
（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 
 

Ⅰ．「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 
 
第２回鈴鹿市景観審議会専門部会の承認事項について，今後の検討時間を考慮して一部各年度の行動計画を整理すると，次表のとおりとなる。 
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）（景観法第 16 条第 1項又第 2項） 

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 

 

 

○枠組みの確定 

 

 

○運用 

 

○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 

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 

 

○景観づくり講座の 

開催 

○景観通信発行 

 

○景観づくり講座の 

開催 

○景観通信発行 

 

○景観づくり講座の 

開催 



３．屋外広告物の規制・誘導 
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 

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。 

 
４．景観資源の保全・活用 

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 

 
５．都市の魅力的な空間の創造 

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

の検討 

 

○「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） 

 

 
６．地区別景観づくり計画の推進 

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） 

 


