますし，この案件に対

してもご相談し，対応できたと思います。 

 

【木下部会員】 

 景観形成基準でも，一応「周辺の景観と調和への配慮」と謳っていますので，調和するか

どうかという話と，また商業地においても低層部においてはとあります。だから規模的には

３層になっており，低層といえるかどうか。そういう点では高さが・・・ 

 

【事務局（西野）】 

 高さ自体は１０メートルを超えており，うちの大規模には乗ってきますので，届出は出し
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てもらいますが，ただその中でうちとしては了解してしまったと。伊船についても基準的に

は超える建物なのですが，これについても先ほどと同じ理由で通してしまったということ

になります。 

 

【豊田部会員】 

 周辺に合っているかどうかという点で少し抵触しているようなので，審査部会へかける

ことは可能であったと思います。 

今度の審査部会では，直接聞き取りするというのは可能なのですか？ 

 

【事務局（西野）】 

 ご提案いただいた運用ができるのであれば，２分の１以上の出席があれば成立しますの

で，日程を調整して審査部会を開催させていただき，ご欠席の方についても書面で意見表明

をしていただけるように運営要領で謳っておりますので，対応はできるのではないかと思

っております。 

 

【都市整備部次長】 

 この案の組み合わせで審査部会にお諮りするにしても，それぞれの部会員さんが客観的

に判断していただけるような基準づくりをしていかざるを得ないと思います。やはり，不利

益を蒙った人が，その判断に対して法的に訴えたときに，果たしてどこまで戦えるのかとい

うことも考えていくことになると思います。 

したがって，今日ご提案した組み合わせは，ひとつの案ということに限定せずに，「部会

にお諮りする」「事前協議を位置づけする」「基準を明確にする」という組み合わせを，法的

な相談もさせていただきながら検討させていただきたいと思っております。 

 

【松浦部会員】 

 そういう方向で検討してもらいたいと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 次回の専門部会でも引き続きご提案をさせていただきたいと思っておりますので，よろ

しくお願いしたいと思っております。 

 

【木下部会長】 

 他にご意見が無ければ，つぎの議題に移ります。進行を事務局にお返しします。 

 

【事務局(西野)】 

それでは，「議題（２）大規模建築物・工作物の規制・誘導」について「②審査部会への
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提案」について説明させていただきます。 

議案書１２ページをご覧ください。 

「（１）審査部会への提案基準」といたしましては，市は不適合の届出に対して認容，勧

告，変更命令等の行政処分を行う必要があり，その妥当性について審査部会へ諮問しなけれ

ばなりません。 

その際，審査部会へ提案させていただく基準としては，変更命令等の対象は，特定届出対

象行為のうち，景観形成基準の建築物・工作物の形態意匠の制限に不適合の届出対象行為を

考えております。 

勧告の対象は，上記以外の不適合の届出対象行為を考えております。 

「（２）不適合の届出対象行為への処分基準」について，不適合の届出対象行為について，

審査部会の個別審査を行っていくこととなります。その個別審査の実績事例を踏まえて処

分基準を定めていただきたいと考えております。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

ご審議をよろしくお願いいたします。 

 

【木下部会長】 

 以上の説明について，ご意見ご質問はありますか？ 

 

【事務局（西野）】 

 今回は不適合なものについてこういう風に扱うということです。 

この物件のようなものについては，別途でなるべく早く提案させていただきたいと思っ

ております。 

 

【村山部会員】 

 これも，不適合といえば不適合だったんですよね。周辺の景観との調和に配慮した色彩に

することという基準については，適合しているかどうか怪しい。 

 

【事務局（西野）】 

 そうですね。この辺がちょっとあいまいなんですよ。 

 

【村山部会員】 

 景観計画の３４ページに，逆のことが書いてあります。 

「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に

ついては，景観審議会の意見を聴取したうえで，この基準によらないことができます。」と

書いてあります。 

だから，基準は必ず守るべき規制ではなくて，あくまでも検討するときの基準だから，場
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合によっては，アクセントカラーについても，一緒にくっついている模様全体をアクセント

と捉えて判断するということもできないことはない。 

そのときに行政の方は，明確な数値などがないと判断できないので困ってしまうという

ことがありますが，審査部会ができましたから，迷ったときには審査部会にすぐ聴くという

ように運用すると，あまり中身を変えずに運用上で改善できるのではないかと思います。 

ただその時に，何でそういう結論なの？と事業者さんから聞かれると思いますので，部会

での議論をきちんと出すと。議事録も公開しますが，それでは弱いと思いますので。 

 

【事務局（西野）】 

 景観ガイドラインの「ウ－ａ」には明確な定量基準があって，これに関してはきちんと指

導できると思います。ただ，その他に文言で書いてある部分については，きちんと指導でき

るかどうかというのがあいまいになっているということがあります。 

言い訳めいたことですが，同じくガイドライン１８ページの「ウ－ｂ 周辺の景観との調

和に配慮した色彩の使用」というのがありまして，その中の「具体的な配慮の内容」の中で，

「周辺の建築物などと類似した色彩や，山なみや田園の自然的景観を損なわない色彩を使

用するなど，周辺との調和に配慮する。」「建築物等の外観に用いる色彩は，周辺景観の特性

に応じて，できる限り色彩ガイドラインに示す推奨色を使用する。」とあり，色彩について

は結局この中で議論をしていくことになってきます。 

この物件の審査のときにも，まず推奨色でお願いしますと言わせていただいており，さら

に，アクセントカラーについては色彩基準を誘導する傍ら，アクセントカラーも１０パーセ

ント程度なら認めましょうというふうに，始めからその前提に立っているんです。 

ですので，今回の２番目に書いてあるアクセントカラーに対する配慮についても，バラン

ス云々と書いてあるのですが，内輪の基準の中で明確に謳われているアクセントカラーを

１０パーセントに抑えられたら，配慮ができたというふうに認識をしており，したがって問

題ないと考えてしまったということになります。 

ただ，審査部会もできましたので，これに則して運用等をさせていただきたいと思ってお

ります。 

 

【豊田部会員】 

 先ほどの夜の景観というのは，すごく大事だなと思います。まったく考えていなかったで

すね。 

 

【村山部会員】 

 そうですね。 

 

【豊田部会員】 
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 あの建物は夜１２時を過ぎてもすごく明るくて，国道２３号線を走っていても飛びぬけ

て向こうが明るいんです。やはり夜の景観は大事だなと思いました。当時はまったく考えて

いなかったことを反省しました。 

 

【村山部会員】 

 環境アセスメントは入らない物件でしたか？ 光なども確か審査しますよね。大規模の

ものだけですか？ 

 

【都市計画課長】 

 規模が小さいですね。 

 

【村山部会員】 

 景観というと全て関係してきてしまうのですが，光害や交通量の問題など，環境アセスメ

ントの分野でもありますよね。 

 

【豊田部会員】 

 防犯にはいいかもしれませんね。 

 

【木下部会長】 

 たくさんご意見が出ましたので，ご検討いただくことでお願いしたいと思います。 

 それでは，これで本日の議論は以上となります。 

 

【都市計画課長】 

 部会の皆様，本日はありがとうございました。 

今後の部会日程について，連絡させていただきます。 

議事の中で説明させていただきましたように，次回の部会は，次年度６月を予定しており

ます。詳細な時期が決まりましたら，事前にご連絡させていただきたいと考えています。 

よろしくお願いいたします。 

 これをもちまして，本日の部会を終わらせていただきます｡  

どうも有難うございました。 

 

 

 上記のとおり第１回鈴鹿市景観審議会専門部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１月１７日 
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