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第８回 鈴鹿市景観審議会会議録（要約） 

 

１ 開 催 日 時：平成２７年２月３日（火）１５：００～１６：４５ 

２ 開 催 場 所：鈴鹿市役所 本館６階 庁議室 

３ 出 席 委 員：吉島隆子（会長），板谷明美，大杉吉包，北川正敏，豊田由紀美， 

西川潤子，長谷康郎，福嶋礼子，松浦健治郎，山本忠之 

４ 出 席 職 員：副市長 宮﨑守 

都市整備部長 湯淺雅文 

都市整備部次長 松上昇司 

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： 

諮問第１号「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 

「鈴鹿市景観計画」の変更及び「鈴鹿市景観づくり条例」の一部改正につ

いて 

    諮問内議題：鈴鹿市景観審議会専門部会での調査審議における承認事項について 

          （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 

６ 傍聴の可否：可 

７ 傍 聴 者：なし 

８ 議事録署名人：板谷明美 委員，大杉吉包 委員 

９ 配 布 資 料： 

  （事前配布資料）事項書 

          議案書 

          参考資料 

 

１０ 審議会の内容（要約） 

【都市計画課長】 

委員の皆様には，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８回鈴鹿市景観審議会を開催させていただきます｡ 

まず，最初に，副市長よりあいさつを申し上げます｡ 

 

【副 市 長】 

 景観審議会の委員の皆様には，お忙しい中，第８回鈴鹿市景観審議会にご出席いただき，



2 
 

ありがとうございます。 

日頃は，本市の景観行政並びに市政全般にわたり，ご理解ご協力をいただきありがとうご

ざいます。この場をお借りしまして，お礼申し上げます。 

本日は，改選後第１回目の審議会でございます。委員の皆様に次の２年の任期をお願いし

ましたところ，快くお引き受けいただきありがとうございました。 

平成１６年に景観法が制定されて以来，各自治体にてそれぞれの地域の特性を踏まえ独

自の都市づくり，まちづくりを進めており，景観行政団体も，平成２６年３月末時点全国で

６１３団体にまで増えており，県内でも景観行政団体が１０団体にまで増えております。 

本市におきまして，平成２３年１月１日より鈴鹿市景観計画の運用を開始し，４年が経過

しました。その間に大規模な建築物・工作物の良好な景観への誘導や「佐佐木信綱生家」の

景観重要建造物の指定，「長太の大楠」の景観重要樹木の指定などを行ってまいりました。 

また，昨年度の第６回景観審議会におきまして，景観計画の運用上の課題を洗い出し，そ

の解決に向けて鈴鹿市の景観施策をとりまとめるため，専門的な見地から調査審議を行う

組織として専門部会を設置していただき，既に専門部会を３回開催させていただいたとこ

ろでございます。 

本日の議題といたしましては，これまで専門部会でご審議ご承認いただきました「景観

法・屋外広告物法の運用上の課題とその方向性」を踏まえた「鈴鹿市の景観施策（案）」に

関する事項を中心にご審議の後，ご承認をいただきたいと考えております。 

この後，担当より説明させますので，委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申し上げます。  

 

【都市計画課長】 

 改めまして，委員の皆様方をお手元の審議会委員名簿によりご紹介をさせていただきま

す。 

≪名簿順に紹介≫ 

事項書にもありますが，審議会の委員の改選にあたりまして，審議会の会長及び副会長の

選任が必要となります。 

会長及び副会長につきましては，鈴鹿市景観審議会規則第２条第２項にもとづき，会長及

び副会長は委員の方から互選によって選ぶこととなっておりますが，いかがいたしましょ

うか。 

≪事務局一任の声あり≫ 

ただ今「事務局一任」とのお声をいただきましたことから，事務局より推薦させていただ

きたいと存じます。 

 まず会長につきましては，これまで景観審議会副会長，そして村山会長辞任後職務代理を

務めていただいております吉島委員を，副会長には，建築・景観・都市計画と専門的な知識

を有しておられ，現在景観審議会の専門部会，審査部会のそれぞれで職務代理者を務めてい
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ただいております松浦委員を推薦させていただきます。 

≪異議なしの声あり≫ 

それでは，吉島委員に会長を，松浦委員に副会長をお願いしたいと存じます。吉島委員，

松浦委員，会長・副会長席への移動をお願いします。 

 

【吉島会長】 

 精一杯務めさせていただきますので，よろしくお願いいたします。 

 

【松浦副会長】 

 会長の足を引っ張らないように頑張りたいと思います。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，副市長は公務がございますので，ここで退席をさせていただきた

いと存じます。ご理解を賜ります。 

≪副市長，退席≫ 

ここで，お手元に配布しました資料の確認をお願いいたします。 

   ≪資料確認≫ 

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。 

それでは，審議会規則に基づき，吉島会長に議長をお願いいたします。 

吉島会長，議事進行をよろしくお願いいたします。 

 

【議長（吉島会長）】 

 本日は，審議会委員数１２名中１０名の委員さんにご出席をいただき，過半数に達してお

りますので，鈴鹿市景観審議会規則第３条第２項の規定により審議会は成立しております

ことを報告します｡  

 また，本日の傍聴人は，来られていません。 

議事に先立ちまして，鈴鹿市景観審議会規則第６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。本日の議事録署名人は板谷委員と大杉委員になりま

す。委員の皆様，よろしいでしょうか。 

≪異議なしの声あり≫ 

板谷委員と大杉委員，よろしくお願いします。  

それでは，お手元に配布させていただいております事項書に基づきまして，進めさせてい

ただきます。 

諮問第１号『「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
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鹿市景観計画」の変更及び「鈴鹿市景観づくり条例」の一部改正』について，事務局から説

明をお願いします。 

 

【事務局(西野）】 

 議案書の１ページをご覧ください。 

諮問第１号『「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

鹿市景観計画」の変更及び「鈴鹿市景観づくり条例」の一部改正』について説明いたします。 

平成２５年１０月３１日開催の第６回鈴鹿市景観審議会におきまして，景観法・屋外広告

物法の運用上の課題とその解決の方策をとりまとめるため，専門部会の設置をお願いいた

しました。 

現在，専門部会でご審議をいただく中で，その解決の施策として，「鈴鹿市景観計画の変

更」及び「鈴鹿市景観づくり条例の一部改正」が必要になってきましたことから，ここで改

めて貴審議会へ諮問するものであります。 

よろしくお願いします。 

 

【議長（吉島会長）】 

 ただいま，事務局から諮問に関する説明を受けました。 

「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」を踏まえた景観施策を実現

化するため，現行の景観計画の変更と条例の改正が必要となり，そのために私どもの審議会

に調査審議の依頼があったということだと思います。 

専門部会設置の際に，このことについても含んで依頼があったと思ったのですが，諮問と

いう形をとっていなかったので，ここで改めて諮問されるということでよろしかったです

ね？ 

それではこの諮問をお受けし，諮問に関する調査審議については，専門部会へ引き続き審

査していただきたいと存じますが，いかがでしょうか。 

≪異議なしの声あり≫ 

それでは，諮問第１号につきましてはお受けし，専門部会で引き続き調査審議をお願いす

ることといたします。 

続きまして，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）】 

議案書の２ページをご覧ください。 

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，専門部会でご審議・ご承認いただいた事項について，説明

いたします。 
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まず，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，それに関する施策を各

年度の行動計画として整理すると次の表のとおりになります。 

その表の中身について，簡単に説明させていただきます。 

「１.景観計画の推進」ですが，運用上の課題として，市民・事業者・行政が一体となっ

て取り組みが進められていないという問題があります。 

その解決の施策として，「市民・事業者の意識の醸成」が挙げられます。専門部会の先生

方から，年一回の景観通信の発行だけではなく，イベント開催の必要性を指摘されましたこ

とから，平成 27 年度から景観づくり講座の開催を実施したいと考えております。 

「２.景観法の届出に伴う建築物・工作物の景観誘導」ですが，運用上の課題として，制

度面の問題が挙げられます。まず，現行の景観形成基準が市全域共通のものになっており，

必ずしも景観類型別の景観特性に合った，きめ細やかなものになっていないという問題が

あり，その解決の施策として景観類型別の景観形成基準の設定を考えております。 

次に，建築物の壁面の地模様の問題についてですが，この問題につきましては，行政だけ

で判断するのではなく，審査部会へ諮問を行い，専門的な見地から助言をいただき，事業者

と協議していきたいと考えております。 

また，現在，景観法の届出の前に，事前相談できるものとなっていますが，これでは，景

観形成基準の定性的な基準が，事業者との間で景観形成のイメージの共有化が図られない

状況にありますことから，事前協議調整制度に変更していきたいと考えております。 

議案書の３ページをご覧ください。 

「３.屋外広告物の規制・誘導」ですが，その規制・誘導の方針が景観計画に定められて

いないという問題があり，そのため景観計画に屋外広告物の規制誘導の方針を定めていき

たいと考えております。ただ，屋外広告物について，現状の把握から行う必要があるため，

平成２８年度から２か年にかけて，現状の把握から規制誘導の方針まで検討していきたい

と考えております。 

「４.景観資源の保全・活用」ですが，自然・緑・歴史的建造物・優良な農地など，把握

していないという問題があります。それを解決するため，市民参加による地区別景観資源マ

ップの作成を考えております。 

また，そこで見つけた重要な景観資源の保全活用の方策につきましては，現在は，景観法

に基づく景観重要建造物・景観重要樹木の指定制度がありますが，現状変更の手続等を考え

ると指定することが難しいものと考えられます。 

したがって，現状変更の手続等がもう少し簡素化した市独自の景観資源の保全活用施策

を構築していく必要があると考えています。 

「５.都市の魅力的な空間の創造」ですが，まずは，景観上配慮された建築物・屋外広告

物等が正当に評価されていないという問題があります。 

そのような建築物・屋外広告物等については，市独自の表彰制度を設け，積極的に評価し，

市全域に景観の魅力をつなげていきたいと考えております。 
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議案書４ページをご覧ください。 

議題⑩，⑪で掲げられている公共施設や鈴鹿を代表する地区について，景観形成の目標に

沿った景観デザインになっていないという問題があります。 

その解決の施策として，地区別景観づくり計画を策定し，その計画に基づき，建築物・工

作物・屋外広告物の景観誘導や公共空間のデザインの向上を図ったり，長期的な課題として

重点的な景観整備の促進を考えております。 

「６.地区別景観づくり計画の推進」ですが，市民と協働して地区別景観づくり計画を策

定することが，鈴鹿らしい良好な景観を保全・活用し，地区の魅力的な空間を創造するため

に最大の保障となっています。 

そのために，地元の景観づくり活動を積極的に支援することが最も重要であり，景観施策

の基本的な取り組みのひとつであると考えておりますが，その支援制度がまったくない状

況にありますことから，解決する施策として景観まちづくりの支援制度の構築を考えてお

ります。 

これらの解決の施策を実行するにあたって，景観計画の改訂，景観づくり条例の改定が必

要になってきます。 

「３.屋外広告物の規制誘導」については，まだ検討する時間を要することから，その施

策を除いて，平成２８年度の改訂に向けて取り組んでいきたいと考えております。よろしく

お願いいたします。 

議案書５ページをご覧ください。 

先ほどご説明させていただいた景観の施策を３つの方向性に基づき，体系的に整理する

と次のとおりになります。 

良好な景観の形成の方向性としては，方向性１として「建築物・工作物等の景観誘導」， 

方向性２として「景観形成上重要な景観資源の保全活用」，方向性３として「地区の魅力的

な空間の創造」を考えており，その３つの方向性に沿った具体的な景観施策を総合的に有機

的に結びつけ，進めていきたいと考えております。 

また，その施策を実現化していく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，特に重点的に取り組んでいきたいと

考えております。 

議案書６ページをご覧ください。 

先ほどご説明させていただいた鈴鹿市の景観施策の体系図を勘案した，鈴鹿市景観計画

の新しい構成案については，太枠で囲んだ箇所です。体系図で示した３つの方向性に沿って

章を構成いたしました。 

以上で議題１について説明を終わります。 

ご審議の程よろしくお願いします。 

 

【議長（吉島会長）】 
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 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｡ 

 

【福嶋委員】 

拝見していますと，「景観が○○になっていない」という表現が多くて，鈴鹿市の景観に

ついてはゼロスタートという感想を持ちました。 

でも，今までいろいろやってきたことがありますので，そのことも含めてこれからも中身

を充実させていただきたいと感じました。 

 

【松浦副会長】 

 私が発言するのはどうかと思いますが，この場をお借りしてお話ししたいことがありま

す。 

 今，私は白子地区で市民の皆さんと一緒に調査して景観資源マップをつくっているので

すが，その中で，河川沿いの桜並木が非常に景観的に重要な場所であるので，みんなで守っ

ていかないといけないねという話をしていました。 

 しかし，市としてはそこの河川改修をする際に桜を伐採するとして地元と話をして，一部

地権者の方から反対の声があがったため調整している段階であるということでした。 

 河川に防災的な問題があるのなら，改修して防災に強いまちにしていくことに，私も異論

はありません。しかし，景観的に重要な桜並木を保全しながら防災に強いまちにしていくと

いう，両立できるような施策はなかったのかと，私は話をしたんです。 

 しかし，実際には工事は決まっていて修正することは難しいということになりました。そ

ういう話題がある中で，この課題は切実な問題だなと思いました。 

 実は，方向性や施策について，景観重要公共施設に指定促進すればいいのか？という問題

があります。 

 前向きな話をしたいのですが，公共施設を整備するときに，景観上問題がないかを審査す

るようなプロセスを踏まないと，他の場所で同じ様なことが起こる可能性があると思いま

すので，そういうことを避ける意味でも，その辺りの方向性や施策をもう一歩考えないとい

けないなと思ったわけです。 

 

事務局（西野） 

 桜並木の件については，河川工事がほぼ発注段階まで来ており，計画を変えることは困難

な状況でしたが，この件については，松浦先生にもご助言いただきながら，再度専門部会で

お話しをさせていただかなければならないことと思っております。 

 市民，事業者，行政職員に対しても，景観に対する意識をもう少し持って取り組んでいか

なければならないと認識しております。 

 

都市計画課長 
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 新規に公共施設をつくる場合だけでなく，現在建っている施設の改修等についても景観

についての認識を持てるような施策を，今後委員の皆様方のご協力をいただきながら進め

ていきたいと思っております。 

 

議長（吉島会長） 

 是非，横の連携をよろしくお願いします。 

 

【福嶋委員】 

 先ほどの意見に関連して。 

鈴鹿市の景観づくりを進めていく上で，住民の意識はもちろん重要ですが，施策に取り組

む行政組織全体としての意識付けや足並みがそろっていかないと，なかなか大変だと思い

ますので，「行政においてもそういう視点をもって」というような文言を加えていただくの

はどうでしょうか？ 

 

【事務局（西野）】 

 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」の施策①に「市民（事業者）の意識の醸成」としか書いて

ありませんので，この「市民（事業者）」を「市民・事業者・行政」というように修正して，

ご承認をいただきたいと思います。 

 

【都市計画課長】 

 その件については修正を伴いますので，改めて専門部会にも修正をご了承いただいた上

で最終的なご了解としてお願いしたいと思います。専門部会の会長は審議会委員と兼任さ

れていませんので。 

 

【議長（吉島会長）】 

 その点，よろしくお願いします。 

 ご意見等出尽くしたように思いますので，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）」』についての質疑は終わりま

す。 

ここで，事務局として論点の整理が必要であれば意見を求めます。 

 

【事務局（西野）】 

 先ほどの施策①のところを「市民・事業者・行政の意識の醸成」という文言に変更させて

いただきたいと考えております。 
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【議長（吉島会長】 

 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，事務局からの変更点の検討も踏まえ，審議会と

して了承をいたしたいと存じますが，いかがでしょうか？ 

（異議なしの声あり） 

ありがとうございました。 

審議会として了承いたします。 

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）】 

議題２「景観類型別の景観形成基準（案）」について，専門部会でご審議・ご承認をいた

だいた内容について，説明いたします。 

議案書８ページをご覧ください。 

先程ご説明させていただいたとおり，現行の景観形成基準及びガイドラインをもとに景

観類型別の景観形成基準（案）を作成すると次表のとおりとなります。 

したがって，景観類型別の景観形成基準（案）は現行の景観形成基準とガイドラインを基

本としておりますことから，原則として，新しい要素が加わったものではありません。 

ただ，景観形成基準を２つの種類に区分いたしました。 

１つは，遵守事項です。景観類型別の方針を阻害しないための必要最低限の基準で，必ず

守らなければならない基準です。 

もう１つは，協議事項です。届出者と市との間で協議調整を行い，景観類型別の方針に沿

った景観の魅力向上を図るための具体的な景観の配慮事項です。なお，網掛けした箇所は専

門部会で現在協議中のところであります。 

 議案書９ページをご覧ください。 

今回の景観類型別の景観形成基準（案）を設定するにあたっての考え方について説明いた

します。 

例えば，景観類型別の景観形成基準の２段目にある「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。」という基準は，幹線道路景観だけに該当するものと考えております。その根拠は，現

行の景観計画ガイドラインの具体的な配慮の内容から導き出されています。 

具体的にいうと，具体的な配慮の内容の２段目にある「田園など景観に広がりのある地域

において，幹線道路に面する敷地では，周辺の景観と調和するため，できる限り壁面を後退

させる。」という文章の「幹線道路に面する敷地」という内容から，幹線道路景観のみに該

当すると捉え，「周辺の景観と調和するため，できる限り壁面を後退させる」という内容か

ら，その内容を反映させた景観類型別の景観形成基準（案）を検討しご提示させていただい
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ております。 

議案書１０ページをご覧ください。 

現行の景観形成基準の１段目にある「周辺のまちなみからできる限り突出しない配置，規

模とすること。」という基準の具体的な配慮の内容としては，壁面後退による違和感や圧迫

感の緩和や建築物の分節化による規模の緩和が挙げられて，その内容に沿って景観類型別

の景観形成基準（案）を設定しました。その基準は，市全域に当てはまるため，自然的景観・

都市的景観が該当することになります。これで，市全域がカバーされることになります。 

以下，このような考え方に基づいて景観類型別の景観形成基準（案）を設定しております。

ご確認いただきたいと思います。 

ここからは，特に説明が必要と思われる基準について，説明いたします。 

まず，景観類型別の景観形成基準の２段目にある「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。」という基準につ

いては，具体的な配慮の内容には明記されていませんが，高架道路に対し，違和感や圧迫感

の緩和を促すための見え方の工夫を求めた基準です。 

議案書１１ページをご覧ください。 

景観類型別の景観形成基準の５段目にある「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。」という基準は，携帯電話基地局の設置に関する景観形成ガイドライン

に沿ったものを，景観類型別の景観形成基準に設定しております。 

議案書１３ページをご覧ください。 

景観類型別の景観形成基準の１段目にある「建築物は，・・・と調和した（融和した）屋

根形状とする。」という基準に示したように，できる限り勾配屋根を求めることによって，

周辺景観に調和するような屋根形状という具体的な配慮の内容を達成していきたいと考え

ております。 

議案書１４ページをご覧ください。 

現行の景観形成基準の１段目にある「歴史的まちなみや街路景観の整った地域など地域

景観の特徴に配慮した形態，外観とすること。」という基準の目的を達成するため，現行の

景観計画のガイドラインの具体的な配慮の内容に明記されていないのですが，地域特性に

配慮した空間演出として，住宅地景観において，景観類型別の景観形成基準の２段目にある

「建築物は，勾配屋根を採用するなど，統一感を持ったスカイラインを形成する。」という

基準を設定し，駅前商業地景観において，景観類型別の景観形成基準の３段目にある「建築

物は，建築物の相互の協調により，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。」「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。」という基準を設定していきたいと考えており

ます。 

また，景観類型別の景観形成基準の４段目にある「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
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とりと賑わいのある空間演出に配慮する。」という基準について，ガイドラインでは駅前商

業地景観のみの基準と考えられますが，歩行者空間の確保という観点から都市的景観に該

当すると基準として設定いたしたいと考えております。 

議案書１６ページをご覧ください。 

現行の色彩の景観形成基準がそのまま景観類型別の景観形成基準となっており，遵守事

項として最低限必ず守るべき基準と考えております。 

議案書１８ページをご覧ください。 

ここから，１９ページまで記載している具体的な配慮の内容は，現行の景観計画ガイドラ

インの色彩ガイドラインにある大規模な建築物を対象にした望ましい色彩基準の内容です。 

その内容に沿って，景観類型別の景観形成基準を設定しております。 

ここで，特段説明させていただく基準として，景観類型別の景観形成基準の３段目にある

「中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，中高層建築物を対象としたもので，市全域全てに該当するものとして考えて

おります。 

ただ，この基準のもとは，住宅地における色彩ガイドラインからきているものであること

から，市全域に該当させることに矛盾が生じますことから，このガイドラインについては，

住宅地の色彩ガイドラインからはずし，新たに施設別の色彩ガイドラインを設けることで

対応していきたいと考えております。 

議案書１９ページをご覧ください。 

景観類型別の景観形成基準の２段目にある「長大な壁面を持つ建築物は，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。」という基準についても，長大な壁面を持つ建築物を対象とし

たもので，市全域全てに該当するものとして考えております。 

ただ，このガイドラインについても，もとは工業地の色彩ガイドラインからきていること

から，工業地の色彩ガイドラインから外し，新たに施設別の色彩ガイドラインを設けること

で対応していきたいと考えております。 

議案書２１ページをご覧ください。 

景観類型別の景観形成基準の１段目にある「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。」という基準について，遵守事項として景観類型別

の景観形成基準を設定していきたいと考えております。 

現行の景観形成基準で，「敷地内は出来る限り多くの緑化を行うとともに」と明記されて

いるにも関わらず，明確な数量規定がないため，少なくない事業者で緑地を全く配置しない

計画を提出する方がいらっしゃいますことから，具体的な配慮の内容として定まっていな

いですが，このような基準を設定していきたいと考えております。 

議案書２５ページをご覧ください。 
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景観類型別の景観形成基準の４段目にある「立体駐車場を道路その他の公共の場所から

望見できる位置に配置する場合は，接道部（車の出入口を除く）や敷地境界沿いを，防犯上

支障のない範囲で，ルーバー等の設置，樹木や生垣等の植栽などにより修景を行う。」とい

う基準は，立体駐車場における違和感や圧迫感を緩和するための基準として設定しており

ます。 

議案書２７ページから３０ページをご覧ください。 

ここから，土地の形質の変更等に対する景観類型別の景観形成基準であり，設定の考え方

は先ほどと同じであります。 

以上，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（吉島会長）】 

 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｡  

 

【福嶋委員】 

 歴史的まちなみに配慮する案のところですが，建築物をつくるときに，個人としては賛同

できても経済的な問題や好みの違いなど，個人的な理由がおありになった場合は，どのよう

に解決していけばよいのでしょうか？ 

 

【事務局（西野）】 

 景観形成基準における遵守事項は，必ず守っていただきたい事項です。見た目の色目や，

建築物の新築の際の５パーセントの緑地の確保です。緑地の５パーセントは，開発指導要綱

で１２メートルを超える建物には５パーセントの緑地の確保を指導していることから， 

１０メートルを超える場合でもお願いできる範囲内の数字ではないかということで設定い

たしました。 

 その他の事項については協議事項としており，類型別の景観形成方針に基づいて協議さ

せていただき，少しでも基準に合うようお願いしていこうと考えております。 

 それらのことは今でも取り組んでおりますが，案のようにきめ細やかに具体的に明記は

されていないことから，事前に具体的に明記をすることで，より協議しやすくなり，事業者

さんもこれに基づいて配慮していただけるのではないかと思います。 

 ただ，確かに経済的な問題などはありますので，柔軟に対応させていただきたく，協議事

項としております。 

 

【福嶋委員】 

 例えば史跡などは，格子の家をつくるときに補助金が出ますが，そういうものを視野に入

れて景観のまちづくりを考えていかれるのですか？ 
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【事務局（西野）】 

 現行の景観計画は鈴鹿市全体をみて大きい建物だけを対象としていますので，地区別景

観づくり計画という地区の詳細な景観の計画をつくって，それに合う修景（自然景観を破壊

しないよう整備すること）などについて，来年度の専門部会で検討していきたいと考えてお

ります。 

 

【豊田委員】 

 届出対象建築物というのは，高さ１０メートル以上，建築面積１，０００平方メートル以

上のものです。先ほどの説明にあった住宅などの小さい建物はこの対象でないということ

を説明されたほうがよいと思いますが。 

 

【事務局（西野）】 

 そうですね。今は大規模なものの話です。 

 地区別景観づくり計画は，鈴鹿市では道伯地区しか策定しておりませんが，これが策定さ

れると全ての建築物が対象になると考えています。 

 しかし，これを策定するにあたっては，制限が加わることもあって地域住民の方々にお話

しさせていただかなければならないと思います。 

 

【福嶋委員】 

 個人の建築物のことではなくて，大きな建築物の話なのですね。１４ページに歴史的なま

ちなみのことが書いてありましたので，格子や瓦などを換える場合に個人の方にも影響す

るのかと思ってしまいました。 

 

【松浦副会長】 

 私は専門部会員でもあるので，発言してはいけない立場なのかもしれませんが，今気づい

てしまったので。 

 ２５ページの景観類型別の景観形成基準案の２段目と３段目ですが，２つとも駐車場が

道路に接する部分に門，塀や生垣を設けるという内容です。２段目は都市的景観が協議事項，

３段目は拠点的景観の歴文（歴史文化）が協議事項となっていて，たぶん現行の景観計画ガ

イドラインに対応してこのように書かれたと思いますが，ほとんど内容が同じなので，２つ

に分ける必要はないと思いますが。 

 

【事務局（西野）】 

 ３段目の歴史文化で協議するものとしては，東海道や伊勢街道などをイメージしており

ます。それには，市街化調整区域など自然的なエリアも入ってきますので，３段目について
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は分けて置いておく必要があるのではないかと考えております。 

 ただ，整合性を取る必要はありますので，再度専門部会で協議をしていきたいと思います。 

 

【都市計画課長】 

 そうすると，基本的には案のとおりということでよろしいでしょうか？ 

 

【松浦副会長】 

 いいと思いますが，それとしても，内容がほぼ同じなので，２段目にまとめてしまえばど

うかと思います。 

 

【議長（吉島会長）】 

 ご意見等出尽くしたように思いますので，議題２「景観類型別の景観形成基準（案）」に

ついての質疑は終わります。 

ここで，事務局として論点の整理が必要であれば意見を求めます。 

 

【事務局（西野）】 

 今回ご承認をしていただく中で，できましたら大まかなところでご承認いただいて，２５

ページの形成基準の２段目と３段目の整理については，専門部会で議論をさせていただい

て，また審議会へご報告させていただきたいと思います。 

 ただ，大枠ではご了解いただきたいと思います。 

 

【議長（吉島会長）】 

 それでは，議題２「景観類型別の景観形成基準（案）」について，事務局からの説明どお

り後日専門部会で検討いただくことを含めて，了承をいたしたいと存じますが，いかがでし

ょうか。 

（異議なしの声あり） 

ありがとうございました。 

では，審議会として了承いたします。 

続きまして，報告事項「鈴鹿市景観審議会審査部会での諮問事項に係る調査審議結果」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。 

審査部会での諮問事項に係る調査審議の結果について，会議時間の関係で，簡単に報告い

たします。 

諮問第１号「石薬師町地内における建築物の外観の変更に伴う景観形成基準（色彩）の不
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適合物件」について，説明いたします。 

届出者は工業化成株式会社様です。 

外観の変更を行った際，そのシャッターの色彩が１０ＧＹ８／４で，景観形成基準からは

外れておりましたが，色相は，周辺の樹林などの自然素材色と同系列の色相で，周辺との調

和に配慮がなされており，明度も推奨範囲内にあり，彩度は基準から外れているものの中彩

度で，アクセント色としてはそれほど鮮やかでもない。また，一壁面の面積の割合も 

１４．６パーセントと緩和基準１０パーセントから大きく外れていないことから，アクセン

ト色として認容させるものと審査部会でご承認されましたことから，市として認容いたし

ました。 

諮問第２号「三日市町地内における建築物の増築に伴う景観形成基準（色彩）の不適合物

件」について，説明いたします。 

届出者は住友電装株式会社様です。 

厚生棟を増築し，同時に既存建築物の外観の色の塗替えを行った際，その庇・幕板の色彩

が７．５ＰＢ４／１２で，景観形成基準からは外れておりますが，コーポレートカラーであ

り，工場内の色彩の統一感を持たせ，景観への配慮がなされております。 

また，一壁面の面積の割合は１１．８パーセントと緩和基準１０パーセントから外れてい

るものの，公共空間である道路からの見え方は５パーセント以下となっており，公共空間か

ら見た景観に与える影響は大きくないと思われることから，特例的に認容させるものと審

査部会でご承認されましたことから，市として認容いたしました。 

以上で報告を終わります。よろしくお願いします。 

 

【議長（吉島会長）】 

 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｡ 

     ≪発言なし≫ 

 ご質問等はないようですので，報告事項「鈴鹿市景観審議会審査部会での諮問事項に係る

調査審議結果」に関する質疑は終わります。 

 続きまして，その他事項として，事務局から何かありますか？ 

 

【都市計画課長】 

 特にございません。 

 

【議長（吉島会長）】 

 これで，事項書の内容は委員の皆様のご協力を得て，全て終了することができました。 

その他，鈴鹿市の景観に関する事項について，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｡ 

    ≪発言なし≫ 
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ご質問等がないようですので，景観審議会の質疑を終わらせていただきます。 

 

【都市計画課長】 

 これをもちまして，本日の審議会を終わらせていただきます｡ 

本日はどうもありがとうございました。 

 

 

上記のとおり第８回鈴鹿市景観審議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  板 谷 明 美 

           （原本は自署） 

署名人  大 杉 吉 包 

                               （原本は自署） 


