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第２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７月２８日（月）１４：００～１６：５０ 

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   都市整備部長 湯淺雅文（途中退席） 

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 

同グループ副主査 草野奈津紀 

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の方向性について 

     １．景観計画の推進 

     ２．建築物・工作物の景観誘導（大規模建築物等誘導） 

     ３．屋外広告物の規制・誘導 

     ４．景観資源の保全・活用 

     ５．都市の魅力的な空間の創造 

     ６．地区別景観づくり計画の推進 

６ 傍聴の可否   可 

７ 傍 聴 者   なし 

８ 議事録署名人  村山顕人 部会員，吉島隆子 部会員 

９ 配 布 資 料  

   （事前配布資料）・事項書 

           ・議案書 

           ・参考資料            

１０ 議題の結果 

   （１）景観法・屋外広告物法の運用上の課題とその解決の方向性について 

     １．景観計画の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・承 認 

     ２．建築物・工作物の景観誘導（大規模建築物等誘導） ・・承 認 

（ただし③④⑥は継続協議） 

     ３．屋外広告物の規制・誘導 ・・・・・・・・・・・・・・承 認 

     ４．景観資源の保全・活用 ・・・・・・・・・・・・・・・承 認 

     ５．都市の魅力的な空間の創造 ・・・・・・・・・・・・・承 認 

     ６．地区別景観づくり計画の推進 ・・・・・・・・・・・・承 認 
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１１ 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２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｡ 

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。 

 まず最初に，都市整備部長よりあいさつを申し上げます｡ 

 

【都市整備部長】  

 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。 

 本年４月より，都市整備部長を拝命いたしました湯淺でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 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。 

 さて，昨年１０月に開催しました第６回景観審議会にて，景観法・屋外広告物法の運用上

の課題を解決するため，専門部会の設置が承認され，本年１月には第１回専門部会を開催さ

せていただきました。 

 その際，景観法・屋外広告物法の運用上の課題を報告し，解決の方向性，方向性に沿った

施策案を提案させていただきました。 

 本日の専門部会は，前回の専門部会に引き続き，景観法・屋外広告物法の運用上の課題と

その解決の方向性について，ご審議をいただき，部会としてご承認いただきたいと存じます。 

 また，今年度は，「解決の方向性に基づく施策の内容」についてご審議いただきたく，本

日の部会を入れて３回の部会開催を考えております。 

 部会員の皆様，お手数をおかけいたしますが，よろしくお願い申し上げます。 

 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いたします。 

 

【都市計画課長】 

 申し訳ございませんが，部長は公務がございますので，ここで退席させていただきたいと

存じます。ご理解を賜ります。 

≪部長，退席≫ 

それでは，事項書に沿って進めさせていただきます。 

本年度初めての部会です。改めまして，部会員の皆様，よろしくお願い申し上げます。な

お，本日，春山成子先生はご都合がつかなかったため欠席とのことです。 

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。 
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≪資料等の確認≫ 

では，詳細は担当から説明しますが，冒頭に，今回の専門部会の承認事項，協議事項の確

認をお願いします。 

本日は，６つの承認事項，３つの協議事項がございます。 

第１回専門部会で，景観法・屋外広告物法の運用上の課題とその方向性について，６つの

視点で項目を分け，議論いただきました。 

前回皆様でご協議いただいた内容を踏まえ，事務局側で再度施策を整理しました。 

本日は，その６項目の「解決の方向性と具体的な施策」について，ご承認いただきたいと

思います。また，３つの施策についてご協議いただきたいと存じます。 

よろしくお願いいたします。 

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。 

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，「鈴鹿市景観審議会の部会の運営に関する要領第５条第２項」に基づき，木下

部会長に議事進行をお願いしたいと存じます。 

木下部会長，よろしくお願いいたします。 

 

【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。よろしくお願いしま

す。 

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

ので，要領第６条第２項に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ので，本日の議事録署名人は村山部会員と吉島部会員に

お願いいたします。 

 では，お手元の事項書に基づきまして，進めてまいります。 

 議題（１）「景観法・屋外広告物法の運用上の課題とその解決の方向性（案）」について，

事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局（西野）】 

 始めに，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．景観計画の推進」「３．屋外広告物の規制誘導」「４．景観資源の保全活用」「５． 都

市の魅力的な空間の創造」「６．地区別景観づくり計画の推進」に関する承認事項について

説明させていただきます。その際，承認事項に関連しました施策の概要についても，参考と

して説明させていただきます。 
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 その後，「２．建築物・工作物の景観誘導」に関する承認事項ならびにそれに関連した施

策の内容について，協議事項として説明させていただきたいと思います。 

 議案書の（１）－１ページをご覧ください。 

 「１．景観計画の推進」において，運用上の課題と解決の方向性は，前回の部会のとおり

です。 

 具体的な施策としましては，施策①「市民・事業者の意識の醸成」を考えております。 

 現在，すでに年１回の景観通信を発行しており，今年度で通算７回となります。今後も継

続して質の高いものを目指していきたいと考えております。 

 議案書（３）－１ページをご覧ください。 

 「３．屋外広告物の規制・誘導」におきまして，運用上の課題と解決の方向性は，前回の

部会のとおりです。 

 これらを具体化するために，鈴鹿市の屋外広告物の現状把握，課題の整理，解決の方向性

を検討する必要があるため，施策⑦「鈴鹿市屋外広告物適正化推進計画の策定」を考えてお

ります。 

その計画を受けて，景観計画を改定し，「屋外広告物による景観形成の基本方針」を明確

にするとともに，屋外広告物の景観誘導を図るため市独自の条例を制定していきたいと考

えております。 

議案書（３）－２ページをご覧ください。 

具体的には，「鈴鹿市屋外広告物適正化推進計画」を平成２７年度・２８年度にかけて策

定し，その計画を受けて，平成２９年度に景観計画の改定並びに屋外広告物条例の制定を行

う予定であります。 

また，「鈴鹿市屋外広告物適正化推進計画」を策定するに先立ち，平成２６年度に屋外広

告物に特化した専門部会の設置を景観審議会に提案していきたいと考えております。 

ここで，「鈴鹿市屋外広告物適正化推進計画」のポイントについて説明させていただきま

す。 

第１に，屋外広告物制度の認知度の低さに適切に対処するための施策を計画していきた

いと考えております。その施策を実行に移し，制度が広く認知される状態にもっていきたい

と思っております。 

第２に，景観計画に適合した適正な地域的規制を計画し，良好な景観へ規制誘導を図って

いきたいと考えております。 

議案書（４）－１・２ページをご覧ください。 

「４．景観資源の保全活用」において，方向性⑦「景観資源の抽出と認知度の強化」の内

容について，前回の専門部会では全市的な景観資源の調査を考えていましたが，前回の専門

部会の議論を踏まえ，「市民参加による地区別の景観資源の調査を実施し，その資源の抽出

を行う。」こととしました。 

よって，施策としては，前回の専門部会で提案した内容を変更し，施策⑨「地区別景観資
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源マップの作成・普及」を考えております。 

また，方向性⑧の施策としては，施策⑪「（仮）景観重要資源等の保全活用の促進」を考

えており，そのために，平成２６年度に「（仮）景観重要資源の指定制度並びにその助成制

度」を策定し，平成２７年度に関連する景観計画の改定並びに景観づくり条例の改定を考え

ております。 

具体的な施策の内容としては，「景観づくり条例を改定し，鈴鹿らしい景観の形成上重要

な価値があると認める建築物・工作物・樹木，農地等を（仮）景観重要資源として位置づけ，

指定を行う。」そして，「指定した（仮）景観重要資源のうち，景観づくりを進める上で特に

重要と認める建築物，樹木については，景観法に基づく景観重要建造物，景観重要樹木に指

定する。」また，「指定した（仮）景観重要資源のうち，景観の保全が特に重要であると認め

る農地については，景観法に基づく景観農業振興地域整備計画を策定する。」ということを

考えております。 

議案書（５）－２ページをご覧ください。 

「５．都市の魅力的な空間の創造」において，運用上の課題と解決の方向性は前回の部会

のとおりです。 

施策としては，施策⑯「建築物・工作物・屋外広告物の表彰制度の創設」を考えており， 

そのために，平成２６年度に表彰制度を策定し，平成２７年度に関連する景観づくり条例の

改定を考えております。 

そのほか，「地区別景観づくり計画」を実現化するために，必要であれば，施策⑱「景観

重要公共施設の指定促進」も積極的に行っていきたいと考えております。 

また，施策⑲「公共空間デザイン指針の策定」，施策⑳「景観重点地区における地区別景

観づくり計画の策定」，施策○21「景観重点地区における景観施策の実施」も考えております

が，平成３０年度以降の長期的な課題であると認識しております。 

議案書（６）－１ページをご覧ください。 

「６．地区別景観づくり計画の推進」において，運用上の課題と解決の方向性は前回の部

会のとおりです。前回の部会において，市民と協働して「地区別景観まちづくり計画」を実

際に策定していくことから，教訓を導き出し施策として活かしていくことが重要であると

いうことが確認されたと思います。 

議案書（６）－２ページをご覧ください。 

したがって，その施策として，施策○23「景観まちづくり支援制度の創設」を考えており， 

そのため，平成２６年度に「景観まちづくり支援制度並びにその助成制度」を策定し，平成

２７年度にそれに関連した景観計画の改定並びに景観づくり条例の改定を予定しておりま

す。 

また，施策○26「民有地の緑の保全・活用の推進」も考えておりますが，平成３０年度以降

の長期的な課題として認識しております。 

議案書（６）－４ページをご覧ください。 



 

6 
 

さて，景観まちづくり支援制度の具体的な内容について，「地区別景観づくり計画」の策

定の流れを踏まえて説明させていただきたいと思います。 

まず，「地区別景観づくり計画の策定」に当たり，「地区別景観資源マップ」の作成から行

っていきます。 

「地区別景観資源マップ」の作成は，地元自治会等と相談を図りながら，当面の間は，市

主催で「地区別景観資源マップの作成講座」を開催しながら進めていきたいと考えておりま

す。その際，地域の住民の方に作成過程を情報発信しながら進めていき，講座に参加されて

いない方も資源マップ案への意見表明ができるよう何らかの措置を講じてまいりたいと考

えております。 

また，作成講座に参加された方が，良好な景観に寄与する活動を行いたいということで景

観まちづくり組織を結成されれば，その組織を「景観形成市民団体」として認定し，必要に

応じて，職員の出前講座，専門家の派遣等の助成を行うことも検討していきたいと考えてお

ります。 

市として，作成した「地区別景観資源マップ」に基づいて，地元自治会等に景観づくりに

ついて考えていただく機会を設けていきたいと考えております。 

そして，地元自治会や景観形成市民団体等が「地区別景観づくり計画」を作成する目的を

もった，一定の要件を満たした景観まちづくり組織として組織再編した場合，「景観形成協

議会」として認定し，必要に応じて，専門家の派遣，技術的援助，活動経費の一部補助等の

助成を行うことも検討していきたいと考えております。 

「景観形成協議会」は市の助成を受けながら，「地区別景観づくり計画」を作成し，市に

計画案を提案していきます。その際，計画案は，景観計画に定められた景観計画区域におけ

る良好な景観の形成に関する方針その他の事項に即したものである必要があります。 

市としては，景観形成協議会から提案を受けた「地区別景観づくり計画」を景観審議会の

了承を得て，指定を行っていきたいと考えております。 

ここで，一旦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】 

 ご意見がございましたら，お願いします。 

 

【吉島部会員】 

 景観まちづくり支援制度の創設について，景観形成市民団体の「認定」と書かれてありま

すが，この「認定」という言葉に，お墨付きを与えるようなイメージを持ちます。 

市民活動は自発的自立的なものであり，そういうものではないと思うのですが。 

 

【事務局（西野）】 
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 こういう組織の場合，登録する制度と認定する制度の２つがあると思います。他市にもそ

ういう事例がありますが，本市としては，景観資源マップ区域内で良好な活動をしていただ

くことに対して様々な助成を行っていきたいと考えており，そのために「認定」という言葉

を使っています。 

 助成をしないのであれば普通の「登録」でよいと思いますが，一歩踏み込んで助成してい

くためには，やはり「認定」させていただいたほうがよいのではと考えました。 

 

【吉島部会員】 

 登録制度にしておいて，そういう団体を増やして，その中で優れた企画や事業が手を挙げ

た場合に，その内容に対して公開プレゼン等をして審査し，助成をしましょうというものだ

と思います。 

団体を認定したからＯＫというものではなく，内容がどうかということだと思います。 

 

【木下部会長】 

 認定するのは団体ではなく，それぞれの取組ですね。 

 

【事務局（西野）】 

 ご意見を踏まえて，再度考えたいと思います。 

 

【村山部会員】 

 今のに関連してですが，景観形成協議会は，いずれは地区別景観づくり計画をつくる団体

として，地域から一協議会しかつくれないと思いますから，これは認定に近いということに

なるのでしょうね。 

 

【事務局（西野）】 

 はい。活動エリアもある程度決めていただくことになりますので。 

 組織については再度整理してご提案したいと思います。 

 

【豊田部会員】 

 景観アドバイザー派遣制度についてですが，景観アドバイザーはどのような人で，どのよ

うな組織に派遣するのですか？ 

 

【事務局（西野）】 

 人選までに至っておりませんし，市の中でも制度的に整っていない状況です。 

 まずは制度として明確に定めて，それからアドバイザーを派遣するということになりま

す。 
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【豊田部会員】 

 なぜ質問したかと言うと，景観アドバイザーが，何をもってどういう風にアドバイスして

いくのかなと思ったものですから。 

景観づくり条例の改正案が出ていますが，鈴鹿市全体としてどういう方向性にしていく

のかが，漠然としていてピンときていません。鈴鹿市は，鈴鹿らしい景観について，どのよ

うに考えているのでしょうか？  

 

【都市計画課長】 

 景観アドバイザー制度は，地区別景観づくり計画をつくるときに支援制度のひとつにな

ます。 

 

【事務局（西野）】 

 それに加えて，建物を保全活用するときに来ていただくなどを考えていますが，制度的に

はまったく決まっておりません。 

 景観計画自体がお題目的なものであるため，各地区の詳細などは地区別景観づくり計画

をつくって位置づけをしていきたいと思っています。 

 なるべく多くの地区で地区別景観づくり計画をつくり，そのための景観資源マップの作

成もしていきたいと考えております。 

 

【村山部会員】 

 景観アドバイザーはどの場面でアドバイスするのかなど，役割が明確ではないのですが，

それは今どう考えればよいでしょうか？ それも含めて２７年度に検討するということで

しょうか？ 

 

【都市計画課長】 

 議案書の目次に○や△が付いていますが，今日は○のところをご承認いただき，△のとこ

ろをご協議いただきたいと思います。 

 今のお話は，表の一番下の※印のところにあたり，将来取り組んでいく景観まちづくり支

援制度の中の取組のひとつとしてアドバイザー制度が考えられるという程度です。内容に

ついては，今後ご議論いただくことになると思います。 

 

【事務局（西野）】 

 具体的な内容としては，地区別景観づくり計画を策定するにあたって景観形成協議会が

発足したときに，それに対する専門家の派遣ということになります。 

 また，景観重要資源が制度化されたときに，それに関する専門的な見地からのアドバイス
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をしていただくことも必要と考えておりますが，これについては，次回にもう少ししっかり

したものをご提案したいと思います。 

 

【松浦部会員】 

 議案書（１）－１ページについて。施策①に「景観通信発行」とありますが，これだけで

良いでしょうか？ 

同じ施策①に，「イベント開催」とありますが，議案書（６）－４ページの施策○23で書か

れてある「市主催の地区別景観資源マップの作成講座の開催」は，（１）－１ページの承認

事項の施策①に書かれていません。これはどこの地区で講座を開催するかがなかなか難し

く，手を挙げてくれる地区でやってもらったほうがよいと思いますが，その場合に，市主催

でイベントを開催し，市民の意識を醸成して，そこで「自分のところでやりたい」というよ

うな声を拾い上げ，作成講座につなげていくというストーリーもあるのではないかと思い

ます。 

 最初のうちに，ある程度イベントのようなものをやっておかないと，つながっていかない

ような気がしますが，どうでしょうか？ 

 

【事務局（西野）】 

 松浦先生から以前ご助言いただいた地区別景観資源マップの作成については，今は松浦

先生にお声をかけていただき，白子公民館の活動の中で住民の方３０名程にご参加いただ

き，現在活動しているところです。 

 市としては，もちろんイベント実施も考えておりますが，詳細は決まっておりません。 

 現在，地域課が市内何箇所かで地域まちづくり協議会をつくっておりますので，どこか１

箇所でやらせていただき，ノウハウをある程度得た上で，全体に呼びかけていけるようなイ

ベントができたらとよいのではと考えております。 

 メドがついていないため書いておりませんが，景観資源マップ作成講座実施にあたって

はイベントも実施しながら進めていく必要があると考えております。 

 いつになるかはわかりませんが，今後，書かせていただくような形で訂正を考えたいと思

います。 

 

【木下部会長】 

 では，次に移りたいと思います。 

 「２．建築物・工作物の景観誘導」について説明をお願いします。 

 

【事務局（西野）】 

 続きまして，「２．建築物・工作物の景観誘導」について，承認事項並びにそれに関連す

る施策の内容について，協議事項として説明させていただきます。 
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議案書（２）－３ページをご覧ください。 

はじめに，施策⑥「届出に伴う事前協議調整制度の創設・運用」について説明させていた

だきます。 

運用上の課題と解決の方向性は前回の部会のとおりです。 

施策を実行するために，平成２６年度に「届出に伴う事前協議調整制度」の素案を作成し，

平成２７年度に関連する景観づくり条例の改定を考えております。 

議案書（２）－５６ページをご覧ください。 

 届出に伴う事前協議調整制度の仕組みについて説明させていただきます。 

 景観法に基づく届出書の提出の前に，届出者に対し条例に基づく景観協議を行っていき

たいと思います。 

 はじめに，届出者から市へ「景観協議書」を提出していただきます。その際，必要に応じ

て，鈴鹿市景観審議会審査部会・景観形成協議会に意見を求めます。その意見を求める基準

については，規則の中で明確にしていく必要があると考えています。 

 たとえば，景観形成基準に適合していないと認めるときや，後ほど説明させていただきま

すが，建築物の壁面の地模様で色彩基準の枠内であるにもかかわらず，景観形成の目標に沿

わないと認めるときなどは，必要に応じて，景観審議会審査部会・景観形成協議会へ意見を

求めることは可能であろうと考えています。 

そして，景観審議会審査部会・景観形成協議会の意見も踏まえて，④で市から届出者へ「協

議事項の通知」を行います。その通知には，景観の魅力向上を図るための市として配慮して

いただきたい内容などを明示していきます。 

それを受けて，届出者から市へ「景観協議回答書」が提出されます。 

そして，その回答書を受けて，市と届出者との間で協議を行っていきます。 

回答書の内容によっては，市から再度届出者に対して「協議事項の通知」を行います。 

協議を行っていく中で，景観協議が調ったとき，または，協議が調わず，届出者が市に対

して「景観協議終了申出書」が提出されたときは，景観協議は終了いたします。 

景観協議が終了したときは，市から届出者へ「協議終了通知書」を交付します。その通知

には，市と届出者との間で合意した事項が記載されており，その合意事項について，届出者

は遵守義務を負います。 

景観協議について，景観法の届出の３０日前までに提出を求めており，「協議終了通知書」

の交付後，景観法に基づく届出書を提出していただきたいと考えております。 

以上の内容を踏まえて，条例の改定を行うと，次のページに掲げた条文案となります。 

議案書（２）－３ページをご覧ください。  

次に，施策④「景観形成基準(色彩基準)の審査方法の見直し」について説明させていただ

きます。 

運用上の課題と解決策の方向性は前回の部会のとおりです。 

前回の部会で，「審査部会への諮問」「事前協議の活用」「基準の明確化」を原則として，



 

11 
 

法的な整理を図りながら，建築物の地模様の規制を検討していくということで整理がなさ

れたと考えております。 

そのことを踏まえて，平成２６年度に，建築物の壁面の地模様の景観誘導策に関する枠組

みを確定し，平成２７年度以降は，実際に運用するに当たっての課題を解決すべく方策を検

討していきたいと考えております。 

議案書（２）－５３ページをご覧ください。 

具体的に，先ほども説明させていただきましたが，景観審議会審査部会へ上程する案件は

どのようなものが該当するのかを検討する必要があろうと考えております。 

ここで，一旦説明を終わります。 

施策④・⑥に関する，ご審議をお願いします。 

 

【木下部会長】 

 施策④・⑥について，ご意見がございましたら，お願いします。 

 

【豊田部会員】 

 外壁の色の塗り替えなど，確認申請等が不要な建築物でも届出が必要な建築行為にも景

観法がかかってくると思いますが，どのように周知していますか？ 

 

【事務局（西野）】 

 今年度も，壁面の色彩の変更として何件か届出がありますが，現在の周知としては基本的

に窓口周知のみであり，十分な取組とはいえない状況です。 

 

【豊田部会員】 

 絵に描いた餅のようになっていると思います。 

 実務をしている者は分かっていても，他の人は知らないことが多いです。 

 後で言っても無理というようなことにならないように，また着工制限もありますので，建

築士会や民間の建築確認審査機関など専門家の団体に，届出のことをもっと周知していっ

たほうがよいと思います。 

 

【村山部会員】 

 関連してですが，景観通信は，どういう人を対象に作って配っていますか？ 

 

【事務局（西野）】 

 どちらかというと一般市民に向けて，景観がどういうものかということを知っていただ

くために，広報に折り込んで配布しています。 
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【村山部会員】 

 話題にも寄りますが，一般市民に見せてもあまり意味がなく，むしろ建設業や塗装業など

業界の人たちに知っていただかないといけないと思います。ある人からペンキ塗装を頼ま

れたときに，鈴鹿市内だから景観に引っかかるかもしれないからと，業者から地権者に教え

ていただくことも大事です。 

 例えば，地区別景観まちづくりの推進や景観資源マップの作成などは，一般市民向けにど

んどん発信していくと良いです。 

今回の景観通信にはいろんな広告のポイントが書いてあって，これはむしろ業界の方に

向けて発信したほうが良く，周知のチャンネルの内容をうまく整理して情報発信しないと

いけないと思います。 

 それと，議案書（２）－５３ページの景観形成基準の色彩基準の審査方法の見直しのとこ

ろの新審査体制による課題の，どういう案が出てきたときに景観審議会審査部会や景観形

成協議会に出すかというところについてです。 

 １番目の「景観形成基準に適合していないと認めるとき」は，明らかにマンセル値から外

れているということでよいと思うのですが，２番目の地模様が関わってくる場合に，結局こ

こでの議論でも，大きさや壁面に対する割合など地模様の定義が難しく，組織的に基準がつ

くれないという話をしたと思うんですね。 

 だから，ここはあまり大きさや割合を数字で出そうとはせずに，行政の担当者の判断で，

これはちょっとうまく判断できないから審議会にかけようというくらいの気持ちでよいと

思います。その時の理由としては，色彩基準から外れていると言うのではなく，色彩も含め

て地域の市街地の環境と景観的に合わない可能性があるからという理由で審議してもらう

ということにしてもよいと思いますので，ここで無理をして数字を決めなくてもよいと思

います。 

 もちろん実績を積んでいくと，おおよその基準がわかってくると思いますが，初期のころ

はできないのではないかと思います。 

 

【松浦部会員】 

 今のに関連してですが，事前協議の場合，この内容は一般に公開するものでしょうか？ 

 問題となるような事例については事前協議の段階で修正していただくことになると思い

ますが，そういう事例をある程度ストックして公開していくと，ダメな基準がわかってくる

わけです。 

 公開すると，いろいろ問題も出てきて，難しいこともあると思いますが。 

 

【村山部会員】 

 内部資料にする，あるいは公開することによってどんどん良くしていくという考えもあ

りますね。 
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【事務局（西野）】 

 事例に対する対応策を，審査部会でどんどんストックしていく形になると考えています。 

 ただ，公開となると。基準が明確になった時点での公開は，もちろんやっていかないとい

けないとは思いますが・・・。 

 

【松浦部会員】 

 まちなみに合わないなど，基準といえどもグレーな部分もありますので。 

 

【豊田部会員】 

 例えば，あの某遊戯業施設でも，今公開すれば，あれでＯＫなのか？という話が出てきて

しまいますから。 

 

【都市計画課長】 

 積み重ねて，専門部会で基準をつくるという話でしたね。 

 

【事務局（西野）】 

 ただ，急にはつくれないので，積み上げていくためには，審査部会であがってきたものを

蓄積していくしかないという形だったと思います。 

 審査部会自体は公開しませんが，議事録に関してはケースバイケースで公開できるもの

を公開していくと思いますが・・・。 

 

【村山部会員】 

 審議にかかる案件というのは，かなり微妙な案件が多く，結構スレスレで通すか通さない

かというケースが公開されると，みんなそこを狙ってくるということもあります。 

 別途，表彰制度について，景観に寄与するような非常に優れたプロジェクトに関して表彰

することは，良いと思います。 

 

【豊田部会員】 

 私たち実務家から言うと，一番怖いのは処分基準なんです。 

 具体的な処分対象は審査部会で決めていくのでしょうが，行政に，この景観法を基に私た

ち実務者とどこまで踏み込んで協議して，鈴鹿の景観形成基準に合った建物にしていくと

いう覚悟があるのかどうかと思います。 

 いろんなことを後回しにしていくということでした。景観計画をつくり直すのも大事で

すが，それをいかに本当に実現していくかということを，もっとはっきりさせておいたほう

が，つくりやすいと思います。問題は地模様だけではないので，内規と公開をはっきり分け
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ていくのも良いのではと思います。 

 

【村山部会員】 

 審査部会は傍聴できませんが，議論の内容や結論について，情報公開請求が来れば，公開

せざるを得ないんですよね？ インターネットでは公開されていなくても，窓口で閲覧す

るとか。 実務上これまでどうだったかという情報を知りたいと思う場合もあるかもしれ

ませんよね。 

 

【都市計画課長】 

 窓口で相談に来られて，過去にＯＫになった事例について聞かれれば，その時の判断を話

してしまいそうです。 

 

【村山部会員】 

 これからは，こういう協議型で議論するので，定量的な基準がある場合もあれば，定性的

な基準でみんなで協議して議論した結果こうだというふうに結論づけてしまうこともある

と思うんですね。 

 地模様の場合，割合が例えば３０パーセントだったからＯＫだったというのではなくて，

全体的に見てそのデザインが景観上問題がないと判断したからＯＫだったわけです。じゃ

あ，３０パーセントであればよいのかというと，３０パーセントの別の案が出てきたときに

周りの景観と合わない部分があって却下する場合も十分にあり得ると思うんです。 

 それは，そのプロジェクトがどの場所にあるかということも関係してきます。道路沿いで

あれば結構けばけばしいものもＯＫになる可能性があるし，逆に住宅地の中で同じ用途地

域であっても，その周辺の状況が違っていたら，同じ３０パーセントでも却下される可能性

もあります。 

 だから，そこは総合的な判断なんですよね。 

 そういうときに，単一の何かの基準がこうだったから通ったという説明は不可能なので，

そういう場合，議事録でどういうことが議論されて結論に至ったのかということを示す以

外に，方法がないと思います。 

 数字だけでは事前にわからないことを，届出の前に専門家が集まって協議するシステム

をつくるというのは，そういうことだと思うんです。 

 

【都市計画課長】 

 そうですね。 

 今も，一応一定の基準がありますが，今の基準から見ると，某事例は認めざるを得なかっ

たわけです。 

 例えば，もう少し単調な形で色も赤っぽいのではなくブルー系統のもので基準を超えて
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いるようなものが出てきた場合，基準から言うと却下になるけれども，却下としてしまうの

を悩んでしまうときに開かせていただくのが審査部会だと思います。 

 その時は，基準上では却下であるところを良しとするのですから，議論の内容と結論を導

き出す考え方を問われたら，説明せざるを得ないと思います。 

 

【村山部会員】 

 そうですね。そういう時は，数字はあまり意味を持たないと思いますね。 

 

【都市計画課長】 

 ただ，そういったものが蓄積されていくと，定性的に文章で一定の基準が書けるようにな

れば，新しい基準ができあがって，わざわざ審査部会を開かずとも判断できることになると

思います。 

 

【村山部会員】 

 それはそうですね。 

 まずは始まったばかりですので，すぐには新しい基準はできなさそうですし，しばらくは

内部資料としてそういうのを蓄積しておいて，ある時が来たら，もう一度景観形成基準を見

直すなり，事例集をきちんとした形で発行するというのも良いかもしれないですね。 

 

【都市計画課長】 

 少し気になっていることがあるのですが，例えば某遊戯業施設の場合，これは今の当方の

基準でいくとＯＫになるけれど，判断に迷う場合に，できれば事務局だけではなしに，何ら

かの形で先生方にご意見をいただいてＯＫにしていきたいと思うんです。 

 でも，今の基準でいくと，それだけでは審査部会を開けないんですよ。 

 

【村山部会員】 

 色は一定基準以内ですが，周辺の環境に合っていないという理由で，開けますよ。色が合

っていても別の理由で審議してもらうということは，今でもやろうと思えばできたんです。 

 

【事務局（西野）】 

 今やろうとしているのは，事前協議の段階で審査部会に意見を聞けるように変えたいと

いうことです。 

 

【村山部会員】 

 そうですね。 
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【木下部会長】 

 では，引き続いて施策③「景観類型別の景観形成基準の設定」の説明をお願いします。 

 

【事務局（西野）】 

 引き続き，施策③「景観類型別の景観形成基準の設定」について説明させていただきます。 

議案書（２）－１ページをご覧ください。 

 運用上の課題と解決の方向性は前回の部会のとおりです。 

 前回の部会で，村山先生から「より詳細な景観形成基準を策定するのであれば，市民や事

業者の参加による基準づくりが必要である」というご指摘をいただきました。 

それに対して，事務局の方から「現在の景観形成基準とガイドラインを景観類型別に区分

するだけで，新たに詳細な基準を設けることではない」という説明をさせていただいと思い

ます。 

 本日は，景観類型別の景観形成基準の事務局案を提案させていただきます。よろしくご審

議をお願いします。 

議案書（２）－４ページをご覧ください。 

 景観類型別の景観形成基準を設定するに当たり，景観計画の第３章・第４章の改定が必要

となります。 

議案書（２）－５ページと景観計画１４ページをご覧ください。 

 鈴鹿市景観計画に類型区分の体系が整理されています。 

 その続きに，議案書（２）－５に記載されている内容を追加していきたいと考えておりま

す。 

景観の類型区分に該当する地域について，都市マスタープランの土地利用の方向図を基

本として，具体的な区域・場所を表 1・表２に明示しました。その内容を反映した「景観類

型区分図」に改定していきたいと考えております。ただ，都市マスタープランが現在改定作

業中でありますので，都市マスタープラン改定後に「景観類型区分図」を改定することにな

ります。 

また，構造別景観の方針は，その場所に応じ，類型別景観の方針と併せて活用されるもの

と規定しました。 

 そして，類型別景観の市街地については，「商業地」「住宅地」「工業地」毎に整理を行い

ました。 

景観計画２０・２１ページをご覧ください。 

 それに関連して，市街地の景観特性と景観形成方針を商業地・住宅地・工業地に区分する

必要がでてきました。 

議案書（２）－６ページをご覧ください。 

基本的には，景観計画で記載している内容を商業地・住宅地・工業地毎に整理いたしまし

たので，新たに景観形成方針を追加するものでありません。 
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 商業地を例にして，説明をさせていただきます。 

 景観計画２０ページに市街地における景観形成方針をご覧いただきたいと思います。 

 景観計画において「緑化推進などによるゆとりとうるおいのある市街地景観の形成とと

もに」とありますが，その「市街地景観」を「商業地景観」と変更するとともに，「地域の

良好な景観を阻害しないよう・・」とあるのを，大規模商業施設での景観形成方針を参考に

して「大規模商業施設は，周辺の景観に多大な影響を及ぼす施設でもあり，周辺の景観をで

きる限り阻害しないよう配慮するとともに，地域の魅力向上に資する景観づくりを進めま

す。」と変更いたしております。 

 また，景観形成方針で列挙されている方針をそのまま踏襲するとともに，大規模商業施設

特有の景観形成方針であります，「大規模商業施設は，周辺景観と調和したデザインへ誘導

するとともに，できる限り多くの緑化を図り，周辺景観の中心となる施設として，地域に親

しまれる景観づくりを図ります。」を追加しました。 

 今あるものを整理したものであり，新たな景観形成方針を追加したものではありません。 

 住宅地，工業地も同じような考え方に基づいて構成しております。 

議案書（２）－８ページと景観計画３４ページをご覧ください。 

 景観計画（２）個別事項について全面改定を考えております。 

 景観類型別の区分毎に景観形成基準を定めて，更に，景観形成基準のうち，遵守事項と協

議事項と区分し，法的性質を明らかにしました。 

遵守事項は，「景観形成の目標や基本方針を阻害しないための遵守事項」と考えており，

協議事項は，「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，届出者と鈴

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事項」と考えております。 

次に，具体的な基準について説明をさせていただきます。 

遵守事項につきましては，地区別景観づくり計画区域を除く市全域で共通の景観形成基

準を設けております。 

建築物・工作物の色彩については，現行の景観形成基準と同じ基準を遵守事項として定め

ていきたいと考えております。 

緑・地形については，「建築物の新築については，敷地面積の５パーセント以上の植栽，

花壇等を配置する」という基準を，遵守事項として定めていきたいと考えております。その

根拠は，「景観形成基準 オ緑化 ａ）敷地内はできる限り多くの緑化を行うとともに，緑

化に際しては地域の景観や気候，風土に適した樹種の選定に配慮すること」と考えています。 

景観形成基準では，「できる限り多くの緑化」と謳われているだけで，緑化面積までは明

示されていませんが，遵守事項では明示していきたいと考えており，その理由としては，現

行の基準では「できる限りと書かれているので，検討したけど緑地は確保できませんでした」

と言ってくる業者は多々見受けられるため，この状況を解決するための必要な措置である

と考えています。 

議案書（２）－９ページをご覧ください。 
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鈴鹿市景観計画の類型区分毎に，景観形成基準の協議事項を整理しました。 

景観形成基準の協議事項を少し整理した参考資料に基づいて，説明させていただきます。 

参考資料（２）－１ページをご覧ください。 

 今までの協議事項というのは，例えば鈴鹿山脈・山麓として類型別区分ごとに議案書とし

てまとめています。 

ただ，自然的な景観であれば共通する事項もありますので，それに関して参考資料では，

協議の内容ごとにまとめさせていただいて，それが自然的景観では何に該当するのか，それ

ぞれの類型区分ごとで何が該当するのか，というのがわかるような形で，まとめております。 

 

【村山部会員】 

該当するかどうかというよりは，この事項がその類型にあるかどうかということです

ね？ ○×ですよね？ 

 

【事務局（西野）】 

 そうです。 

 それでは，建築物・工作物の形態意匠を対象にした協議事項について説明させていただき

ます。 

 まずは，自然的景観に関する協議事項について説明させていただきます。 

 「１．建築物は，勾配屋根を採用したり，外壁などにできる限り石材，木材などの自然素

材や集落で伝統的に使用されてきた素材を使用するなど，・・・・・と調和した景観を形成

する。」という基準を定めていきたいと考えており，その基準に該当する地域を右の欄に○

で示しております。ここでは，自然的景観全てと河川，海岸景観が該当します。また，「・・・・・」

の部分は，例えば，鈴鹿山脈及び山麓では「周囲の緑，集落，後背の山並み」，里山水田地

では「水田，集落，後背の里山」，海岸では「海岸の自然的環境」が入るなど，地域の景観

特性に合わせた内容を考えています。 

景観計画ガイドラインの１４ページをご覧ください。 

 この根拠としては，景観形成基準において，「周辺の景観との調和に配慮し，全体として

まとまりのある形態，外観とすること」と規定されており，同解説で具体的な配慮の内容と

して「背景となる山並みなどと調和するように，屋根形状の工夫をすることで，周辺の自然

的景観との一体感を確保する」と規定されていることから，自然的景観に該当する地域では

「勾配屋根を採用する」を協議事項に採用しました。 

景観計画ガイドライン１９ページをご覧ください。 

 景観形成基準において，「周辺景観と調和した素材の使用に配慮するとともに，できる限

り耐久性に優れ，時間とともに景観に溶け込むような素材を使用すること」と規定されてお

り，同解説で，「自然的景観が広がる場所では，できる限り石材，木材などの自然素材を使

用する。歴史的なまちなみや集落などでは，伝統的に使用されてきた素材を使用する」と規
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定されていることから，自然的景観，歴史的なまちなみ，集落地に該当する地域では「外壁

などにできる限り石材，木材などの自然素材や集落で伝統的に使用されてきた素材を使用

する」を協議事項に採用しました。 

 以上のような考え方に基づいて，景観形成基準の協議事項案を作成しております。 

資料の中欄に根拠となる景観形成基準と同解説を明記しておりますので参考にしていた

だきたいと思います。 

 なお，これからの説明は，景観形成基準と同解説まで踏み込んでご説明させていただくこ

とは，時間の関係上難しく，省略させていただくことになりますが，ご了承いただきたいと

思います。 

 それでは順番に説明させていただきます。 

「２．建築物は，・・・・・眺望を阻害しないように，建築物の分棟化や周辺の建築物か

ら著しく突出しない高さにする。」という基準を定めていきたいと考えており，ガイドライ

ンから解読すると，自然的景観のうち特に山並みの稜線や里山の樹林地への眺望を配慮す

る地域が該当すると考えられることから，山脈及び山麓，丘陵地，里山水田地に適用してい

きたいと考えております。 

２に関連して，「４．対岸からの眺望景観に配慮し，長大な外壁面を分節するなど，開放

感と広がりのある景観を形成する。」「５．長大な外壁面は避け，建築物を分節して海への眺

望視線を確保するなど，明るく開放感と広がりのある景観を形成する。」という基準を定め

ていきたいと考えており，ガイドラインから，「地域景観資源を河川，海岸と想定し，河川，

海岸をできるだけ遮へいしないよう，分棟化や高さに変化をつけるなど，背景の見え方を工

夫すること」という定めを協議事項に盛り込みました。 

「３．現在の地形を活かした配置・形態とするなど，地形と調和した景観を形成する。」

という基準を定めていきたいと考えており，ガイドラインから，自然的景観のうち，地形の

変化が見られる地域が該当すると考えられることから，山脈及び山麓，丘陵地，里山水田地

に適用していきたいと考えております。 

「６．建築物・工作物は，河川敷からできる限り後退するなど，のびやかな景観を形成す

る。」「７．大きく成長した松林や松並木の周辺に立地する建築物・工作物は，黒松から一定

距離を後退し，見え方に配慮した形態にするなど，黒松が映えるような景観を形成する。」

という基準を定めていきたいと考えており，ガイドラインに定めている景観資源を河川敷，

海岸の松林と想定し，その景観資源に近接する場合の景観上の配慮事項を基準に盛り込ん

でおります。 

次に，都市的景観に関する協議事項について説明させていただきます。 

「８．屋根や屋上の建築設備，広告物は，建築物と一体的なデザインとするなど，軽快な

スカイラインを持った景観を形成する。」「９．屋上以外の建築設備は，建築物と一体化した

り，囲いを設けたり，植栽やルーバー（日除け，通風のために隙間を開けて，羽根板水平に

並べて取り付けたもの）で覆いできる限り目立たない工夫をしたり，道路その他の公共の場
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所から望見できない位置に配置するなど，整然としたまちなみを形成する。」 

「１０．屋外階段は，建築物と一体化したり，ルーバーで覆うなど，全体的に統一感のある

デザインにしたり，道路その他の公共の場所から望見できない位置に配置するなど，整然と

したまちなみを形成する。」という基準を定めていきたいと考えており，ガイドラインに定

めている外壁や屋上に設ける設備，屋外階段，ベランダなどを設置する場合の配慮事項を基

準に盛り込んでおります。 

「１１．建築物の素材は，タイル，石材，硬質の木材など，耐久性が高く時間とともに趣

が出，かつ，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ものを使用する。」

という基準を定めていきたいと考えており，ガイドラインに定めている耐久性に優れ，時間

とともに景観に溶け込む素材の使用を基準に盛り込んでおります。 

「１２．大規模な施設では，壁面後退など配置を工夫したり適度に分節するなど，圧迫感

を軽減させ，周辺のまちなみとの調和を図る。」という基準を定めていきたいと考えており，

ガイドラインに定めている，低層の建築物が大半を占める地域における大規模な建築物の

配慮事項を基準に盛り込んでおります。 

「１３．立体駐車場は，道路その他の公共の場所から望見できない位置に配置する。やむ

を得ない場合は，接道部（車の出入口を除く）や敷地境界沿いを，ルーバー等の設置，樹木

や生垣等の植栽などにより，構造物の過半が直接露出しないように修景を行う。」という基

準を定めていきたいと考えており，ガイドラインに定めている，屋外駐車場を設置する場合

の配慮事項と大規模な建築物が周辺に与える圧迫感の軽減措置を基準に盛り込んでおりま

す。都市的景観や幹線道路沿いが該当する地域であると考えております。 

「１４．ショーウィンドウの設置や照明による演出などにより，賑わいのある魅力的な街

路景観を形成する。」という基準を定めていきたいと考えており，ガイドラインに定めてい

る，商業地に配慮した空間演出を基準に盛り込んでおります。 

「１５．低層建築物は，勾配屋根を採用するなど，軽快なリズムを持ったスカイラインを

形成する。」という基準を定めていきたいと考えており，ガイドラインに定めている，住宅

地周辺の景観との調和に配慮した空間演出を基準に盛り込んでおります。 

幹線道路に関する独自の協議事項について説明させていただきます。 

「１６．建築物や工作物は，車窓の見え方に配慮するとともに，広告物の配置や規模，掲

出方法に配慮する。」という基準を定めていきたいと考えており，ガイドラインに定めてい

る，幹線道路からの眺望を遮らないような配慮事項を基準に盛り込んでおります。 

「１７．高架道路は，周辺に威圧感や圧迫感を与えないように配慮するとともに，周辺の

自然的環境と調和するよう配慮する。」という基準を定めていきたいと考えており，ガイド

ラインに定めている，自然的景観に広がりのある地域における幹線道路沿いの敷地の景観

上の配慮事項を基準に盛り込んでおります。 

「１８．携帯電話基地局の設置場所は，幹線道路沿いを避けて配置する。」という基準を

定めていきたいと考えており，「携帯電話基地局の設置に関する景観形成ガイドライン」に
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即した基準を盛り込んでおります。 

駅前商業地に関する協議事項について説明させていただきます。 

「１９．建築物は，建築物の相互の協調により，駅前広場や道路の整備状況と整合した形

態とするなど，地域の特色を活かした玄関口にふさわしいまちなみ景観を形成する。」「２０．

低層部は，商業施設で構成するとともに，明るく開放的なデザインとするなど，にぎわいが

感じられる景観を形成する。」という基準を定めていきたいと考えており，ガイドラインに

定めている，駅前商業地に配慮した空間演出を基準に盛り込んでおります。 

歴史的・文化的景観資源に関する協議事項について説明させていただきます。 

「２１．建築物・工作物は，高さを抑えるとともに，歴史的・文化的景観資源から一定距

離を後退し，見え方に配慮した形態にするなど，歴史的・文化的景観資源が映えるような景

観を形成する。」という基準を定めていきたいと考えており，ガイドラインに定めている，

歴史的・文化的景観資源に近接する場合の景観上の配慮事項を基準に盛り込んでおります。 

「２２．屋根の勾配，軒の高さや外観のしつらえの協調など，地域特有の瓦，軒，庇，格

子などのデザイン要素の採用や伝統的に使用されてきた素材の使用などにより，歴史的ま

ちなみと調和した景観を形成する。」という基準を定めていきたいと考えており，ガイドラ

インに定めている，歴史的まちなみが持つ形態特性や伝統的な素材の活用を基準に盛り込

んでおります。 

市全域の共通の協議事項について説明させていただきます。 

「２３．夜間の屋外照明は，過剰な光が周囲に散乱するのを防ぐために，照明の配置や向

き，光量，光の色などに配慮するとともに，間接照明を使用するなど，周辺環境に配慮する。」

という基準を定めていきたいと考えており，ガイドラインに定めている，夜間の屋外照明に

関する景観上の配慮事項を基準に盛り込んでおります。 

「２４．増築などを行う際に，既存建築物の形態・外観，色彩，素材などの修景を行う。

やむを得ない場合は，周辺と調和していない既存建築物の前面を緑化するなど，直接露出し

ないように修景する。」という基準を定めていきたいと考えており，ガイドラインに定めて

いる，既存建築物が周辺の景観と調和しない場合の景観上の配慮事項を基準に盛り込んで

おります。 

「２５．擁壁（ようへき）は勾配を持たせたり，ひな壇状の形状とするなど，圧迫感を軽

減させたうえで，緑化ブロックなどを使用するとともに，前面に植栽帯を確保するなど，周

辺の景観となじませるような修景を行う。」という基準を定めていきたいと考えており，ガ

イドラインに定めている，擁壁に関する景観上の配慮事項を基準に盛り込んでおります。 

参考資料（２）－６ページをご覧ください。 

次に，建築物・工作物の色彩を対象にした協議事項について説明させていただきます。 

まずは，自然的景観及び河川景観に関する協議事項について説明させていただきます。 

「１．建築物や工作物の色彩は，自然景観の季節変動を考慮し，木材や石材などの自然素

材色と共通する色彩を基調とするなど，四季を通して自然の息吹が感じられる景観を形成
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する。」という基準を定めていきたいと考えており，ガイドラインに定めている，山並みや

田園の自然的景観を損なわない色彩の使用を基準に盛り込んでおります。 

「２．建築物の色彩は，暖色系色相（ＹＲ）を基本とし，明度，彩度を周辺の自然のトー

ンに合わせることで調和を図る。」「３．大規模な建築物は，明度５を下回るような色彩の使

用を控え，周囲に威圧感や圧迫感を与えないように配慮する。」「４．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，色彩ガイドラインに示す推奨色を使用する。」とし，

推奨色は，「使用する色彩がＲの場合，明度の推奨範囲：５～８程度，彩度の推奨範囲：２

程度以下となり，使用する色彩がＹＲ～２．５Ｙの場合，明度の推奨範囲：５～８程度，彩

度の推奨範囲：３程度以下となり，使用する色彩がその他の場合，明度の推奨範囲：５～８

程度，彩度の推奨範囲：２程度以下」という基準を定めていきたいと考えており，色彩ガイ

ドラインの山地・農地・河川の項目で記載されている内容に即した基準を盛り込んでおりま

す。 

次に，海岸景観に関する協議事項について説明させていただきます。 

海岸景観につきましても，先ほどと同じ「１．建築物や工作物の色彩は，自然景観の季節

変動を考慮し，木材や石材などの自然素材色と共通する色彩を基調とするなど，四季を通し

て自然の息吹が感じられる景観を形成する。」という基準を定めていきたいと考えており，

ガイドラインに定めている，山並みや田園の自然的景観を損なわない色彩の使用を基準に

盛り込んでおります。 

「５．建築物の色彩は，暖色系色相（ＹＲ）を基本とし，明度，彩度を周辺の自然のトー

ン（おおむね明度は５～９程度，彩度３程度以下）に合わせることで調和を図る。」「６．大

規模な建築物は，海，砂浜などの自然の色との類似調和を基本とし，これらの自然的景観を

阻害しないよう，色彩を控えめにするように配慮する。」「７．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，色彩ガイドラインに示す推奨色を使用する。推奨色は表のと

おり」という基準を定めていきたいと考えており，色彩ガイドラインの海岸の項目で記載さ

れている内容に即した基準を盛り込んでおります。 

次に，住宅地景観に関する協議事項について説明させていただきます。 

「８．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宅地の景観を形成する。」「９．

高層建築物において，明度の低い色（こげ茶色など）を使用する場合は，低層部での使用や，

使用面積を少なくしアクセントとして使用するなど，色づかいに配慮する。」「１０．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，色彩ガイドラインに示す推奨色を使用

する。推奨色は表のとおり」という基準を定めていきたいと考えており，色彩ガイドライン

の住宅地の項目で記載されている内容に即した基準を盛り込んでおります。 

次に，工業地景観に関する協議事項について説明させていただきます。 

「１１．建築物の外壁は，明度は高めで彩度は低く抑えた色を用いるなど，明るく親しみ

のある工業地の景観を形成する。」「１２．大規模な工場等は，単調な配色や極端に明度の高
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い（純白に近い）色彩を避け，形態の変化に対応した色彩の分節やアクセントカラーの効果

的な使用を図るなど，威圧感の少ない親しみやすい色彩景観を形成する。」「１３．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，色彩ガイドラインに示す推奨色を使用す

る。推奨色は表のとおりです。」という基準を定めていきたいと考えており，色彩ガイドラ

インの工業地の項目で記載されている内容に即した基準を盛り込んでおります。 

次に，商業地景観に関する協議事項について説明させていただきます。 

「１４．賑わいや個性の創出など個性に応じた色を用いるなど，賑わいのある魅力的な商

業地景観を形成する。」という基準を定めていきたいと考えており，色彩ガイドラインの商

業地の目標の内容に即した基準を盛り込んでおります。 

「１５．建築物の低層部には，周囲の店舗等と共通性のあるアクセントカラーなどを積極

的に用いるなど，まちなみに彩りを加えることで，賑わいを演出する。」という基準を定め

ていきたいと考えており，ガイドラインに定めている，アクセント色の使用に対する配慮事

項を基準に盛り込んでおります。 

次に，駅前商業地並びに幹線道路沿いに関する協議事項について説明させていただきま

す。幹線道路においては沿道のまちなみを念頭においております。 

「１６．各事業者が相互に店舗外部の色彩を調整するなど，・・・・・としての一体感が

感じられる景観を形成する。」という基準を定めていきたいと考えており，ガイドラインに

定めている，周辺の建築物などと類似した色彩の使用を基準に盛り込んでおります。 

「１７．広告物は，建築物の地色を生かした色彩を用いたり，周囲の広告物と共通性のあ

る配色を取り入れるなど，・・・・・景観を形成する。」という基準を定めていきたいと考え

ており，ガイドラインに定めている，周辺の建築物などと類似した色彩の使用やアクセント

色の使用に対する配慮事項を基準に盛り込んでおります。 

次に，歴史的・文化的景観資源に関する協議事項について説明させていただきます。 

「１８．歴史的・文化的景観資源が近接する建築物や工作物の色彩は，歴史的・文化的景

観資源の色彩を考慮し，それらと共通性のある色彩又は木材や石材などの自然素材色を基

調とするなど，歴史的・文化的景観資源が引き立つ景観を形成する。」という基準を定めて

いきたいと考えており，ガイドラインに定めている，周辺の建築物などと類似した色彩の使

用を基準に盛り込んでおります。 

「１９．歴史的まちなみ周辺の建築物の色彩は，暖色系色相（ＹＲ）を基本とし，古くか

ら民家で用いられた色彩に合わせることで調和を図る。」「２０．大規模な建築物は，低層部

は低い明度を，高層部はやや高めの明度を用いるなど，周囲との調和に配慮する。」 

「２１．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，色彩ガイドラインに示

す推奨色を使用する。推奨色は表のとおり」という基準を定めていきたいと考えており，色

彩ガイドラインの歴史的まちなみの項目で記載されている内容に即した基準を盛り込んで

おります。 

参考資料（２）－１２ページをご覧ください。 
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次に，接道部を対象にした協議事項について説明させていただきます。 

「１．地域の緑地環境と調和のとれた，生垣による緑化の推進により，潤いとゆとりのあ

る景観を形成する。」という基準を定めていきたいと考えており，ガイドラインに定めてい

る，自然的景観による地域の緑地環境の調和に配慮した緑化を基準に盛り込んでおります。 

１に関連して，住宅地景観並びに工業地景観による地域の緑地環境の調和に配慮した緑

化の基準として，「３．生垣やプランターを設置するなど，潤いとゆとりのある景観を演出

する。」という基準を定めていきたいと考えております。 

「２．大規模な施設では，前面に植栽スペースを設けた緑化や壁面緑化などを行うなど，

周辺への圧迫感を抑え，景観への影響を軽減する。」という基準を定めていきたいと考えて

おり，ガイドラインに定めている，大規模な建築物が周辺に与える圧迫感の軽減のための緑

化の基準を盛り込んでおります。自然的景観及び住宅地が該当する地域であると考えてお

ります。 

次に，商業地景観に関する協議事項について説明させていただきます。 

「４．低層部は適度に壁面後退し，オープンスペースの確保や緑化などにより，ゆとりや

開放感を演出する。」「５．後退部分の仕上げは歩道との連続性に配慮するなど，歩行者空間

と一体感のある空間を形成する。」という基準を定めていきたいと考えており，ガイドライ

ンに定めている，商業地に配慮した空間演出を基準に盛り込んでおります。 

「６．塀等を設置する場合は，できる限り自然素材を使用するなど，・・・・・の自然的

環境と調和した景観を形成する。」という基準を定めていきたいと考えており，ガイドライ 

ンに定めている，自然的景観がひろがる場所での塀の素材を基準に盛り込んでおります。 

これには，河川景観及び海岸景観が該当する地域であると考えております。 

「７．田園景観が広がりのある地域において，建築物の壁面を後退させるなど，ゆとりが

あり街路の広がりが感じられる景観を形成する。」という基準を定めていきたいと考えてお

り，ガイドラインに定めている，自然的景観に広がりのある地域における幹線道路沿いの敷

地の景観上の配慮事項を基準に盛り込んでおります。 

歴史的・文化的景観資源に関する協議事項について説明させていただきます。 

「８．建築物の壁面の位置を揃えたり，塀を設置するなど，歴史的な空間にふさわしい沿

道景観を形成する。」という基準を定めていきたいと考えており，ガイドラインに定めてい

る，歴史的まちなみの連続性の維持を基準に盛り込んでおります。 

「９．歴史的まちなみに調和した緑化を行う。」という基準を定めていきたいと考えてお

り，ガイドラインに定めている，歴史的まちなみと調和した緑化を基準に盛り込んでおりま

す。 

参考資料（２）－１４ページをご覧ください。 

最後に，緑・地形を対象にした協議事項について説明させていただきます。 

「１．敷地内には，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。」という基準を定めていきたいと考えており，全
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市的共通なものを目指しており，ガイドラインに定めている、緑化に関する地域の気候，風

土への配慮と高木，中木，低木，草木等の配置のバランスへの配慮を基準に盛り込んでおり

ます。 

「２．造成に際しては，現在の地形を活かしできる限り造成量を減らすとともに，既存の

樹木を適切に保全する。」という基準を定めていきたいと考えており，ガイドラインに定め

ている，土地の造成に伴う配慮と既存樹木への配慮を基準に盛り込んでおります。自然的景

観が該当する地域であると考えております。この２の項目について３，４に同じ内容のこと

なのですが分けて書いてありまして，これについては若干違和感を感じておりますので，再

度この辺については検討していきたいと考えております。 

 「３．造成に際しては，現在の地形を活かしできる限り造成量を減らす。」という基準を

定めていきたいと考えており，ガイドラインに定めている，土地の造成に伴う配慮を基準に

盛り込んでおります。都市的景観が該当する地域であると考えております。 

「４．敷地内にある樹姿又は樹勢の優れた樹木を適切に保全することにより，良好な景観

を維持する。」という基準を定めていきたいと考えており，ガイドラインに定めている，既

存樹木への配慮を基準に盛り込んでおります。都市的景観が該当する地域であると考えて

おります。 

「５．法面は勾配を持たせたり，ひな壇状の形状とするなど，圧迫感を軽減させたうえで，

樹木による緑化を施すなど，地域本来の自然的景観を尊重した修景を行う。」という基準を

定めていきたいと考えており，ガイドラインに定めている，法面への配慮を基準に盛り込ん

でおります。自然的景観が該当する地域であると考えております。 

「６．駐車場などは，緑化による修景を行うなど，潤いのある景観を形成する。」という

基準を定めていきたいと考えており，ガイドラインに定めている，屋外駐車場を設置する場

合の配慮を基準に盛り込んでおります。都市的景観並びに幹線道路沿いが該当する地域で

あると考えております。 

「７．大規模な施設では，敷地外周部に緑地を配置するなど，周辺の景観への影響の緩和

や買い物客や周辺住民などの憩いの場として親しまれる景観を形成する。」という基準を定

めていきたいと考えており，ガイドラインに定めている，大規模商業施設における緑化の配

慮を基準に盛り込んでおります。 

「８．大規模な施設では，敷地外周部（緩衝緑地帯）に，高木，中木，低木をバランスよ

く配置するとともに，法面がある場合は，低木や芝による緑化を図るなど，開放的で明るさ

が感じられる景観を形成する。」という基準を定めていきたいと考えており，ガイドライン

に定めている，大規模工業施設における緑化の配慮を基準に盛り込んでおります。工業地景

観並びに幹線道路沿いが該当する地域であると考えております。 

「９．敷地内に黒松がある場合は，その適切な維持管理を図るなど，美しい風致景観を維

持する。」という基準を定めていきたいと考えており，ガイドラインに定めている，既存の

海岸の黒松への配慮を基準に盛り込んでおります。 
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「１０．駅前に面する街区では，敷地内や窓辺の緑化を進めるなど，四季が感じられる潤

いのある景観を形成する。」という基準を定めていきたいと考えており，ガイドラインに定

めている，駅前商業地における緑化の位置の配慮を基準に盛り込んでおります。 

「１１．歴史的・文化的景観資源（地域のシンボルとなる文化財など）の周辺では極力地

形を改変しない。」という基準を定めていきたいと考えており，ガイドラインに定めている，

歴史的・文化的景観資源の周辺における土地の改変への配慮を基準に盛り込んでおります。 

ここで，今まで説明していませんでした，景観類型の区分のうち，鈴鹿サーキット周辺と

眺望景観について，説明させていただきます。 

これらの景観類型区分には，景観形成基準を定めておりません。その理由について説明さ

せていただきます。 

議案書（２）－４７ページをご覧ください。 

 はじめに，鈴鹿サーキット周辺の適用範囲について，確認させていただきます。景観類型

区分図で明示された範囲であります，鈴鹿サーキットを考えております。 

 鈴鹿サーキット周辺の景観形成方針としては，「国内外から多くの人々が訪れる場所であ

り，より一層の魅力向上に向けた景観づくりを進めます。」としており，事務局としては，

遊園地として特有の景観を形成していることなどから，景観形成基準は定めず，事前協議調

整制度による景観協議を行い，計画を確認の上，景観法の届出を要しない行為として，適用

除外と対応していきたいと考えております。 

景観計画３１ページと議案書（２）－５０ページをご覧ください。 

 市内の主要な視点場として，景観特性から検討すると，海の見える岸岡山緑地，桃林寺，

鈴鹿サーキット，市役所展望ロビーが考えられます。まだ，それに伴う眺望確保のための規

制がなされていない状況にあります。 

 よって，今後は，景観形成方針に基づき，主要な視点場・視対象を検討し，それに伴う規

制誘導策を検討していく必要があると考えております。 

 従いまして，現時点では，眺望景観に関する景観形成基準を定めることはできません。 

景観計画３６ページと議案書（２）－５１ページをご覧ください。 

 土地の形質の変更等に対する景観形成基準について説明させていただきます。 

 土地の開墾その他の土地の形質の変更を対象にした協議事項について説明させていただ

きます。 

 「造成に際しては，現在の地形を活かしできる限り造成量を減らすとともに，既存の樹木

を適切に保全する。」という基準を定めていきたいと考えており，ガイドラインに定めてい

る，地形の尊重と良好な樹木の保全を基準に盛り込んでおります。 

 「法面は勾配を持たせたり，ひな壇状の形状とするなど，圧迫感を軽減させたうえで，樹

木による緑化を施すなど，地域本来の自然的景観を尊重した修景を行う。」という基準を定

めていきたいと考えており，ガイドラインに定めている，法面に関する景観上の配慮事項を

基準に盛り込んでおります。 
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 「擁壁は勾配を持たせたり，ひな壇状の形状とするなど，圧迫感を軽減させたうえで，緑

化ブロックなどを使用するとともに，前面に植栽帯を確保するなど，周辺の景観となじませ

るような修景を行う。」という基準を定めていきたいと考えており，ガイドラインに定めて

いる，擁壁に関する景観上の配慮事項を基準に盛り込んでおります。 

 土石の採取又は鉱物の掘採を対象にした協議事項について説明させていただきます。 

 「採取または掘採する場所が道路などの公共の場所から見えやすいところを避けたり，地

肌を大規模に露出させないように場所を分割する。」という基準を定めていきたいと考えて

おり，ガイドラインに定めている，採取，掘採を行う場所の工夫を基準に盛り込んでおりま

す。 

 「採取または掘採する場所が目立ちにくいよう周辺を植栽により遮蔽する。」という基準

を定めていきたいと考えており，ガイドラインに定めている，周辺緑化による遮蔽を基準に

盛り込んでおります。 

 「採取または掘採後，周辺の景観と調和した緑化を図る。」という基準を定めていきたい

と考えており，ガイドラインに定めている，周辺景観と調和した緑化を基準に盛り込んでお

ります。 

議案書（２）－５２ページをご覧ください。 

 屋外における土石，廃棄物，再生資源その他の物件の堆積を対象にした協議事項について

説明させていただきます。 

 「堆積物は外部から見えにくい場所に堆積させたり，高さを低く抑えるなど，周辺の景観

に阻害しないよう配慮する。」という基準を定めていきたいと考えており，ガイドラインに

定めている，堆積する位置，規模の工夫を基準に盛り込んでおります。 

 「堆積物が外部から見えないよう，敷地外周部に植栽や塀などを設置する。」という基準

を定めていきたいと考えており，ガイドラインに定めている，植栽や塀などによる遮蔽を基

準に盛り込んでおります。 

 「堆積物が外部から見られる場合は，高さや向きを揃えるなど，できる限り整然と集積・

貯蔵する。」という基準を定めていきたいと考えており，ガイドラインに定めている，整然

とした堆積を基準に盛り込んでおります。 

 以上で，鈴鹿市景観計画の類型区分毎の景観形成基準の協議事項について，説明を終わり

ます。 

 ご審議をお願いします。 

 

【木下部会長】 

 景観形成基準の改定案を説明いただきましたが，ご意見等がございましたら，お願いしま

す。 

 

【村山部会員】 
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 各論ではなくて全般的な意見です。 

 今回の改定は，いくつかのことを同時にやっていますので，説明も少しわかりにくいと思

います。 

 そのうち，例えば議案書の２－（５）ページのところで，「市街地」という類型を「商業

地」と「住宅地」「工業地」に分けるというのは，良いと思います。 

 それから，景観計画と景観計画ガイドラインを統合して，景観計画ガイドラインがいらな

くなるというのも，わかりやすくなったと思います。 

 それと，遵守事項と協議事項を分けたというのもわかりますし，共通事項と類型別という

のも，よくわかります。 

 そこまでは，基本的に良い改定だと思いますが，参考資料で説明いただいた○の付け方が

ちょっと怪しい。 

 これまでの計画というのは，すべての類型について共通の形成基準でやってきたので，た

またま自分のやっているプロジェクトがこれと関係ないと思えば「該当なし」とできたので

すが，今回それをあらかじめ行政側で選択してしまって，関係ないものは関係ないとしてし

まっていますが，実は関係するものが結構あったりして，今日の原案の○の付け方が本当に

これで良いのかと疑問に思うところがあります。 

 ひとつだけわかりやすい例を言うと，参考資料２－（１）ページのところの協議事項の２

番目と３番目で，平野部を除く自然的景観の類型全部に○がついているのですが，これは平

野部も○を付けておいたほうが良いと思うんですね。確かに，平野部や相対的にも地形が平

坦ですが，その中でも微妙な地形もあるし，建築設計するときは微妙な地形も考えて設計さ

れると思うので，協議事項の３などは平野部も○がついているべきと思います。 

 主観がかなり関係して難しいのですが，そういうところが何箇所かあったような気がし

ましたので，○の付け方は今日決定できなさそうな気がしています。 

 

【事務局（西野）】 

 そうですね。参考資料を作っている中でも，若干相矛盾するところがありました。 

それについて，今回忌憚ないご意見をお出しいただいて，次回９月のときに再度同じ内容

に関するご提案をさせていただこうと思いますし，そのときにはもう少し検討できると思

います。 

 

【村山部会員】 

 じゃあ，今日は○の付け方については決定しなくてもよいですか？ 

 

【事務局（西野）】 

 はい。ご意見としていただければと思います。 

 承認事項の年度計画については，ご承認をいただきたいと考えておりますが，この内容に
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つきましては，継続審議でお願いしたいと考えております。 

 

【豊田部会員】 

 ガイドラインにもありますが，実際に市と協議するのは，高さ１０メートル以上の建築物

か建築面積１，０００平方メートル以上の建築物に限られてきます。 

 そうすると，今回のは，住宅など届出が不要なものも含めてとても細かいところまで書い

ていただいてあるのですが，これは実際的に，市民の意識に向けてこういうのが良いという

ことを周知徹底するために活用するガイドラインにしていくのですか？ ハウスメーカー

さんとかは，あまり細かいところまで気にせずにやっていると思いますが。 

 

【事務局（西野）】 

 ガイドラインが作成された当時は，届出を出す基準があるということの周知と，届出とは

関係なくてもエリアごとの方向性の周知のために，ガイドラインが作成されたのではない

かと考えております。 

 

【豊田部会員】 

 ガイドラインを周知徹底したり，市民の方に活用していただいて良いまちなみをつくろ

うとしたときに，イベントを開催したらどうかという話になりますが，例えば高さ１０メー

トル以上の届出が必要なものについては，私たちのような専門家の団体と意見交換会をし

てみたり，届出不要なものも含めてまちなみのことをすごく考えているのであれば，イベン

トの開催は先の話とのことでしたが，例えば神戸のまちなみなどで，今でも年に１回くらい

はイベントがあってもよいのではと思います。 

 その時にお願いしたいのは，自治会の役員さんなどお年寄りの方だけではなく，神戸やサ

ーキット周辺であれば近隣の高校生など若い人たちも入れて，今の段階で何かイベントの

ようなものができないかなと。ガイドライン等を作り直していく上でやっていくのがいい

のではと思ったりします。でも，時間的に無理なんですよね？  

 

【村山部会員】 

 そもそも，別冊になっている意味をもう一度思い出すと，ガイドラインは「適用範囲では

ないけれども，こういうことを努力しましょうね」という，啓蒙の意味合いがかなりあった

んですよね。 

 その機能を，統合することによって失ってしまうのは，ちょっともったいない気がします。 

 豊田部会員がおっしゃったように，景観形成基準の内容はとても良いことが多いので，届

出対象外である低層の戸建住宅を建てる人に対しても，ちゃんとお示しして啓蒙していき

ましょうという趣旨だと思ったんですが。 
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【豊田部会員】 

 実際に私たちの側は，かかる法律に対して自分の建築の設計をチェックして出していく

のですが，景観づくり条例をみんなに周知していくというのであれば，低層の建築物につい

ても，景観まちづくりの団体をつくっていく人たちに対して，主観ではなくてこういう基準

があるということを知らせていく方法がないのかと思います。 

 学生さんたちなど若い人たちの意見とか，良いと思うんですけれど。 

 

【都市計画課長】 

 今のスケジュールでは難しいと思います。 

 でも，業界の団体さんへの周知は，抜けていたと思います。 

 

【豊田部会員】 

 それは一度，ざっくばらんな意見交換会という形で聞いていただけるとよいと思います。

説明会をするから来てくださいと言われても，忙しくて誰も来れないと思いますので。 

 

【村山部会員】 

 これを決めるプロセスで，例えば建築士会とか。 

 

【豊田部会員】 

 そうです。意見交換会です。意見の全部を反映することはできないと，はっきり言ってお

いてもらわないといけないですが，でも，そういう場を持つことによって，参加する側も責

任もって意見を言うわけですから，真剣に聞きますし，取組についても協力的になると思い

ます。 

 

【木下部会長】 

 では，そういう場を企画できるか検討してもらっては？ 

 

【事務局（西野）】 

 企画できるかどうか検討してみます。今のスケジュールが絶対ではないので，そういう機

会を設けたほうがよいのであれば設けていきたいと思います。 

 大規模な建築物の景観誘導ということを前提に考えながら協議していくということで作

っていますが，それだと当てはまらない項目も結構ありますので，このままそれを活かして

いくということもできるかもしれないし，新たに作るという考え方もひとつだと思います。 

 実は，市街化区域にはある程度共同住宅や工場は建ってくることを想定する中で，自然的

景観の項目は厳しく感じられて，高い建物はたぶん建たないのではないかと思いながら協

議事項をつくっています。都市的景観では，普段からある程度なされているので，協議事項
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は厳しくないのではと思っています。 

 

【豊田部会員】 

 届出が必要なものについては，ちゃんとガイドラインに書いてもらってあるので，私たち

はそれを見て仕事をし，それに沿って協議したいことがあればお願いしています。 

 しかし，そもそも最終的に地域の景観団体さんとやっていくにあたって必要なのは，大き

な建物が邪魔だから小さくしてほしいとかいうことではないと思います。 

鈴鹿のまちの良いところを残そうとか，この建物はとても良いから保全していきたいな

ど，良い景観を残していく，つくっていくということだと思いますが，それが全部一緒に書

いてあるような気がしてならないんです。 

 

【村山部会員】 

 大規模なものに限った基準？ 

 

【豊田部会員】 

それと景観まちづくりが，全部同じ冊子の中に入っているんです。 

 

【村山部会員】 

 ガイドラインがあえて一緒にしてあるので。それをこっちに持ってきた途端，おっしゃる

とおり，小さな建物に適用するようなこともかなり入ってしまっています。 

 

【豊田部会員】 

 そうですね。 

 ガイドラインについては，本当は景観法の届出が必要なものの基準がわかるものと，鈴鹿

市の良い景観をつくるまちづくりのものと，ちょっと分けてほしいと思います。今頃言って

はいけないんですが。 

 

【村山部会員】 

 統合したら，初めて気づきますよね。 

 

【豊田部会員】 

 全部一緒になってるんです。 

 

【都市計画課長】 

 届出対象のものと，対象でないものが一緒になっているから？ 

 



 

32 
 

【豊田部会員】 

 一緒になっていてもいいんです。根本としては良いのですが，届出が必要なものに関する

ことと，住宅地の出入り口のことまで，全部一緒に書いてあるじゃないですか。それはちょ

っと違うと思うんです。 

 

【事務局（西野）】 

 実は，現行の景観計画の３５ページをご覧いただくと，「カ その他 ａ」で「屋外駐車

場は，沿道景観を阻害しないよう，できる限り出入り口を限定するとともに，安全上支障の

ない範囲で，道路から直接見通せないよう，生け垣などの設置に努めること」と，結構細か

い基準自体が，今の景観形成基準の中に入れ込まれているんです。 

 極端に言うと，大規模なものはもう少しざっくりとした基準にしていってもいいのでは

ないかという考え方もあると思います。 

 今のガイドラインは，こういう点に注意しながら設計してもらえたらどうかというよう

な協議事項に変えていくというのもひとつだと思います。 

 

【村山部会員】 

 そもそも，そういうものだったんです。 

 

【事務局（西野）】 

 ただ，実際，この基準だけでは判断が非常に難しいケースがあります。景観形成基準の解

説という形でガイドラインが位置づけられているので，審査をするときは結局この中に入

り込んで審査をするというのが現実で，それがガイドラインと引っ付けて提案させていた

だいた，そもそもの理由です。 

 

【豊田部会員】 

 それはそれでいいんですよ。 

 

【事務局（西野）】 

 それなら一緒にして審査したほうが，届出者さんに対してもこの基準になっていること

が明らかにわかりますし，審査する側も同じ基準に基づいて審査をするので，よりわかりや

すいのでは， 

ただ，今おっしゃったように，大規模な建築物に対してここまでどうなの？という議論と

いうのは・・・。 

 

【豊田部会員】 

 そうじゃないです。 
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 大規模な建物でも，細かいところまで言ってもらって良いんですが，ガイドラインの中に

も届出が必要なものと必要でないものとが全部入っているじゃないですか。 

 だから，ガイドラインというのは，届出が必要なものについてのものではなくて，景観計

画の基準をもっと細かくしたものというふうに受け止めたほうがよいのでしょうか？ 

 私は，ガイドラインというのは，届出が必要なものに対して必要な基準が全部書いてある

ものだと思っていたので，より細かくなっているような気がします。 

 

【事務局（西野）】 

 私の認識としては，この景観計画がまず基本にあって，それの解説書としてガイドライン

があると。 

景観形成基準というのは，大規模な建築物の誘導に関する基準なので，それの解説という

ことは，大規模なものもこの中に含むということです。 

 

【豊田部会員】 

 そもそもガイドラインというのは，大規模なものだけでよいのではないかと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 その辺りが，つくった当時と若干ずれているのではないかと思います。 

 

【都市計画課長】 

 村山先生のお話ですと，つくった当時は逆に，届出に関係のないような小さなものでも，

このようなものを意識してくださいよと，みんなに周知していきたいために，分けてつくっ

たと。 

 

【村山部会員】 

 そういう議論をしました。 

 

【都市計画課長】 

 ですので，大きさや届出対象を問わず，景観計画をみんなに分かってもらうためのもので

もあったわけですよね？ 

 

【村山部会員】 

 そうです。 

 

【都市計画課長】 

 今回の出発点は，審査は結局両方を足して審査しているので，それを合わせたものを分か
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りやすく提示しておいたほうが，実務者の方も項目をチェックしていただきやすくなるだ

ろうということで作らせてもらっていることです。 

 基本的に，今回作ろうとしているものは，届出面積よりも小さいものでも，こういうこと

に気をつけてもらえるとありがたいなということをＰＲしていくものだと思っています。 

 実際，せっかく分けて作ってあったのに，これをＰＲ用にあまり活用してなかったところ

もありますので。 

 

【木下部会長】 

 今回，景観計画と景観計画ガイドラインを内容的に統合しましょうということですが，そ

うすると現行のガイドラインは今後は使わない？ ガイドラインに代わる，一般に広く周

知できるような分かりやすいものを作るということですか？ 

 

【都市計画課長】 

 最終的にどのようなものをというのはまだですが，かえって現行のガイドラインを活か

してしまうと，違う項目が出てきてしまって，まぎらわしくなってしまうといけないと思う

んですね。修正して使う方法はあるかなと思います。 

 

【木下部会長】 

 ガイドラインは，写真や図示で細かくしてありますよね。こちらのほうに景観計画を載せ

る場合，そこまで詳しく載せるのでしょうか？ これだと，文言だけで載せられそうな気が

します。 

 

【事務局（西野）】 

 文言だけですね。 

 

【木下部会長】 

 そうすると，やはり逆に分かりにくくなりますね。 

 

【事務局（西野）】 

 ですから，たぶんなくなるということはないと思います。 

 

【村山部会員】 

 そうなんですか？ 

 

【事務局（西野）】 

 ただ，どのように整理をしていくか・・・。 
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 景観計画はそのまま置いておいて，類型別に市が考える協議事項を内規として考えると

いうのも方法かもしれないです。内規だと余計に不安かと。 

 

【村山部会員】 

 そもそも設計者は，大規模なものをつくる場合に，景観形成基準を満たすように設計しま

すよね。その時に，具体的に言うと何なんだ？という疑問が湧いてくるので，その時にガイ

ドラインを参照して，景観形成基準の意図を勉強して，それで設計して届出してきます。 

 審査する行政側も，景観形成基準を遵守しているかをチェックしますが，その際に担当者

もこちらのガイドラインをチェックして趣旨に合っているかどうかを判断すればよく，そ

れは昔からやっていると思いますし，それで運用がしにくいということになったから，統合

していこうということになったと思います。 

 もし統合するのなら，このガイドラインは大規模なものについては要らなくなるんだけ

れども，小規模な建物を設計する人に対するＰＲとしては，まだ使えると思いますし，景観

形成基準も現在は大規模なものにしか適用されていないけれども，現在適用外のものにつ

いても良いことだから努力目標として考えていきましょうねという啓蒙をすればいいと思

います。 

 行政の運用で，これが２つあって複雑だとおっしゃったので，それだったら，ガイドライ

ンをなくしてしまって，全部こちらに盛り込めばよいと思ったんです。 

 

【豊田部会員】 

 実務側から言うと，正直なところ要らないんです。 

 例えば，高さ１０メートルを超える住宅でも出しますので，その場合に何と何を出さない

といけないかという実務的なものはどうしても欲しいので必要です。 

でも，今おっしゃった，ガイドラインでいう小規模なものについてもいろんな規定をつく

っておくということが大事だということを，今，少し理解しました。 

でもそれは，プロや建築士に出さないと，何も反映されないと思うんです。市民の方にい

くら言っても，自分のところの家は一生に１回くらいしか建て直さないわけですから。これ

から造るものとか残すものについては，プロにも小規模についてきっちりと啓蒙する必要

があると思います。 

その場合，大規模な届出対象には景観法がかかるけど，小規模なものは関係ないからあま

り気にしなくてもいいよねという感覚になる人がいますので，そうではなくて，鈴鹿市では

そういうことまできっちりと決めてあるので，そこをみんなで守っていこうという啓蒙を，

これからしていかないといけないと思います。 

 

【村山部会員】 

 私もそう思います。 
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【豊田部会員】 

 これの作り方は，どちらがいいのかはわからないですが，実務的にはそういう方向性を望

んでいます。 

 

【村山部会員】 

 そうすると，両方あったほうが良いとういことですか？ 

 

【豊田部会員】 

 ガイドラインの細かなものと，実務で必要な部分というのがはっきり分かれば，１冊でも

かまわないと思います。 

 

【都市計画課長】 

 私は，基本的には１冊にまとめたいと思っています。 

 ただ，ご指摘があったように，文字だけだとわかりにくく見にくい。絵を入れてしまうと

分厚くなってしまうので，あえてつくるとしたら，文字だけのものと絵を入れたものかなと，

お話を聞きながら思っていました。 

 最終的な完成品は，もう少しお時間をいただいて，事務局で検討し，皆様にご提案したい

と思っています。 

 

【豊田部会員】 

 最終的にどういうものにしていくかということと，これをどう啓蒙していくのかという，

２つの議論をしなくてはいけないのではと思います。 

 

【都市計画課長】 

 これまで，市民の方々へは，景観通信を広報に折り込むなどして対応してきましたが，実

務で届出を作成する業界の方々へは，我々の周知活動は不足していたと思っています。 

 これについては，どうしていくかを，また相談させていただきたいと思います。 

 

【木下部会長】 

 他にお気づきの点がありましたら，お願いします。 

 

【松浦部会員】 

 基本的なところの話ですが，新しい提案のところの景観形成基準の遵守事項というのは，

景観計画ガイドラインを踏まえて書かれていますよね。 

 景観形成基準は，景観計画の基本的事項と個別事項があって，わりとコンパクトにまとめ



 

37 
 

られていて，それをもう少し細かく規定したものが新しい景観形成基準の遵守事項だと思

いますが，それを今までの基本的事項と個別事項に加えて，遵守事項を景観計画ガイドライ

ンよりもさらに詳細に決めていくというお話なのでしょうか？ 

 これまでのものに，さらに景観形成基準の遵守事項を新しく加えるという構成なのです

か？ 個別事項を遵守事項に切り替えていくということですか？ 

 

【事務局（西野）】 

 景観形成基準の中に個別基準がありまして，その景観形成基準を２つに分けるというこ

とです。 

 

【松浦部会員】 

 遵守事項と協議事項と？ 

 

【事務局（西野）】 

 はい。景観形成基準の中に，遵守事項と協議事項の２つがあるということです。 

 

【松浦部会員】 

 そうなると，景観計画の冊子に３ページくらいでまとめられている個別事項は，なくなる

ということですか？ 

 

【事務局（西野）】 

 ３４ページ，３５ページに書かれている内容は，全面改定になるということです。 

 

【松浦部会員】 

 すごく複雑になって，分厚くなってしまいますね。 

 

【村山部会員】 

 改めて見ると，現行のものはとてもシンプルで分かりやすいですね。 

 運用上の問題でこれを類型別に記述したほうがよいという話が出たので，何ページにも

わたって景観形成基準が出てきてしまっているんです。 

 かつ，ガイドラインの内容も盛り込むほうが運用しやすいということなので，この部分で

３ページで収まっているものが，何十ページにもなってしまっています。 

 

【豊田部会員】 

 そんなにあると，私としては全部は見れないです。 
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【松浦部会員】 

 そうですよね。 

 

【村山部会員】 

 そこが，審査する側と申請する側の感覚の違いかもしれませんね。 

 

【事務局（西野）】 

 申請される方にとっては，遵守事項は鈴鹿市全域同じ内容で，協議事項だけが景観類型別

の区分ごとに分かれているということになります。 

 

【松浦部会員】 

 必ずしも全部読む必要はなくて，商業地に計画していれば商業地の項目だけを見ればよ

いということですね。 

 

【村山部会員】 

 ひとつひとつの景観形成基準が，ガイドラインの例示を含むことによって，長くなります

ね。 

 

【事務局（西野）】 

 はい。でも，もう少しまとめたり，分解したほうが良いもの，また対象によっては同じよ

うな内容の基準が書かれていたりするものがありますので，それを整理しないと余計に分

かりにくくなってくると思います。 

 

【村山部会員】 

 今回は，ガイドラインの内容を比較的機械的に盛り込んだのがたたき台になっています

ので複雑に見えますけれど，遵守事項と協議事項に分けて，あと共通事項と個別事項と分か

れていて，結局のところ一番分量が多いのは，類型ごとに並んでいる協議事項です。 

そこの中身については，もっと整理して短くというのはできますけれど，今度は住宅地や

商業地など個別の類型ごとに議論していかないといけなくて，それに結構手間がかかりま

す。 

 

【豊田部会員】 

 それはわかります。類型別に分けて，例えば某遊戯業施設を住宅地に建てるのと商業地に

建てるのとでは違って，こういうことに気をつけるということはわかります。 

 でも，同じ文言というのは，たくさん出てきますよね。そんなに書く必要があるのかと思

います。 
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【都市計画課長】 

 チェックするにあたって，設計者さんも我々も，まずは場所から見るのではないかと思い

ました。 

 平野部水田地であれば平野部水田地のところを開けて入っていけばよく，あとは見なく

てもよいわけですから，その方が見やすいのではと思ったわけです。 

 重複しているところが結構ありますので，分厚くなるんですけど。 

 

【村山部会員】 

 そういう意味では，今日の資料は全文を見ているわけですから，景観形成基準を類型別に

冊子にしてしまって，該当するものだけ引っ張り出して見ればいいというのもありますね。

あるいはＰＤＦにして，ホームページに掲載してあればよいので。 

 

【都市計画課長】 

 そういうのもありますね。 

 

【豊田部会員】 

 全部を冊子にしてしまうと，予算がたくさんかかりますが，私たちが申請書を書くときは，

冊子をみるよりは先にホームページを見て，景観法・景観づくり条例を見て，そこから引っ

張り出すということが多いです。 

 

【村山部会員】 

 今は全類型を見ているから大変なことになっているんですけど，実務ではここの敷地が

どこの類型になるかを調べてということになりますね。 

 

【都市計画課長】 

 建てたい場所の類型をホームページ等で開けていただいて，そこだけチェックしていた

だいたほうが見やすいのではと考えたんですが。 

 

【豊田部会員】 

 細かい話ですが，４メートル以上の擁壁と建築と両方かかってしまう案件で，建築はまだ

何も考えていない段階のとき，擁壁を先に出して建築を後で出してと考えるのですが，私た

ちが出す申請にかかってくるものは，建築物か工作物くらいです。プラントやアンテナ，煙

突や道路などはほとんど関係ないですね。ですので，全部入れたらすごいものになるんだろ

うなと思っただけです。でも，大事ですもんね。 
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【村山部会員】 

 それぞれの類型別の景観形成基準が，ちゃんとわかりやすいものになっているかが一番

大切ですよね。その中で重複があったりするとごちゃごちゃになってしまうので。それはま

だ精査する余地があると思います。 

 

【豊田部会員】 

 それと，住宅地でも，平地の地形はいろいろあるということでしたので，それもですね。 

 

【松浦部会員】 

 今のに関連して。議案書（２）－５ページでは，類型別・構造別という２つの類型で分け

てもらっていますが，ちょっと頭に入りにくいんです。 

 表２も結局類型だけれども構造別になっています。基本的に都市の構造はインフラスト

ラクチャと言っていて，ディストリクト（地域），土地利用も入っているので，言葉遣いが

ちょっと怪しいんですよね。 

 表１は土地利用類型別景観だと思いますが，表２の構造別の景観の「構造」というのは，

都市のイメージで言うと「エッジ（縁）」とか「ワズ」とか「ノード（接合点・集中点）」と

か「ランドマーク（目印）」みたいな話だと思うのですが，それを「構造」と言ってしまっ

ていいのかと思います。頭に入りにくいんです。 

 

【村山部会員】 

 おっしゃるとおりですね。 

 

【松浦部会員】 

 どう言ったらいいのかな。表１は，言葉の使い方なんです。土地利用類型でいいと思うん

です。 

 

【木下部会長】 

 表２は全体の景観類型のと言っていて，さらにまた類型と構造があって，その辺りが分か

りにくい。 

 「構造別」というのは，今回新しく作った言葉ですよね？ だから，それをあえて言う必

要があるのかと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 表１に括弧書きで「市の特性による面的区分」，表２では「市の個性を彩る景観類型」と

あって，これは今の景観形成基準の中では明記されているのですが，その内容を書かせても

らってもいいですが・・・。 
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【村山部会員】 

 これは，鈴鹿市の土地をベーシックに分類した５つの面的区分の上に重なるようにして，

「市の個性を彩る景観類型」というのがオーバーレイ（表面を薄く覆うこと）でついている

というイメージです。 

 

【松浦部会員】 

 構造というと，本来それも含めて全体として「構造」と一般的には言いますので，軸と拠

点だけ取り出して「構造」というのは不自然じゃないかと思います。 

 

【村山部会員】 

 言葉の使い方としては，そういうことですね。 

 分けてしまっていますから，余計にややこしいですね。 

 

【事務局（西野）】 

 表１と表２は，重なっていたら両方かかってきますよというのを言いたいんです。ベース

があって，その上に河川とかがあったら，両方チェックしてくださいと。 

 ですので，両方ダブるような基準というのは，なるべく外すような形で考えています。 

 

【木下部会長】 

 もともと，先ほどの表１・表２の括弧書きの言葉が，景観計画にも書いてあるんですよ

ね？ 

 

【都市計画課長】 

 この１５ページの図は，そのまま括弧書きの部分と同じ言葉が入っています。 

 

【事務局（西野）】 

 今日のご議論を踏まえて，一度検討します。 

 

【都市計画課長】 

 表１と表２の題名については，検討させてください。 

 

【木下部会長】 

 全体を通して，ご質問・ご意見等はありませんか？  

 今日の議題としては，議題（１）のところで６つの承認事項があります。専門部会として

は，承認するかしないかを今日決めることが必要です。 



 

42 
 

 まず，専門部会として特に問題がなければ，本日の承認事項を専門部会として了承したい

と思いますが，皆さんはいかがでしょうか？ 

 最初に，イベントなど文言を一部修正するなどのことがあったと思いますが，それは修正

すると言うことを前提としてということです。 

 

【村山部会員】 

 あくまでも，課題と方向性が良いかどうかということですね？ 

 

【木下部会長】 

 はい。２－③④⑥は協議事項ですので，それ以外の話です。 

 

【村山部会員】 

 「１．景観計画の推進」のところで，イベント開催や業界への周知などの課題が出て，そ

れがここに書いていないので，追加した上でということであれば，私は異議はありません。 

 

【豊田部会員】 

 できるだけこれを広く使っていただけるよう，みんなに周知したいと思いますので，周知

しやすい作り方，表現の仕方にお願いします。 

 

【木下部会長】 

 はい。それを含めてということで，了承していただいたということです。 

 協議事項につきましては，本日の部分を踏まえて再度事務局で検討していただいて，次回

の専門部会で出していただくということでお願いします。 

 あと，事項書の「３．その他事項」はありますか？ 

 

【都市計画課長】  

 特にございません。 

 

【木下部会長】 

 では，議事の内容は以上です。 

これで進行を事務局へお返しします。 

 

【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。 

 皆様のご意見を踏まえまして，次回の専門部会へ向けて協議したいと思います。 

 次回の部会は，９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
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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｡  

どうもありがとうございました。 
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