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（１）－１ 
 

（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（案） 
 
 

１．景観計画の推進 

○第 1回鈴鹿市景観審議会専門部会 

・議事録 
質疑・意見・・・特になし 

 

○施策の整理 

第１回専門部会で提案した施策②は地区別景観づくり計画区域における行政内の支援体制に関することであるため，施策○23に含まれる。 

 

 

承認事項 

○解決の方向性と具体的な施策について 

 

 

 

※景観計画・鈴鹿市景観づくり条例・関連制度要綱の構成について 

 鈴鹿市景観計画（現行通り） 景観計画の改定①（平成 27 年度） 景観計画の改定②（平成 29 年度） 鈴鹿市景観づくり条例等 

第６章 市民が主役の景観づくりに向

けた取組 

３ 景観に関する普及啓発 

（１）市のホームページなどによる広報 

（２）イベントの開催 

□ 景観に関する普及啓発（既） 

 ■景観通信発行 

 ■イベント開催 

 ※施策①「市民（事業者）意識の醸成」 

   

 

 

 
 

運用上の課題 解決の方向性 施策 
優先 

順位 

景観 

計画 
条例 

各種 

制度 

課題① 

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。 

方向性①｢オール鈴鹿で景観形成の推進｣ 
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。（※神戸

市） 

施策①「市民（事業者）意識の醸成」 
・景観通信発行 ・イベント開催 

◎ 実行 － － 

施策②「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」 － 実行 － － 

運用上の課題 解決の方向性 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

課題① 

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。 

方向性①｢オール鈴鹿で景観形成の推進｣ 

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。 

施策①市民（事業者）の意識の醸成 

○景観通信発行 

 

 

○景観通信発行 ○景観通信発行 ○景観通信発行 



 

 

２．建築物・工作物の景観誘導（大規模建築物等誘導）（景観法第 16 条第 1項又第 2項） 

○第 1回鈴鹿市景観審議会専門部会 

運用上の課題 解決の方向性 施策 
優先 

順位 

景観 

計画 
条例 

各種 

制度 

課題② 

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。 

※景観計画ガイドラインも含めて解読すると，景観形成基準のう

ち，どの項目が類型別・構造別の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することは

難しい。 

方向性②「景観類型別の景観形成基準の設定」 
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。 

施策③「景観類型別の景観形成基準の設定」（※小田原市） 

◎ 
改定

加筆
－ － 

課題③ 

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（景観計画は適合されるもの）として

取り扱いがされる。（表現の内容まで立ち入って審査することはで

きない） 

方向性③「景観形成基準の運用改正等による景観誘導」 
景観に大きな影響を及ぼすおそれのある建築物の壁面の地模様に

ついて，景観形成の目標に沿った適切な景観誘導（色彩基準等）を

図っていく。 

施策④「景観形成基準の色彩基準の運用改正」 ◎ 運用 － － 
施策⑤「地区別景観づくり計画区域の住民参加による景観誘

導」 
◎ － 改定 ○ 

課題④ 

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。 

※景観形成のイメージを共有化するツールは用意されておらず，

事業者が判断する景観形成基準に従って計画が立案され，実質

は鈴鹿市と協議することには至っていない。 

方向性④「事業者との調整の仕組みづくり」 
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。（協議調整のルールを明

確に位置付ける。） 

施策⑥「大規模建築物・工作物の届出に伴う事前協議制度の創

設」 
（※横須賀市） 

◎ － 改定 － 

・議事録 

質疑・意見①（村山部会員）（施策③） 

景観形成基準策定時，市全域の基準について細かいことまで決めることはできないという結論になり，結果的にあいまいな基準に留めたという経緯がある。施策③「景観類型別の景観形成基準の設定」において，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（ある程度）が必要となる。 

提案としては，施策③の実施に当たり，特に問題がある地区でパイロット事業を行ってはどうでしょうか？ 

⇒回答（事務局）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していくことを考えている。新たに詳細な基準を定めるものではない。事務局案を次回提案する。 

 

質疑・意見②（豊田部会員）（建築物・工作物の景観誘導） 

小規模な建築物・工作物については，景観のルール（目標，基本方針，景観形成基準）を決めても届出する必要がないため景観誘導ができていない。どのように啓蒙するかが重要である。 

（他市の事例）横須賀市：小規模な建築物・工作物について，条例で基準適合への努力規定を設けていたり，要綱で色彩基準を規制し景観誘導しているケースがある。 

→運用実態を把握し，有効なものであれば，検討していく。 

 

質疑・意見③（豊田部会員・村山部会員）（施策③） 

 「夜の景観」について，景観形成基準に明記されていない。 

⇒回答（事務局）景観形成基準 建築物・工作物 カその他で明記されている。（ｂ 夜間の屋外照明は，過剰な光が周辺に散乱しないようにし，周辺の状況に応じて照明方法を工夫すること。） 

 

 

（２）－１ 



質疑・意見④（松浦部会員）（施策④） 
アクセント色（色彩基準外）と他の色（色彩基準内）をまとめてアクセント色として規制する方法はあると思います。また，アクセント色の面積基準を設け，超えた場合はより強い規制も考えられると思います。 

 
質疑・意見⑤（村山部会員）（施策④） 
建築物の壁面の地模様について，あらかじめ基準や規制を設けて未然に防ぐことはほとんど不可能であると考えます。 
事業者と事務局できっちりと協議をしていける仕組みを設けることが大事であると考えます。その際，必要に応じて景観審議会（審査部会）の意見を聴くことができるようにすることが重要であると思います。 
建築物の壁面の地模様に関する協議基準（審査部会基準）を設ける必要があると思います。 
その協議基準として，アクセント色（色彩基準外）と他の色（色彩基準内）をまとめてアクセント色として規制し，その色の面積の割合や最高面積の限度などの基準を作っていくことが必要であると考えます。 
（事業者と協議を行うに当たって，基準がないと空中分解してしまう。） 

 
質疑・意見⑥（松浦部会員・村山部会員・豊田部会員）（施策④） 
なるべく早急に対応しようとするとき，案３（大規模建築物・工作物の景観誘導）のツールに適用対象を市全域としたものが考えられます。 
審査部会を設置したことから，フレキシブルに対応できるよう，案件をどんどん挙げていくべきだと思います。 
審査部会を設置したことから，迷ったときには審査部会にすぐ聴くという運用をすると，あまり中身を変えずに運用上の改善で対応できるのではないかと思います。 

 
事務局（次長）（施策④の整理） 
「審査部会への諮問」「事前（景観）協議の活用」「基準の明確化」を原則として，法的な整理（不利益を蒙った人に対して法的に訴えられたときに戦えるかということも考慮に入れる）を図りながら，地模様の規制を検

討していきたい。 
→「審査部会への諮問」「事前（景観）協議の活用」「基準の明確化」を原則として，法的な整理（不利益を蒙った人に対して法的に訴えられたときに戦えるかということも考慮に入れる）を図りながら，案３のツールに適

用対象を市全域にしたものをたたき台として地模様の規制を検討していくべきである。 
 
○施策の整理 

方向性③を検討するときに，第１回専門部会の議論（地模様の規制を検討するにあたり，第１回専門部会で提案した案３のツールをたたき台にして，適用対象を地区別景観づくり計画区域から市全域にしていくべきである）

を踏まえると，第１回専門部会で提案した施策⑤は適さない。 

 

 

 

  

（２）－２ 



承認事項 

○解決の方向性と具体的な施策について 

運用上の課題 解決の方向性 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

課題② 

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。 

※景観計画ガイドラインも含めて解読すると，景観形成基準のう

ち，どの項目が類型別・構造別の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すること

は難しい。 

方向性②「景観類型別の景観形成基準の設定」 

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。 

施策③景観類型別の景観形成基準の設定・運用 

○「景観類型別の景

観形成基準」の素

案策定 

 

○「鈴鹿市景観計画」

の改定 

 

○運用 ○運用 

課題③ 

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（景観計画は適合されるもの）とし

て取り扱いがされる。（表現の内容まで立ち入って審査することは

できない） 

方向性③「景観形成基準の運用改正等による景観誘導」 

景観に大きな影響を及ぼすおそれのある建築物の壁面の地模様に

ついて，景観形成の目標に沿った適切な景観誘導（色彩基準等）を

図っていく。 

※「審査部会への諮問」「事前協議調整制度の活用」「審査基準の明

確化」を原則として，法的な整理を図る。 

※事前協議調整期間内で，景観審議会審査部会の意見を聴きなが

ら，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

の目標に沿った適切な色彩誘導を図っていく。 

施策④景観形成基準（色彩基準）の審査方法の見直し・運用 

○検討（専門部会で

の審議） 

・枠組の確定 

 

 

○検討（専門部会での

審議） 

・審査基準の策定 

 

 

○要綱の策定 

・景観形成基準（色彩

基準）の審査方法の

確定 

 

○運用 

課題④ 

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。 

※景観形成のイメージを共有化するツールは用意されておらず，

事業者が判断する景観形成基準に従って計画が立案され，実質

は鈴鹿市と協議することには至っていない。 

方向性④「事業者との調整の仕組みづくり」 

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。（協議調整のルール

を明確に位置付ける。） 

※事前協議調整期間内で，必要に応じて景観審議会に意見を求め

ることができる旨の規定を設ける。 

施策⑥届出に伴う事前協議調整制度の創設・運用 

○「届出に伴う事前

協議調整制度」の

素案策定 

 

○「鈴鹿市景観づくり

条例」の改定 

 

○運用 ○運用 

 

※景観計画・鈴鹿市景観づくり条例・関連制度要綱の構成について 

 鈴鹿市景観計画（現行通り） 景観計画の改定①（平成 27 年度） 景観計画の改定②（平成 29 年度） 鈴鹿市景観づくり条例等 

第４章 行為の制限に関する事項 

２ 景観形成基準 

（２）個別事項 

 □ 個別事項（改定） 

 ■遵守事項・協議事項と別 

 ■景観類型別の景観形成基準 

：要素別基準 

※施策③「景観類型別の景観形成基準

の設定・運用」 

 

 条例改定 

□事前相談制度の改定（平成 27 年度） 

 ■事前協議調整制度の創設 

 ※施策⑥「届出に伴う事前協議制度の

創設・運用」 

 

 

 

 

 

（２）－３ 



 

 

３．屋外広告物の規制・誘導 
○第 1回鈴鹿市景観審議会専門部会 

運用上の課題 解決の方向性 施策 
優先 

順位 

景観 

計画 
条例 

各種 

制度 

課題⑤ 

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。 

方向性⑤「屋外広告物の規制誘導」 
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。

施策⑦「屋外広告物の景観形成の基本方針の策定」（※藤沢市）

○ 
改定

加筆
－ － 

課題⑥ 

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る。 

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。 

方向性⑥「(仮)鈴鹿市屋外広告物条例の制定」 
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。 
※三重県から権限委譲を受ける必要がある。 

※三重県屋外広告物条例の改正が必要である。 

施策⑧「(仮)鈴鹿市屋外広告物条例の制定」 

○ － 新規

運用

（マ

ニュ

アル

作

り）

・議事録 
質疑・意見・・・特になし 

 

○施策の整理 

 第１回専門部会で提案した施策⑦⑧を実行するにあたって，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，「鈴鹿市屋外広告物適正化推進計画」を策定することとする。 

 鈴鹿市屋外広告物適正化推進計画を受けて，景観計画の改定をし，「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，屋外広告物を規制誘導するための「鈴鹿市独自条例」を制定する。 
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承認事項 

○解決の方向性と具体的な施策について 
運用上の課題 解決の方向性 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

課題⑤ 

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。 

方向性⑤「屋外広告物の規制誘導」 

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。

施策⑦鈴鹿市屋外広告物適正化推進計画の策定 

○景観審議会専門部

会（屋外広告物）

の設置 

 

 

 

○屋外広告物適正化推進計画の検討・策定 

・検討事項 

※序 屋外広告物適正化推進計画の目的 

① 屋外広告物行政の現状  

② 屋外広告物の掲出状況  

③ 課題の整理  

④ 屋外広告物適正化の方針  

⑤ 屋外広告物適正化計画  

⑥ スケジュールと推進計画 

○「鈴鹿市景観計

画」の改定 

課題⑥ 

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る。 

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。 

方向性⑥「(仮)鈴鹿市屋外広告物条例の制定」 

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。 

※三重県から権限委譲を受ける必要がある。 

※三重県屋外広告物条例の改正が必要である。 

○「(仮)鈴鹿市屋外

広告物条例」の制

定 

 

 

※屋外広告物適正化推進計画のポイント 

・未申請・未更新物件が多数見受けられ，屋外広告物制度の認知度の低さが露呈している。このような状況を適切に対処するため，制度の適正化を促進する施策を計画し，制度が広く認知される状態にしていく。 

・現行の地域的規制は，景観計画に適合した景観誘導策になっていない。そのため，広告物の適正化を促進する施策を計画し，景観計画に適合した適正な地域的規制（景観類型別に細分化・色彩基準の追加）を図っていく。 

 

※景観計画・鈴鹿市景観づくり条例・関連制度要綱の構成について 

 鈴鹿市景観計画（現行通り） 景観計画の改定①（平成 27 年度） 景観計画の改定②（平成 29 年度） 鈴鹿市景観づくり条例等 

第５章 良好な景観の形成に向けた方 

策２ 屋外広告物の表示及び屋外広告

物を掲出する物件の設置に関す

る行為の制限 

  □ 屋外広告物による景観形成の基本方

針（追加） 

■目指すべき屋外広告物の景観づくり 

■屋外広告物の配慮指針 

■優秀な屋外広告物への誘導策 

※施策⑦「鈴鹿市屋外広告物適正化推

進計画の策定」 

条例制定 

◇(仮)鈴鹿市屋外広告物条例の制定（新

規）（平成 29 年度） 

※施策⑦「鈴鹿市屋外広告物適正化推

進計画の策定」 
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４．景観資源の保全・活用 
○第 1回鈴鹿市景観審議会専門部会 

運用上の課題 解決の方向性 施策 
優先 

順位 

景観 

計画 
条例 

各種 

制度 

課題⑦ 

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。 

方向性⑦「景観資源の抽出と認知度の強化」 
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。

（※藤沢市） 

施策⑨「鈴鹿市景観資源図・同台帳の作成」（※藤沢市） 
◎ 

改定

新規
－ － 

施策⑩「すずか景観百選の創設」（※鎌倉市） 
◎ 

改定

新規
－ ○ 

方向性⑧「景観形成上重要な景観資源の保全活用」 
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。

（※藤沢市） 

施策⑪「景観重要建造物・景観重要樹木の指定促進」（市全域，

地区別景観づくり計画区域）（※藤沢市） 
○ 

改定

加筆
－ － 

施策⑫「景観農業振興地域整備計画の策定」（※内子町） 
・基本方針（地域の範囲，特色，保全活用の方針など） 

○ 
改定

加筆
－ － 

施策⑬「文化財保護法に基づく国宝，重要文化財，特別史跡名

勝天然記念物，史跡名勝天然記念物の指定促進」 
※文化課と調整，文化的景観を参照 

△ 
改定

新規
－ － 

施策⑭「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」（※鎌倉市） 
△ 

改定

新規
－ － 

施策⑮「(仮)景観形成重要文化施設（建築物，樹木，風景等）の
指定制度の創設」（施策⑩すずか景観百選との関連）（※神戸市） △ 

改定

新規
－ ○ 

・議事録 
質疑・意見①（村山部会員）（施策⑨⑩） 

施策⑨景観資源図・⑩景観百選の作成についての提案として，作成目的を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たほうが良いと考えます。また，作成方法としては，全市的に調査を行うと大変な

労力になるため，地区別景観づくり計画を策定する過程で景観資源を抽出することとし，長年かけて結果的に網羅する形で景観資源図を作成していけば良いと考えます。 

→景観資源の把握は市民の意見を踏まえながらおこなっていく必要がある。よって，地区別景観づくり計画を策定する過程で景観資源の抽出を行っていくべきである。 

 

○施策の整理 

方向性⑦について地区別景観づくり計画を策定する過程で景観資源の抽出を行うべきであるという第１回専門部会の議論を踏まえて変更し，それに伴う施策も変更するものとする。 

第１回専門部会で提案した施策⑪～⑮について施策⑪に整理した。 
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承認事項 

○解決の方向性と具体的な施策について 
運用上の課題 解決の方向性 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

課題⑦ 

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。 

方向性⑦「景観資源の抽出と認知度の強化」 

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。そして，地区内住民並びに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。 

施策⑨地区別景観資源マップの作成・普及 

○良好な景観の形成を図るための調査研究活動の一環として，市民参加による「地区別景観資

源マップ」を作成する。 

・白子地区（公民館

活動） 

○「鈴鹿市景観計

画」の改定 

 

  

方向性⑧「景観形成上重要な景観資源の保全活用」 

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

とともに，当該景観資源のつながりによって，都市の魅力向上を

図っていく。 

 

 

施策⑪(仮)景観重要資源等の保全活用の促進 

○「(仮)景観重要資

源の指定制度」の

素案の策定 

 

○「(仮)景観重要資

源助成金制度」の

素案の策定 

 

○「鈴鹿市景観計

画」の改定 

 

○「鈴鹿市景観づく

り条例」の改定 

 

 

○運用 ○運用 

 

※施策⑪(仮)景観重要資源等の保全活用の促進 

・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)景観重要資源に指定する。 

 →(管理)所有者等は当該(仮)景観重要資源の現状を損なわないよう管理しなければならない。 

(助成)市は当該(仮)景観重要資源の外観の保存工事等に関し助成することができる。 

 

・(仮)景観重要資源のうち，鈴鹿の自然，歴史，文化などから見て，建築物の外観や樹木の姿が景観上の特徴を有し，景観づくりを進める上で特に重要と認める建築物，樹木を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。 

 →(管理)所有者等は当該景観重要建造物及び景観重要樹木の良好な景観が損なわれないよう適切に管理しなければならない。 

(助成)市は当該景観重要建造物及び景観重要樹木の外観の保存工事等に関し助成することができる。 

 

・(仮)景観重要資源のうち，鈴鹿らしい景観を有し，それらの景観の保全が特に重要と認める農地について景観法に基づき景観農業振興地域整備計画の策定を図る。 
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※景観計画・鈴鹿市景観づくり条例・関連制度要綱の構成について 

 鈴鹿市景観計画（現行通り） 景観計画の改定①（平成 27 年度） 景観計画の改定②（平成 29 年度） 鈴鹿市景観づくり条例等 

第５章 良好な景観の形成に向けた方

策 

 □ 景観資源の保全・活用（追加） 

 ■景観資源の類型 

 ■景観資源の活用の方向性 

  ①「地区別景観資源マップ」の作成

  ②「(仮)景観重要資源」の指定制度

の創設 

  ③「(仮)景観重要資源」の助成制度

の創設 

 ※施策⑨「地区別景観資源マップの作

成・普及」 

 ※施策⑪「(仮)景観重要資源等の保全

活用の促進」 

 条例改定 

□景観資源の保全・活用（追加）（平成 27

年度） 

 ■(仮)景観重要資源の指定制度の創設

 ■(仮)景観重要資源の助成制度の創設

 ※施策⑪「(仮)景観重要資源等の保全

活用の促進」 

要綱制定 

◇(仮)景観まちづくり支援制度要綱の策

定（新規）（平成 27 年度） 

 ■(仮)景観重要資源の助成制度の創設

 ※施策⑪「(仮)景観重要資源等の保全

活用の促進」 

１ 景観重要建造物及び景観重要樹木

の指定 

（１）指定の基本的な考え方 

（２）景観重要建造物の指定の方針 

（３）景観重要樹木の指定の方針 

□ 景観重要建造物及び景観重要樹木

の指定（既） 

※施策⑪「(仮)景観重要資源等の保全

活用の促進」 

■「景観重要建造物・景観重要樹木

の指定促進」 

  要綱制定 

◇(仮)景観まちづくり支援制度要綱の策

定（新規）（平成 27 年度） 

 ■(仮)景観重要資源の助成制度の創設

 ※施策⑪「(仮)景観重要資源等の保全

活用の促進」 

４ 景観農業振興地域整備計画の策定 

 

□  景観農業振興地域整備計画の策定

（既） 

※施策⑪「(仮)景観重要資源等の保全

活用の促進」 

 ■「景観農業振興地域整備計画の指

定促進」 

  要綱制定？？ 

◇(仮)景観まちづくり支援制度要綱の策

定（新規）（平成 27 年度） 

 ■(仮)景観重要資源の助成制度の創設

 ※施策⑪「(仮)景観重要資源等の保全

活用の促進」 

 

第６章 市民が主役の景観づくりに向

けた取組 

１ 地区別景観づくり計画の策定の仕

組み 

（１）地区ごとの景観づくりの進め方 

 □ 地区別景観づくりの推進（追加） 

 ■地区別景観資源マップの作成（自主

的な活動のきっかけづくり） 

 ※施策⑨「地区別景観資源マップの作

成・普及」 
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５．都市の魅力的な空間の創造 

○第 1回鈴鹿市景観審議会専門部会  

運用上の課題 解決の方向性 施策 
優先 

順位 

景観 

計画 
条例 

各種 

制度 

課題⑧ 

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。 

方向性⑨「魅力ある景観形成への誘導」 
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。 

施策⑯「建築物・屋外広告物の表彰制度の創設」 
○ 実行 改定 ○ 

課題⑨ 

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。 

施策⑰「優秀広告物の特例措置制度の創設」（※佐賀県） 
○ － 新規 ○ 

課題⑩ 

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。 

方向性⑩「魅力ある公共施設への景観誘導」 
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。（※神戸市） 

施策⑱「景観重要公共施設の指定促進」（市全域・地区別景観づ

くり計画区域）（※藤沢市） ○ 
改定

加筆
－ － 

施策⑲「公共空間デザイン指針の作成」（市全域・地区別景観づ

くり計画区域）（※神戸市） △ － － ○ 

課題⑪ 

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。 

方向性⑪「顔となる地区での重点的な景観形成」 
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。（※神戸市） 

施策⑳「景観重点地区での地区別景観づくり計画の策定」（※神

戸市） 
△ 

改定

新規
－ － 

施策○21「景観重点地区での景観施策の実施」（※神戸市） 
△ 

改定

新規
－ ○ 

・議事録 
質疑・意見①（豊田部会員）（施策⑳○21） 

新しく道路整備を図っていく地区（中勢バイパス・鈴鹿亀山道路の沿道，スマートインター地区）について，沿線の地区の人々を啓発して，センスの良いまち・鈴鹿らしいまちになってほしい。 

 

質疑・意見②（松浦部会員・村山部会員）（施策⑳○21） 

 顔となる地区だけではなく，これから市街化が進んでいくような地区（市街化調整区域の住宅開発地区）についても景観誘導を図るべきである。 

※市街化調整区域の住宅開発地区→地区計画＋地区別景観づくり計画 

 

質疑・意見③（豊田部会員）（施策⑰） 

どの看板が問題であるのか教えてほしい。（課題⑨と関連して） 

 

○施策の整理 
  施策⑰は（３）屋外広告物の規制・誘導による施策の中で検討することから，施策⑦に含まれる。 
 施策⑱については，地区別景観づくり計画区域に限定し施策を展開していくこととする。 
 施策⑲～○21については，長期的課題として位置づけるものとする。 
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承認事項 

○解決の方向性と具体的な施策について 

運用上の課題 解決の方向性 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

課題⑧ 

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。 

方向性⑨「魅力ある景観形成への誘導」 

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。 

施策⑯建築物・工作物・屋外広告物の表彰制度の創設 

○「表彰制度」の素案

の策定 

 

○「鈴鹿市景観づくり

条例」の改定 

 

○運用 ○運用 

課題⑨ 

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。 

課題⑩ 

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。 

方向性⑩「魅力ある公共施設への景観誘導」 

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。（※神戸市） 

施策⑱景観重要公共施設の指定促進 

※「地区別景観づくり計画」の策定した際に，その実現化を図るために「景観重要公共施設」

の指定促進を図り，魅力ある場所づくりに寄与する。 

（施策⑲公共空間デザイン指針の策定：長期的課題） 

課題⑪ 

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。 

方向性⑪「顔となる地区での重点的な景観形成」 

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。（※神戸市） 

（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：長期的課題） 

（施策○21景観重点地区における景観施策の実施：長期的課題） 

 

 
※施策⑯表彰制度の創設 
・景観づくり条例を改定し，表彰制度を創設する。 
・表彰制度を実施するに当たり，実施要綱（要領）を定める必要がある。 
 

 

※景観計画・鈴鹿市景観づくり条例・関連制度要綱の構成について 

 鈴鹿市景観計画（現行通り） 景観計画の改定①（平成 27 年度） 景観計画の改定②（平成 29 年度） 鈴鹿市景観づくり条例等 

第５章 良好な景観の形成に向けた方

策３ 景観重要公共施設の指定 

□ 景観重要公共施設の指定（既） 

※施策⑱「景観重要公共施設の指定促

進」 

 

 

  

第６章 市民が主役の景観づくりに向

けた取組 

３ 景観に関する普及啓発 

（３）表彰制度の創設 

□ 景観に関する普及啓発（既） 

 ■表彰制度の創設 

 ※施策⑯「建築物・工作物・屋外広告

物の表彰制度の創設」 

  条例改定 

□景観に関する普及啓発（新規）（平成 27

年度） 

■表彰制度の創設 

※施策⑯「建築物・工作物・屋外広告物

の表彰制度の創設」 

要綱制定 

◇(仮)景観まちづくり支援制度要綱の策

定（新規）（平成 27 年度）  

※施策⑯「建築物・工作物・屋外広告物

の表彰制度の創設」 

 

（５）－２ 



 

 

６．地区別景観づくり計画の推進 

○第 1 回鈴鹿市景観審議会専門部会 

運用上の課題 解決の方向性 施策 
優先 

順位 

景観 

計画 
条例 

各種 

制度 

課題⑫ 

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、

景観施策の要である。 

 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。 

方向性⑫「地区別景観づくりの推進」 

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。（※神戸市） 

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。（※藤沢市） 

施策○22「地区別景観まちづくりガイドブックの作成」（※神戸

市，新宿区，藤沢市） 
◎ － － ○ 

施策○23「景観形成市民団体制度の創設」（※藤沢市，神戸市） 
◎ 

改定 

加筆 
改定 ○ 

施策○24「(仮)景観アドバイザー派遣制度の創設」 ◎ 実行 改定 ○ 

施策○25「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」（※藤沢市） 
◎ 

改定 

加筆 
改定 － 

方向性⑬「緑化推進施策の充実」 

里山樹林地や市街地の緑・花をまもり育てるための市民活動につ

いて支援を行う。（※神戸市） 

施策○26「民有地の緑の保全・活用の推進」 

・「ふれあい市民緑地制度」の創設（※神戸市） △ 
改定 

加筆 
改定 ○ 

・議事録 

質疑・意見①（村山部会員）（施策○22～○25） 

地区別景観づくり計画の策定過程で，現状分析をし，景観資源を抽出し，そこから具体的な施策を展開し，実際に景観施設の整備や建築物・工作物の景観誘導を図るところまでを，ターゲットを絞って行ってみる。 

それをモデルにして景観行政を推進していくことが良いと考えます。 

 

○施策の整理 

 景観づくり活動のきっかけづくりとなる施策として，施策⑨地区別景観資源マップの作成を考えている。施策○22は施策⑨に含まれる。 

 第１回専門部会で提案した施策○23～○25について施策○23で整理した。 

 施策○26については，長期的課題として位置づけるものとする。 
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承認事項 

○解決の方向性と具体的な施策について 

運用上の課題 解決の方向性 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

課題⑫ 

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、景観施策の要である。 

 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。 

方向性⑫「地区別景観づくりの推進」 

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。（※神戸市） 

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。（※藤沢市） 

施策○23景観まちづくり支援制度の創設 

○景観まちづくり組織の認定 

○景観まちづくり組織助成金 

○景観アドバイザー派遣制度 

○景観計画提案団体の対象面積引き下げ 

 

※景観づくり活動のきっかけづくりとして，施策⑨地区別景観資源マップの作成が考えられて

いる。 

○「景観まちづくり支

援制度」の素案の策

定 

 

○「鈴鹿市景観計

画」の改定 

 

○「鈴鹿市景観づく

り条例」の改定 

○運用 ○運用 

方向性⑬「緑化推進施策の充実」 

里山樹林地や市街地の緑・花をまもり育てるための市民活動につ

いて支援を行う。（※神戸市） 

（施策○26民有地の緑の保全・活用の推進：長期的課題） 

 

※施策○23景観まちづくり支援制度の創設 

・（１）「地区別景観づくり計画」の策定の流れ（フロー図） 

 

 

※景観計画・鈴鹿市景観づくり条例・関連制度要綱の構成について 

 鈴鹿市景観計画（現行通り） 景観計画の改定①（平成 27年度） 景観計画の改定②（平成 29年度） 鈴鹿市景観づくり条例等 

第６章 市民が主役の景観づくりに向

けた取組 

１ 地区別景観づくり計画の策定の仕

組み 

（１）地区ごとの景観づくりの進め方 

 □ 地区別景観づくりの推進（追加） 

 ■地区別景観資源マップの作成（自主

的な活動のきっかけづくり） 

 ※施策⑨「地区別景観資源マップの作

成・普及」 

  

（２）計画策定に向けた庁内連携 

 

 

 

□ 「地区別景観づくり計画」策定に向

けた庁内連携（既） 

 ■「地区別景観形成庁内推進会議の設

置」（個別案件毎） 

 ※施策○23「景観まちづくり支援制度の

創設」 

  要領制定 

◇(仮)地区別景観形成庁内推進会議設置

要領の策定（新規）（適時） 
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（３）市民自らの発意による計画策定へ 

の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 景観まちづくり支援制度の創設（追

加） 

■景観まちづくり組織の認定制度の創

設（景観形成市民団体，景観形成協議

会） 

■景観まちづくり組織に対する助成制

度の創設 

■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 

※施策○23「景観まちづくり支援制度の

創設」 

 条例改定 

□景観まちづくり支援制度の創設（追加）

（平成 27年度） 

 ■景観まちづくり組織の認定制度の創

設（景観形成市民団体，景観形成協議

会） 

 ■景観まちづくり組織に対する助成制

度の創設  

■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 

※施策○23「景観まちづくり支援制度の

創設」 

要綱制定 

◇(仮)景観まちづくり支援制度要綱の策

定（新規）（平成 27年度） 

 ■景観まちづくり組織に対する助成制

度の創設 

※施策○23「景観まちづくり支援制度の

創設」 

（４）（仮称）景観アドバイザー派遣制

度の創設 

□ （仮称）景観アドバイザー派遣制度

の創設（既） 

 ※施策○23「景観まちづくり支援制度の

創設」 

  条例改定 

□景観まちづくり支援制度の創設（追加）

（平成 27年度） 

 ■(仮)景観アドバイザー派遣制度の創    

設 

 ※施策○23「景観まちづくり支援制度の

創設」 

要綱制定 

◇(仮)景観まちづくり支援制度要綱の策

定（新規）（平成 27年度）  

※施策○23「景観まちづくり支援制度の

創設」 

 

（６）－３ 
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