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第３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１２月１６日（火）９：００～１０：５５ 

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」を踏まえた「鈴

鹿市の景観施策（案）」について 

   （２）景観類型別の景観形成基準（案）について 

   （３）鈴鹿市景観計画ガイドラインの改訂（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 

           ・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」を 

踏まえた「鈴鹿市の景観施策（案）」について ・・・・・・・・・・・承認 

   （２）景観類型別の景観形成基準（案）について・・・・・・・・修正前提で承認 

   （３）鈴鹿市景観計画ガイドラインの改訂（案）について・・・・・・・継続審議 

 

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３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。 

 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≫ 

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。 

 

【議長（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。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豊田部会員と松浦部会員に

お願いします。 

 それでは，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」を踏

まえた「鈴鹿市の景観施策（案）」について，事務局から説明をお願いします。  

 

【事務局（西野）】 

 今回，協議すべき事項が多岐にわたりますことから，事前に説明いたしました中で，特に

協議すべき事項につきまして，説明いたしたいと思います。 

それでは，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」を踏

まえた「鈴鹿市の景観施策（案）について説明いたします。 

議案書の１ページをご覧ください。 

前回の専門部会でご協議いただきました承認事項につきまして，イベント開催の追加と

施策のとりまとめに要する時間を考慮し，一部承認事項を見直しましたので，ご了承いただ

きたいと思います。 

議案書の４ページをご覧ください。 

「運用上の課題とその解決の方向性」にあげられた施策と景観計画にある施策を体系的

に整理すると次のとおりです。 

鈴鹿市の景観施策を３つの方向性に整理し，具体的施策を展開していきたいと考えてお

ります。 

方向性１として，「建築物・工作物等の景観誘導」を考えています。 

自然や歴史・文化など鈴鹿市特有の良好な景観と調和した建築行為等によって景観の保
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全・創造がなされています。したがって，届出者・事業者との間で景観協議を行った上で，

建築物・工作物等に対し，周辺の景観と調和した景観誘導を適切に行っていきたいと考えて

おり，施策として，景観形成ガイドラインによる誘導と，景観法による届出・勧告を考えて

おります。 

方向性２として，「景観形成上重要な景観資源の保全活用」を考えています。 

自然や歴史・文化など鈴鹿市特有の良好な景観資源は，鈴鹿の原風景を人々の心に残し，

歴史の流れを感じさせてくれる景観形成上最も重要な要素であることから，その景観資源

の保全活用を図っていきたいと考えており，施策として，景観法に基づく景観重要建造物・

景観重要樹木の指定と，景観づくり条例に基づく景観上重要な建築物，樹木等の保全活用を

考えております。 

方向性３として，「地区の魅力的な空間の創造」を考えています。 

景観まちづくり活動への支援制度を活用しながら，市民が主体となって，地区別景観づく

り計画を策定し，地区特有の景観形成上重要な景観資源を活かし発展させるような景観ま

ちづくりを進めることによって，地区の魅力的な空間が創造されていくものと考えており，

施策として，顔となる地区での重点的な景観整備の促進，地区別景観づくり計画に基づく建

築物・工作物・屋外広告物等の景観誘導，地区別景観づくり計画に基づく公共空間のデザイ

ンの向上が考えられます。 

また，これらの施策を実現化するための基礎的な取り組みとして，市民・事業者への意識

の醸成と，地区別景観資源マップの作成を考えております。 

議案書の５ページをご覧ください。 

鈴鹿市の景観施策を体系的に整理したことを受けて，鈴鹿市景観計画の構成を見直すと

次のとおりとなります。 

体系的に示した方向性ごとに，４章，５章，６章の章立てで整理しております。 

以上で議題（１）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（木下部会長）】 

 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｡ 

 

【松浦部会員】 

 全体としては良いと思いますが，ひとつ気になっているところがあります。 

 体系のところですが，方向性２の「景観形成上重要な景観資源の保全活用」のところで，

「景観重要建造物，それから景観重要樹木の指定・活用」というのがありますね。これは点

的な景観資源になると思いますが，面的な資源の活用となると，景観形成重点地区の話があ

りますね。これは鈴鹿では今のところ指定されていないと思いますが，将来的にもこれはあ

りえない話なのでしょうか？  
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今，白子で景観の話を進めている中で，点的な資源だけじゃなく，伊勢街道や周りの建物

が一体となったところが重要なので，それを守らないといけないねという話を市民の方と

しています。景観形成重点地区のようなものを活用していくというのはひとつの方向性だ

と思いますが？ 

 

【事務局（西野）】 

 景観形成重点地区は，鈴鹿市で言う地区別景観づくり計画になると思いますが，これにつ

いては方向性３で考えております。地区の住民が主体となって地区別景観づくり計画を策

定し，その中で保全や活用，又は景観の創造に取り組みたいと考えております。 

 

【松浦部会員】 

 それで大丈夫ですか？ 

 

【事務局（西野）】 

 基本的には，エリアを決めて，その中で重要なものについては景観重要建造物なり景観重

要樹木なり景観重要公共施設として指定していくと考えております。 

 

【松浦部会員】 

 でも，それは結局，点的な資源ですよね。面的に広げていかないと。 

 

【事務局（西野）】 

 面的には地区別景観づくり計画を策定し，その中で，建築物や工作物の景観誘導を図って

いきたいと考えております。 

 

【松浦部会員】 

 その方法として，景観形成重点地区的なものを活用していくことは考えていないのです

か？ 例えば庄野とか，歴史的な市街地とか。 

 

【事務局（西野）】 

 名称は市によってまちまちだと思いますが，景観形成重点地区は，景観法における景観地

区だと考えております。これは都市計画法に基づいて市が定める制度です。この地区を定め

ると都市計画による規制がかかり，建築確認においても厳格に運用していくということに

なると考えています。 

 

【松浦部会員】 

 まず地区別景観づくり計画をつくって，その上で景観形成重点地区というのが始まるん
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ですね？ 

 

【事務局（西野）】 

 まずはつくって，その上で景観形成重点地区としての規制ということがあるのであれば，

そのように発展させていくことになると思います。 

 

【議長（木下部会長）】 

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」を踏まえた「鈴鹿

市の景観施策（案）」について，専門部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≫ 

それでは，専門部会として了承をいたします。 

引き続き，議題（２）景観類型別の景観形成基準（案）について，事務局から説明をお願

いします。 

 

【事務局（西野）】 

 参考資料１ページをご覧ください。 

 現行の景観形成基準，基準の狙い，具体的な配慮の内容を踏まえ，景観類型別の景観形成

基準を検討していきました。 

 資料左側に現行の景観形成基準とその具体的な配慮の内容を，資料右側に今回変更させ

ていただきたい景観類型別の景観形成基準を記載しております。 

 今回，事前説明させていただいた中で，部会員の皆さんからいただいたご意見で特筆すべ

き事項について説明いたします。 

 まず，２段目の基準をご覧ください。 

その内容は，「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」という基準で，幹線道路景観に適

用する予定で考えております。 

ご意見といたしましては，「建築物の壁面の後退だけではなく，壁面を揃えることが景観

上重要ではないか」という指摘がありました。 

参考資料２ページをご覧ください。 

 ２段目の基準をご覧ください。 

その内容は，「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，

周辺の環境と調和するよう配慮する」という基準で，幹線道路景観に適用する予定で考えて

おります。 

ご意見といたしましては，「公共事業で，構造物等が決まっている中で，周辺の環境に配

慮していただけることができるのか」という指摘がありました。事務局としては，公共事業
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側に景観上の配慮していただくための協議事項として考えており，公共事業側に努力をお

願いしたいと考えております。 

参考資料１ページから３ページをご覧ください。 

「ア 配置・規模」に，眺望景観への配慮を求めている景観形成基準が数箇所ありますが，

その基準について具体的にどのように審査をしていくのかというご意見をいただきました。 

鈴鹿市の眺望景観としての主要な視点場は，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が，それに伴う視対象も定まっておらず，眺望確保

のための高さ等規制がなされていません。また，自然的景観における眺望景観についても視

点場・視対象が明確になっていない状況にあります。 

よって，事務局としては，眺望景観に関する基準の運用について，届出者に対して努力目

標としてお願いしていくことになるのでないかと考えております。 

参考資料６ページをご覧ください。 

 ４段目の基準をご覧ください。 

その内容は「建築物の配置を工夫し，オープンスペースを確保することで，うるおいのあ

る歩行空間や歩行者の休憩できる場所の確保など，ゆとりと賑わいのある空間演出に配慮

する」という基準で，都市的景観に適用する予定で考えております。現行のガイドラインで

は，商業地の規定と考えられますが，マンション，工場等の施設を建設する際にも，歩行空

間の確保を図りゆとりのある空間を演出していくべきであるというご意見もいただき，事

務局としても，都市的景観にまで拡げて適用させていきたいと考えました。 

参考資料１１ページをご覧ください。 

 「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」という基

準については，都市的景観に適用する予定で考えております。この高層建築物は，高層マン

ション，オフィスが考えられることから，その立地を考えると，都市的景観にまで拡げる必

要があるというご意見をいただき，事務局としてもご意見に沿う形で都市的景観まで適用

させていきたいと考えました。 

 ただ，少し気になることもありまして，福祉施設の高層建築物であれば，自然的景観のエ

リアでも立地の可能性があるのではないかということです。そのことを考えると，適用する

範囲を，市全域に拡げる必要もあるのではないかと思います。部会員の皆様にもご意見いた

だければと思います。 

 ちなみに，高層建築物の規模ですが，鈴鹿市の実情を考えますと，５階建て若しくは７階

建て以上の建築物を考えております。  

参考資料１２ページをご覧ください。 

 １段目の基準をご覧ください。 

その内容は「大規模な工場等は，単調な配色や極端に明度の高い（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
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感の少ない親しみやすい色彩景観を形成する」という基準で，市全域に適用する予定で考え

ております。この工場等は，大規模な工場，倉庫，作業所等が考えられることから，その立

地を考えると，市全域まで拡げる必要があるというご意見をいただき，事務局としてもご意

見に沿う形で市全域にまで適用させていきたいと考えました。 

参考資料１７ページをご覧ください。 

 ３段目の基準をご覧ください。 

その内容は，「保存した樹姿又は樹勢の優れた樹木が道路などの公共の場所から見えるよ

う配慮する」という基準で，市全域に適用する予定で考えています。 

当初，この基準は敷地がある程度大きくないと難しいのではないかと考え，自然的景観に

適用する予定で考えておりました。部会員のご意見の中で，都市的エリアにおいて，協議事

項として設け，優れた樹木について保存し活かしていただく努力を行っていただくことが

望ましいというご意見もあり，市全域に拡げて適用していく必要があると考えました。 

参考資料１８ページをご覧ください。 

 １段目の基準をご覧ください。 

その内容は，「駐車場の出入口は，沿道景観を阻害しないよう，できる限り限定するとと

もに，人通りの多い通り沿いの出入口はできる限り設置しない」という基準で，市全域に適

用する予定で考えています。この基準は，駐車場の出入口をしぼって歩行者の安全確保を主

眼にしております。 

 ２段目の基準をご覧ください。 

その内容は，「駐車場の道路に接する部分に門，塀や生垣を設けるなど，周辺のまちなみ

と調和した沿道景観を形成する」という基準で，都市的景観に適用する予定で考えています。

この基準は，市街地における建築物の連続性の確保を主眼にしております。 

 以上で，部会員の皆さんからいただいたご意見で特筆すべき事項についての説明を終わ

ります。 

参考資料２５ページから２７ページをご覧ください。 

 現行の景観計画を景観類型別の景観形成基準（案）に沿って変更した場合，景観計画の構

成を次のとおり変更していきたいと思います。 

以上で，議題（２）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（木下部会長）】 

 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｡ 

 高層建築物について，福祉施設が自然的景観のところに建ったという話でしたが，鈴鹿市

ではどのようなものがありますか？ 

 

【事務局（草野）】 
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 開発行為にて，市街化調整区域に５階建ての老人介護施設が建てられています。 

 

【議長（木下部会長）】 

 それを高層建築物と見なすかどうかですね。中層という感じもしますが。鈴鹿市の全体の

高さのバランスから見てどうかということですね。 

 

【事務局（西野）】 

 マンションなどを見ていると，７階から１０何階という建物もちらほらあります。５階で

縛るのはきついのではというご意見もあると思いますので，ご相談したいと思っています。 

 

【豊田部会員】 

 景観法の協議は，１０メートル以上と決まっていますよね。１０メートルというと福祉施

設では３階くらいです。５階というよりも，市街化調整区域に建てようとする施設が 

１０メートル以上あれば協議はしてもよいのではないですか？ 

 

【事務局（西野）】 

 協議はもちろんさせていただくのですが，高層建築物の色彩の基準に当てはめるかどう

かと思っています。 

 

【議長（木下部会長）】 

 「明度の低い色を使用するときは低層部にする」というような基準を当てはめるかどうか

ということですね？ そんなに厳しい基準でもなさそうなので，５階くらいからでも，ある

いは自然の地域でも採用してよいと思いますが。 

 

【村山部会員】 

 そうすると，ここは高層建築物ではなくて，中高層建築物になりますね。福祉施設が市街

化調整区域に建つ場合を考えると，自然的景観も協議事項にしたほうが良いのではないか

と思います。 

 

【議長（木下部会長）】 

 では，高層建築物を中高層建築物にして，５階くらいから適用で，自然的景観にも配慮す

るということでよいですか？ 

 

【都市計画課長】 

 市街化区域内の共同住宅なども，中高層からということになりますか？ 
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【議長（木下部会長）】 

 そうなりますね。 

 

【豊田部会員】 

 一番多いのは，中層建築物です。鈴鹿市に高層建築物はほとんどありません。いつも思い

ますが，高層建築物は縛りがあるけれども，中層建築物は一番雑多な色が多いのに縛るもの

がないので，逆に良いのではないでしょうか。 

 

【議長（木下部会長）】 

 では，そういう方向で修正をかけていくということにします。 

 

【村山部会員】 

 参考資料の１１ページに，「□ 住宅地」と書いてありますが，住宅地に限らず適用する

ので，消してよいのではないでしょうか？ 

 

【事務局（西野）】 

 そうですね。 

現行の景観のガイドラインの５０ページに「望ましい色彩（推奨色）」として，高層建築

物についての基準が記載してあります。これについて，今回のガイドラインの改定で，施設

用途ごとに望ましい色彩を別分類で設けていきたいと考えております。 

ですので，今書かせていただいてあるものは，最終的には削除されると思います。 

 

【村山部会員】 

 景観形成基準ではこういう書き方にならざるを得ないのかなと思うんですが，参考資料

３ページの眺望のところで，本来は，視点場から対象のところの高さ規制を広い範囲でつけ

たり，個別の建物ではどうしても限界があるので高さ規制を作って建物を分節化するとい

うガイドラインがあるべきだと思うんですね。 

例えば，海岸沿いには，これから津波対策として中高層建築物が建つ可能性があるのです

が，その場合，単純に言うと眺望景観に反することになるので，その辺の折り合いをつけて

いかないといけない。もちろん，津波対策で逃げる場所も造らないといけないので，中高層

建築物は認めるべきだと思いますが，その時に壁みたいなものができてしまうと，海が見え

なくなってしまいますので，建物の分節化をしなければいけない。非常に細かいローカルな

話なのですが。 

そういう場合，関係するエリアで地区別の景観計画を策定して，高さ規制プラス建物分節

化など，きめ細かな対応が必要と思いますが，どうでしょうか？ 

眺望景観は根拠がなかなかないので，それを理由に何かを誘導するということは実質は
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難しいと思うんです。どこか大切なところは高さ規制をかけた上で，細かいことについて触

れていくという構成がわかりやすいと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 実際のところ，市役所ロビーや桃林寺などは，主対象の範囲が広すぎてどうしていいのか

分からないというのが実際の状況です。一番最初に手がけるとすれば，海の見える岸岡山緑

地ではないかと考えます。 

ただ，これについても実際には，地権者の方とお話をさせていただきながら進めていくし

かないのかなと思います。また，地区別景観づくり計画を策定する中で，高さ規制や分節な

どの細かな規定を決めていく必要があると思っています。 

 

【村山部会員】 

 都市マスタープランの議論の中で，沿岸の第１種低層住居専用地域になっているところ

では高さが１０メートルまでのものしか建たないので，津波避難の施設にならないわけで

すよね。だから，今後都市マスタープランの議論の中で，中高層建築物を認めてもいいので

はないかという議論が出るかもしれませんよね。まだ先の話ですが，三重県でも都市計画の

指針を出そうとしていますので，その時に併せて景観のことを忘れずに議論しなければな

らないと思います。 

 

【都市計画課長】 

 都市マスタープランの担当グループにも話をして，地区別のマスタープランを作成する

上でも,景観を併せたかたちで議論していく必要があると思います。 

 

【議長（木下部会長）】 

 具体的に，地区別景観づくり計画をみんなで考えるとかですね。 

 

【村山部会員】 

 そうですね。 

 

【議長（木下部会長）】  

 景観形成基準で何かをしようとする場合は努力目標としてお願いするということですが，

それはケースバイケースで眺望の程度を判断していくということですか？ 

 

【事務局（西野）】 

具体的にどの場所を主対象や視点場にしていくのかという議論は，実際は難しいと思い

ます。おそらく，事前に現場を見て，主対象や視点場について話し合いをさせていただくと
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思いますが，高さがどれくらいかなどというのは議論して難しいと思います。 

ただ，それを全くなくして配慮しなくてもよいということになるのは避けたいので，協議

事項として残していきたいと思っております。 

 

【議長（木下部会長）】 

 わかりました。他にご意見はありませんか？ 

 

【豊田部会員】 

 鈴鹿市では，市街化調整区域で工場を建てようとすると規制がたくさんありますが，地区

計画や開発申請のときに景観のこともいろいろ言っていただけるので，運用するときに参

考にさせていただいています。でも，運用する側としては，視点場について言われても，そ

れを施主さんに具体的にどう説明するか，大変困ると思います。どのくらいの視点が良いな

どの話がありましたが，１００メートルくらいの高さのものは，田舎ではあまり建たないの

で，遠く引いていただいても稜線がみえるくらいの高さにしか見えないんです。それでいく

と，あまり縛りがきついと厳しいですが，建築の基準としてはあってもよいのではないかと

思います。 

 

【村山部会員】 

 私も事前に見せていただいたとき，そうやって距離を決めることにあまり意味がないだ

ろうということをお話ししました。後ろに山があるときは，それがあるということに配慮し

て設計してくださいというくらいでいいのではないかと思います。これは，景観形成基準に

反映されていましたか？ 

 

【事務局（西野）】 

 これは反映していません。事前説明では５００メートルくらいとお話ししたのですが，規

模によっても変わりますし，一概には言えないのでどうしようかと思っています。 

 

【都市計画課長】 

 あれの高さはどのくらいですか？ 

 

【豊田部会員】 

 あれは４階建てで，７メートルぐらいから３０メートル弱です。 

 都市計画法が改正されて白地地域（都市計画区域のうち用途地域の指定がない地域のこ

と）の建ぺい率が６０パーセントになりましたが，ここは亀山で唯一の白地地域で，アウト

なくらい密集しています。 

鈴鹿市はどちらかというと平坦な市街地が多くて，市街化調整区域になるとどうしても
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北のほうに山が見えてきますが，先ほど村山先生がおっしゃった海岸線などの景観がとて

も重要ではないかと思います。 

参考資料６ページのオープンスペースのところで，都市的景観の工業のところも協議事

項として入れていただいてあります。工場や物流など工場立地法がかかるような大きな敷

地のところならばゆとりもあって可能かと思いますが，小規模工場としては少し難しいと

思うので，努力目標とするくらいなら良いのではと思います。 

 

【議長（木下部会長）】 

 具体的に何平方メートル設けなさいという基準はあるのですか？ 

 

【事務局（西野）】 

 ありません。少しでもよいので下がるということだったと思います。だた，狭い道なので，

逆にそういう空間は重要になるのかなという認識はしております。 

 

【豊田部会員】  

 工場立地法が改正されて，緑地の考え方が少し変わったこともあって，特に本田技研工業

さんは当初からあった高木を伐採されて，工場の中がとても見渡せるようになりました。駐

車場の出入口のところは配慮するべきと思いますが，景観としては良いのではと思います。 

鈴鹿市の景観計画の一番基になっていることに「鈴鹿らしさ」がありますが，何をもって

鈴鹿らしいのかということをずっと考えていました。鈴鹿は工場が多いということがひと

つの特色だと思うので，工場がたくさん集まっているところの景観を，より鈴鹿らしい景観

にしていけばよいのではないかと思いますし，そういうことを基準としてもっていただけ

ればどうかと思います。 

先日も，サーキット道路について話したことがありました。世界から訪れていただくのに，

サーキット道路がどこかわからないんです。今の基準は，どこにでも当てはまるような基準

です。どこかに「鈴鹿らしさ」を盛り込めないかと思っています。 

 

【村山部会員】  

 参考資料１８ページの駐車場のところの一番下の右のところに，立体駐車場の話で「ルー

バー等の設置，樹木や生垣等の植栽などにより」と書いてありますが，あまりにも中が見え

にくくなりすぎてしまうと，防犯上危ないですよね。あまりにも外から見えなくて，中で犯

罪が起こるようなものをつくってはいけないと思います。車を隠すということと矛盾して

難しいのですが，「ルーバー等の設置」の前に「防犯上の配慮をしながら」などの文言を入

れると良いのではと思います。 

 

【議長（木下部会長）】 
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 防犯と修景の両立ということですね。 

 

【村山部会員】 

 はい，そういう趣旨です。 

 

【松浦部会員】 

 参考資料３ページの話ですが，背景となる自然的景観との調和というところで，自然的景

観のところに協議事項がありますが，都市的景観にも拡充できませんか？ まちのどこか

を歩いていたときに周辺の鈴鹿山脈の山なみが見えるというところがありますが，そうい

うところも結構重要だと思います。地区別景観づくり計画をつくるときに，例えば橋の上か

ら鈴鹿山脈が見えるところがあって結構重要だねという話になったときに，協議事項に入

ってないと協議できませんよね。地区別景観づくり計画で大切なものを決めたら協議事項

に入れるという話になりませんかね？ まちの中から山なみが見えるのは，ひとつの鈴鹿

らしさではないかと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 １ページの１段落目の高さの規制のところも併せて，考慮するような形で一度検討させ

ていただきます。また追加でお諮りする形になると思います。 

 

【議長（木下部会長）】 

 眺望のところは都市的景観まで拡げるということですね？ 

 

【村山部会員】 

 背景に山なみがあれば，それはどこであっても適用されるということになるので，拡げた

ほうが。 

 

【事務局（西野）】 

 その際，鈴鹿山脈のような大景観だけか，それとも市街地にある小さい里山も対象としま

すか？ 

  

【村山部会員】 

 個人的には小さな里山も含めてだと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 わかりました。そういう趣旨で考えてみます。 
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【議長（木下部会長）】 

 それでは，先ほどのご意見を踏まえて，修正が必要とされるところを確認しますと，まず

高層建築物のところを中高層建築物にするところ，それから駐車場のところは防犯上の対

策の記載をするところ，眺望景観では都市的エリアについても記載すること，以上と思いま

す。 

その修正事項を修正していただくという前提で，議題（２）景観類型別の景観形成基準（案）

について，専門部会としては了承いたしたいと思いますが，いかがでしょうか。 

≪異議なし≫ 

では，専門部会として了承いたします。 

引き続き，議題（３）鈴鹿市景観計画ガイドラインの改訂（案）について，事務局から説

明をお願いします。 

 

【事務局（西野）】 

 現行の景観計画ガイドラインは，景観法の届出対象行為に係る景観形成基準並びに景観

法の届出の流れを分かりやすく解説したものと位置づけられていました。 

 しかし，前回の専門部会において，現行の景観計画ガイドライン第２章景観形成基準の解

説には，鈴鹿らしい景観をつくるための基準と景観法の届出対象行為に係る基準の両方が

明記されており，一般の住宅や小規模な店舗から共同住宅，大規模な店舗・工場まで，全て

の建築行為に対応できる基準であることが明らかになりました。 

 そこで，現行のガイドラインの内容を全ての建築行為等に適用するものとして再編する

とともに，建築物・工作物等を設計するに当たっての景観設計の手引書を作成し，建築行為

等の規模に応じた景観設計の支援を積極的に行っていきたいという趣旨で，ガイドライン

の改訂をしていきたいと考えました。 

 それでは，ガイドラインの改訂（案）について説明します。 

参考資料３０ページをご覧ください。 

 鈴鹿市景観計画の景観類型別の景観形成方針で建築物・工作物等の景観誘導の方針が定

められており，その方針をより具体的に分かりやすく，実行性が図れるようになるために，

景観計画ガイドラインの改訂をしていきたいと考えております。 

 景観計画ガイドラインを，「第１編 建築物・工作物等の景観誘導について」と「第２編

建築物・工作物等の景観設計の手引き」の２部構成にしていきたいと考えております。 

 まずは，「第１編 建築物・工作物等の景観誘導について」特筆すべきところを説明いた

します。 

参考資料３３ページをご覧ください。 

 「第１章 景観形成ガイドライン」のうち，「３ 景観形成ガイドラインの位置づけ」に

ついて説明いたします。 

 景観形成ガイドラインは，景観類型別の景観形成方針に関する具体的な建築物・工作物等
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の景観誘導策として定めたものであり，全ての建築行為等に対して景観形成ガイドライン

による景観誘導を図っていこうと考えております。 

 一方，一定規模以上の建築行為等に対し景観法の届出を行い，景観計画の景観形成基準に

基づく景観誘導がなされます。その際，この基準に適合しない場合，その建築行為等に対し

て勧告・変更命令を行うことによって，より強い景観誘導を行為者に迫ることができます。 

 したがって，その景観形成基準は，景観形成ガイドラインのうち，特に景観上の配慮すべ

き事項を景観類型の区分別に定めたものとしております。 

 「４ 景観形成ガイドライン」について説明いたします。 

 今回の改訂する景観形成ガイドラインは，全ての建築行為等を対象とした基準であるこ

とから，さきほど説明させていただいたように現行の景観計画ガイドラインをそのまま今

回改訂する景観形成ガイドラインに採用すればよいと考えております。 

参考資料３３ページから５９ページをご覧ください。 

 現行のガイドラインに，全ての建築行為等を対象とした基準という視点で補正したもの

を提示しております。 

参考資料４８ページをご覧ください。 

 さきほど議題（２）で説明しました類型別の景観形成基準において，高層建築物の色彩基

準を住宅地のエリアから都市的景観へ，大規模工場施設の色彩基準を工業地のエリアから

市全域へ適用範囲を拡大いたしました。それを受けて，色彩ガイドラインの変更を次のよう

に行いました。 

 まず，「なお，高層建築物，大規模工業施設について，施設用途に応じた望ましい色彩を

定めておりますので，留意してください」とし，高層建築物と大規模工業施設だけは，景観

類型の区分ではなく，施設用途別で整理を行いました。 

参考資料５５ページをご覧ください。 

 住宅地の望ましい色彩の高層建築物の記述を，削除します。 

参考資料５７ページをご覧ください。 

 工業地の望ましい色彩の大規模工場の記述を，削除します。 

参考資料５９ページをご覧ください。 

 施設用途に応じた望ましい色彩という項目を新たに設け，その中に高層建築物，大規模工

業施設の内容を記しました。 

 次に，「第２編 建築物・工作物等の景観設計の手引き」について説明いたします。 

参考資料６０ページをご覧ください。 

 「第１章 景観に配慮した建築物・工作物等の設計手順等」について説明いたします。 

「１ 景観に配慮した建築物・工作物等の設計の進め方」において，調査・設計の手順を

示しています。 

フロー図に基づいて説明させていただきます。 

 企画・立案を受けて，行為地の事前調査を行います。全ての建築行為等を行う者に対して，
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行為地周辺半径１５０メートルから２００メートルの範囲で，まち歩きによる景観資源の

調査をお願いしたいと思います。その結果に基づき，行為地及びその周辺部の景観資源を把

握し，その資源に対応した景観形成ガイドラインの内容を把握します。 

 そして，行為の規模が景観法の届出対象行為の規模に該当していれば，行為地の景観類型

の区分を確認し，その区分に対応した景観形成基準の内容を把握し，基本設計に進みます。 

 行為の規模が景観法の届出対象行為の規模に該当していなければ，そのまま基本設計に

進みます。 

 基本設計では，事前調査で把握した景観形成ガイドライン及び景観形成基準の内容を念

頭に，景観上の配慮事項に関する自己チェックを行いながら，行為の計画を作っていくこと

になると思います。 

参考資料６１ページをご覧ください。 

 景観上の配慮事項に関する自己チェックを行う際のお手伝いとして，景観類型の区分別

に「自己チェックシート」を用意しています。「自己チェックシート」を活用することによ

って，より良い景観設計が図られるものと考えております。 

 「自己チェックシート」の内容については，後ほど説明いたします。 

 次に，「第２章 景観法の届出制度の解説」について説明いたします。 

 「１．届出対象行為」については，現行のガイドラインと同じ内容でございます。 

参考資料６４ページをご覧ください。 

 「２．届出の流れ」について説明いたします。 

 前回の専門部会で「景観法の届出に伴う事前協議調整制度」について説明させていただき

ました。その内容をフロー図にして示しております。 

 景観法の届出の３０日前までに届出者は市に景観協議書を提出し，事前協議を行います。 

 市は，景観協議書の提出を受けて届出者に対し協議事項の通知を行い，市として配慮して

いただきたい内容を協議事項として通知します。その際，場合によっては，景観審議会審査

部会，景観形成協議会の意見をふまえながら，協議事項の内容を確定します。 

 市から通知された協議事項を踏まえて，市と届出者との間で協議調整を図っていきます。 

 そして，協議調整が整った段階で，届出者は市へ景観協議回答書を提出していただき，協

議は終了します。市は届出者へ協議終了通知書の交付を行い，回答をいただいた内容で合意

に至った事項を記載し書面にて交付します。 

 協議終了通知書の交付を受けて，景観法の届出がなされます。行為の届出から完了届まで

は次のフロー図のとおりです。 

参考資料６５ページをご覧ください。 

 先ほど説明させていただきましたが，景観形成基準は「景観形成ガイドライン」のうち特

に景観上配慮すべき事項を景観類型の区分別に定められておりますことから，景観形成基

準の解説は，「景観形成ガイドライン」の解説を活用していただけるものとなっております。 

参考資料６６ページをご覧ください。 
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 景観類型の区分毎に景観形成基準と，それに対応した景観形成ガイドラインの解説ペー

ジ数がわかる対応表を作成いたしました。この対応表を活用していただければ，景観形成基

準のねらいと具体的な配慮の内容が図や写真を用いながら分かるようになっています。 

参考資料６９ページをご覧ください。 

 景観類型の区分毎に自己チェックシートを作成いたしました。自己チェックシートを次

のような手順で活用していただきたいと考えております。 

 はじめに，自己チェックシートにおいて，類型別の景観形成方針を確認していただきます。 

そして，先ほど説明させていただきましたが，行為地周辺半径１５０メートルから 

２００メートルの範囲で，まち歩きによる景観資源の調査を行っていただき，その調査した

結果に基づき，行為地及びその周辺部の景観資源とその特性を明記していただきます。 

 次に，景観類型別の景観形成基準，並びに，調査した景観資源に対応した景観形成ガイド

ラインを念頭にして，景観上の配慮事項に関する自己チェックを行い，基本設計・実施設計

を進めていただきたいと考えております。 

 以上で，議題（３）についての説明は終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

【議長（木下部会長）】 

 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｡ 

 

【松浦部会員】 

 参考資料５９ページの「施設用途に応じた望ましい色彩」というところは新しく加えたも

のなので良いと思います。 

気になったのは，高層建築物というのは用途ではなくて形態なので，「施設，用途，土地，

形態に応じた」としたほうが良いというのが１点。２点目は，「（２）大規模工業施設」のと

ころで，２つ目の○の「長大な壁面では」というのは，これは工場だけじゃなくて，大規模

商業施設でもあったりしますので，これも形態的な話で入れてもいいのではと思いました。 

 

【村山部会員】 

 「（１）」は高い建物，「（２）」は長大な建物について言っているわけで，用途は実はあま

り関係がないんですね。高層建築物は中高層建築物にしたほうがいいですね。商業ビルのよ

うなものの色彩について同じことが言えます。松浦先生のご指摘のように，長大な部分は工

場だけではないので。 

 

【事務局（西野）】 

 長大な壁面に関する記述を，形態に共通で合うようなかたちで変えていくということで

すね？ 
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【松浦部会員】 

 「（２）」をふたつに分けて，工場の場合と，長大な壁面を持つ建築物というように分けて

いったらよいのでは？ 

 

【村山部会員】 

 「３」のところも，「形態や施設用途に応じた望ましい色彩」としたほうが良さそうです

ね。 

 

【事務局（西野）】 

 わかりました。 

 

【豊田部会員】 

 同じページの「大規模工場の敷地外周部には多く植栽が設けられており」というところで，

「周辺にうるおいのある景観を与えています」というのはＯＫですが，「極端に明度の高い

（純白に近い）色彩の使用を避けたほうがよいでしょう」とあります。本田技研工業さんの

鈴鹿工場はかなり白いですが，あれの明度はどのくらいですか？ 物流センター等はかな

り抑えられていますが，「純白に近い」という明度がどのくらいかなと気になりました。 

 

【村山部会員】 

 シャープの亀山工場も大きくて白いですよね。あれが純白に近い色ということで，あれは

どうかなっていう議論があったので，わざわざ「純白に近い」と書いたんですね。でも止め

てもいいですよね。 

 

【豊田部会員】 

 「純白に近い」っていうのは具体的すぎるので，「極端に明度の高い」という部分だけで

よいと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 「純白に近い」を消します。 

 

【村山部会員】 

 内容に関することではないのですが。 

このガイドラインのタイトルを以前から「景観計画ガイドライン」と言っているのですが，

設計者にこういう風にしてくださいと依頼するような内容なので，「鈴鹿市景観設計ガイド

ライン」などとしたほうが良いのかなと思います。計画の内容をガイドするのではなくて，

建築物や工作物の設計のガイドラインなので。中身も「景観形成ガイドライン」などいろい
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ろな言葉が混じっていますが，ここのガイドラインについてはすべて「景観設計ガイドライ

ン」に統一してみてはどうでしょうか？ 

 「景観形成基準」は行政側が持っている基準で，行政としてまちの景観を形成していくた

めに個別の建築物や工作物を判断するときの基準ということで「景観形成基準」でいいと思

います。 

 あと，「景観誘導」という言葉も使われていますが，誘導するのは行政なわけで，言葉の      

使い方と思うんですね。 

それを考えると，「第１編」「第２編」と分けずに，全体が「景観設計ガイドライン」で，

「第１章」は良い言葉が浮かばないですが「景観設計ガイドライン」にして，「第２章」を

「色彩ガイドライン」で，「第３章」を「景観設計の流れや手順」にして，「第４章」は届出

ですのでこのままで，というふうに。 

何を言いたいかというと，景観誘導や景観成ガイドラインという言葉を，これらの書類か

ら消したほうがわかりやすいのではないかということです。 

それと関連して，３３ページの左半分に「景観形成ガイドラインの位置づけについて」と

書いてありますが，この文章の主語がはっきりしないんですね。体系図の３のところの「景

観形成ガイドラインにおける景観誘導」というのも，「景観誘導の方針を整理したものです」

というよりかは，「設計者の方が参考にしていただくような景観設計のガイドを定めたもの

です」というようにして，行政としては設計者にこういうことを配慮していただくことによ

って，鈴鹿市の景観を美しくしていくんですというふうに。 

ちょっと主語があいまいになっている部分があるので，その辺の日本語の整理が必要と

思います。あくまでも，これは設計者に配慮してもらうために見せるためのものです。言葉

遣いを分けたほうがよいと思います。 

 

【都市計画課長】 

 そうすると，「第１編」「第２編」もなくしてしまって章だけにして，「第１章」を「景観

設計ガイドライン」に変えて，「第２章」はそのままで，「第２編」の「第１章」を「第３章」

に持ってきて，「第２編」の「第２章」を「第４章」にするということですね？ 

 

【村山部会員】 

 はい。実は，「第１編」「第２編」をなくすということはあまり強い意見ではなくて，言葉

として「景観誘導」とか「景観形成ガイドライン」というのを排除したほうが良いと思った

ので。そうすると，「第１編」「第２編」にしていくと言葉がないんですよね。なので，なく

したらどうかということなんです。「第１編」は内容で，「第２編」は手続きということで，

それは明解なのですが，あまり良い言葉がなかったもので。 

行政のスタンスとしては，設計者にこういう配慮をお願いすることによって鈴鹿市の景

観をこういうものに形成していくというスタンスを貫いて，文章を書いたほうがよいと思
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います。 

 

【議長（木下部会長）】 

 では，ガイドラインの構成については検討いただくということで，よろしいですか？ 

 主語を，読む主体に立って統一してはどうかというご意見でしたが。 

 

【事務局（西野）】 

 整理いたします。 

 体系図の「方向性１」のところで「景観誘導」というふうに書いているんですが，これは

良いでしょうか？  

 

【村山部会員】 

 これは良いんです。これは，行政が全ての建築物工作物に対しては景観設計ガイドライン

を出してお願いするということ，それから大規模というか高さが一定以上のものについて

は景観形成基準でもって届出勧告をするという，２つの施策を通じて，行政として建築物工

作物の景観誘導をしていくということですから。 

 

【事務局（西野）】 

 設計者向けに内容を変えていくというニュアンスですね？ 

 

【村山部会員】 

 そういうことです。設計者が「自分がやることなんだ」とわかるようにということです。 

 

【豊田部会員】 

 参考資料６４ページですが，行為の計画から協議終了通知書の交付まで３０日間とあり

ますが，そもそも，行為の届出の事前に景観協議書を出して，問題点を協議してもらって，

やっと行為の届出をして，またここに３０日間とあって，最大９０日間まで着手制限がかか

ることがあるとあります。 

 この書き方ですが，景観協議書を提出したところの横に審査部会や景観形成協議会のこ

とが書いてあって，協議事項の通知がやっと出てきて，届出者側が景観協議回答書を提出し

て，再度戻っていって，それから協議が終了して協議終了通知書をいただくとなっています。

普通は，私たちはこれでＯＫなのかと思ってしまうんですが，そこからまた届出があるんで

すよね。その届出をしたときに，適合であれば着手制限の解除にいきますが，不適合だった

場合，助言や指導があって審査部会にいくということになるんですが，この図では，一番最

短な流れがわかりません。 

 出す側としては，最短でも６０日かかると見ていますが，実質の仕事の感覚からすると６
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０日はとても長くて，こんなにかかるって誰も思ってないんです。これはもっと啓蒙しない

と。 

確認申請と同時にＯＫで持っていくことが多いですが，確認申請は適合判定に行くもの

でないかぎり，今は民間機関でだいたい１月で下ろしてくれるんですが，着工制限が出てき

ますよね。いつ出して，これくらいかかるということを周知徹底しないとと思います。 

 

【村山部会員】  

 実績でいくと，何も問題ない場合は，どれくらいで全部済むんですか？ 

 

【事務局（西野）】 

 その場合は早いと思います。 

色彩がまったく合わないなどの案件が出てきたときに，事前協議の中である程度言って

いこうという話がありました。そのとき審査部会を開くことになった場合，この３０日は審

査部会の日程調整にも必要な日数なんです。 

要は，事前協議の中で，ある程度のことを言ってしまいたいという気持ちがあるので，３

０日にさせていただきました。 

 

【村山部会員】 

 むしろ，事前協議のほうは軽くしてしまって，ひょっとしてこの件は基準を満たさない部

分があるので，景観法の届出を正式にやっていただいた後に審査部会があるかもしれない

よと言っておくくらいでよいのではないですか？ 審査部会を開いてしまうと，それはそ

こで決めるということになるので。 

 

【事務局（西野）】 

 事前協議の中で審査部会を設けたのは，某遊技業施設の件をある程度想定しているから

です。事前協議において，不適合の疑いがある場合に審査部会を開いてご意見をいただきな

がら，協議事項を出していきたいという趣旨がありました。 

実際に，協議が問題なく進んだ場合は，３０日もかからずに１週間くらいで着手制限を解

除できると思います。 

 

【豊田部会員】 

 でも，私たちとしては，普通にスムーズに行く場合をちゃんと書いてもらわないと。 

 

【事務局（西野）】 

 それが書けないのは，これが法律で３０日と決まっているからなんです。変更命令を打つ

場合は９０日まで延ばすことができますし。 
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【村山部会員】 

 審査部会と書かずに，行政が事前協議の時点で判断に困る場合に，審査部会のメンバーに

ちょっと意見を聴くくらいのことができるくらいにしておいてはどうでしょう？ 

会議を開かなくても個別に相談していただいて結構なので。 

 

【豊田部会員】 

 どうしてそう思ったかというと，協議終了通知書の交付のところに「回答いただいた内容

で合意に至った事項を記載したものを書面にして交付します」と書いてあって，事前協議の

中でほぼＯＫと見なしていただいているので，行為の届出を正式に出して適合だと判断さ

れれば着手制限の解除になると思ったからです。私は，届出をしてから着工までの期間を短

くするために事前協議があると考えているので，事前協議の段階で審査部会をというのは

少し違うと思います。 

 

【事務局（西野）】  

 ここには書いてないですが，スムーズに協議が整った場合は，この手順で協議させていた

だこうと思っているのですが，協議が整わず届出者が協議を止めたいと表明されるのであ

れば，届出者から協議を終了したいと申し出る制度を設けていくつもりでおります。 

なぜかというと，これはあくまでも条例上の規定であって，そこまで縛ることはできない

でしょうし，逆にあまり延ばしてしまうと行政の不作為と取られることもありますので。 

審査部会の日程調整に時間がかかるので，審査部会を開かなくてもご意見を聞けるシス

テムができるのであれば，協議日数自体は短縮することは十分考えられます。実際の協議は，

スムーズに整ったら１週間くらいですから。 

 

【豊田部会員】 

 そうすると，派手な色が使いたい場合，出していって協議が１，２回あって，ちょっとこ

うしてくださいとなって，わかりました，じゃあ色は変えますという話になったら，すぐに

協議が終わって，協議終了通知書をいただいて，届出を出して適正を判断されれば，スムー

ズに降りていくということですね？ 

 また，回答書を出してもらっていて，いやこれは絶対にこうじゃないと嫌だということに

なって協議が終了した場合は，届出を出した後に審査部会に行きましょうと指導するとい

うことですね？  

 

【事務局（西野）】 

 例えばですが，条例で決めて行政指導的にいっても，条例なので無視をする人たちもいる

と思いますので。 
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【村山部会員】  

 景観法の届出のところで審査部会がしょっちゅう開かれるのは，お互いにとってロスな

ので，景観協議というところで，ある程度事前にアドバイスをして，それに従っていただけ

ればすぐに行くけれども，どうしても赤い建物をと言われる場合には，審査部会に行きます

と言っていただいて。そうなると３０日，最大９０日審議できるので。そういう意味で景観

協議のところはなるべく短くして，審査部会も開かずに個別にメンバーにアドバイスをい

ただくことはするけれどもというふうにしたほうがいいのかなと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 そういった場合は，ここを１４日くらいとさせていただいて。「３０日」は法律的に決ま

っているので。 

 

【村山部会員】 

 それは「最大」と書けないのですか？ ３０日必ずとらないといけないですか？ 

 

【事務局（西野）】 

 いや，違います。極端に言うと，協議が整ったら１週間くらいでいけます。 

 

【村山部会員】  

 でも，普通は「３０日」と書いてあると，最大というふうに皆さん解釈します。そこは実

際に申請する方が誤解のないように。 

 

【豊田部会員】 

届出の後に適合と不適合があって，適合だったらそのまま着手制限の解除に行くという

のを，そこに入れていただくとわかりやすい。 

 

【事務局（西野）】 

 これをなくして，こっち側のページへ行くようにします。それなら，これを１４日くらい

にさせていただきます。 

 

【豊田部会員】 

 是非，啓蒙のために，建築士会で説明してください。 

 

【村山部会員】 

 実際のところ，そういう講習会では，問題がないものについては何日くらいで進めていま



24 
 

すというのを話していただくとよいと思います。 

 

【議長（木下部会長）】 

 まだまだご意見があるかと思いますが，部会終了の時間がきておりますことから，ここで

いったん審議を終了させていただきます。いろいろご意見が出て修正が必要になってきた

事項もありますので，議題（３）鈴鹿市景観計画ガイドラインの改訂（案）については，継

続審議といたしたいと思います。 

 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。 

 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｡  

 

 

 上記のとおり第３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。 

 

 

署名人   豊 田 由紀美 

           【原本は自署】 

 

署名人   松 浦 健治郎 

                               【原本は自署】 

 


