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第４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２７年３月２７日（金）１４：００～１７：０５ 

２ 開 催場所   鈴鹿市役所 本館９階 ９０２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

鹿市景観施策（案）」について 

（第８回鈴鹿市景観審議会での意見を踏まえた対応事項） 

（２）景観類型別の景観形成基準（案）・保留事項について 

（第３回鈴鹿市景観審議会専門部会の保留事項・第８回鈴 鹿市景観審議

会での意見を踏まえた対応事項） 

（３）「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」（骨子案）について 

（４）鈴鹿市景観設計ガイドライン（案）について 

（鈴鹿市景観計画ガイドラインの改訂） 

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」を踏まえた「鈴

鹿市景観施策（案）」について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認 

（２）景観類型別の景観形成基準（案）・保留事項について ・・・・・・・・承認 

（３）「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」（骨子案）について 

     ・・・・・・・・・・・・・・施策⑪⑳○21○23は継続審議，それ以外は承認 

（４）鈴鹿市景観設計ガイドライン（案）について ・・・・・・ 次回へ持ち越し 



2 
 

 

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４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。 

≪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ので，よろしくお願い申

し上げます。 

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

すので，要領第６条第２項の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。そうすると，本日の議事録署名人は村山部会員と吉島部会員になり

ます。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」を踏まえた「鈴

鹿市の景観施策（案）」について，及び，議題（２）「景観類型別の景観形成基準（案）・保

留事項」について，事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局（草野）】 

 議題（１）について，説明いたします。 

議案書１ページをご覧ください。 

第８回景観審議会において，「市民，事業者だけでなく，行政組織の景観意識の向上が必
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要である」というご指摘を受け，施策①「市民（事業者）の意識の醸成」に「行政」を追加

し，「市民・事業者・行政の意識の醸成」に変更していきたいと考えています。 

議題（２）について説明いたします。 

議案書４ページをご覧ください。 

眺望景観について，第３回専門部会において，松浦部会員から，「市街地（都市的景観）

から見える山なみの稜線への眺望景観こそが鈴鹿らしい景観ではないか」というご意見を

いただきました。 

また，村山部会員から，それに関連して，「市街地内の里山，樹林地への眺望景観も対象

とすべき」というご意見をいただきました。 

そのご意見を踏まえ，事務局として，都市的景観に第１案の後背の山なみの稜線や里山の

樹林地への眺望を阻害しないような配慮規定を設けようと考えています。 

ここで，少し整理しておきたい事項があります。 

これまでに提案した景観類型区分の平野部水田地・里山水田地（自然的景観）の景観形成

基準は，「後背の山なみの稜線への眺望」を考慮していません。 

つまり，鈴鹿川より南側のエリア（平野部水田地・里山水田地・都市的景観）については，

「後背の山なみの稜線への眺望」を考慮した基準になっていませんので，それも合わせて見

直す必要が出てきます。また，「後背の山なみの稜線」とはどこを示すのかを検討する必要

があると考えています。  

事務局としては，大景観である「鈴鹿山脈・山麓の山なみ・稜線」を念頭において景観形

成基準案を提案させていただいております。 

議案書５ページをご覧ください。 

したがって，議案書３ページと見比べていただきたいのですが，「（３）平野水田地」「（４）

里山水田地」に「鈴鹿山脈・山麓の山なみ・稜線」を追加し，「都市的景観」に「鈴鹿山脈・

山麓の山なみ・稜線や里山の樹林地への眺望」を追加し，基準を変更したいと考えておりま

す。  

議案書５－１ページをご覧ください。 

第８回鈴鹿市景観審議会において，この２つの基準をまとめてしまえばどうかというご

意見をいただきました。 

議案書６ページをご覧ください。 

審議会の意見を受けて，事務局としては，「駐車場の道路に接する部分にまちなみに合わ

せた門，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

基準を検討しました。 

その際，事務局案「現状のまちなみにあわせた門，塀の設置で歴史的な空間にふさわしい

まちなみが確保されていくか？」「まちなみの連続性を確保する観点から，生垣を認容すべ

きか否か？」について，専門部会としてご議論いただきたいと考えています。 

以上で，議題（１）（２）についての説明を終わります。 
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ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

【議長（木下部会長）】 

 議題（１）と（２）を併せて説明いただきましたが，ひとつずつ確認していきたいと思い

ます。 

まず，議題（１）ですが，行政組織の景観意識の向上の必要性を再確認するということで，

表のところに「行政」というのを追加されたということでしたが，いかがでしょうか？  

 これは，景観審議会でいろいろ意見があって，それに関わる行政の意識が問われているの

ではないかということで，追加して掲載しようということのようです。 

 ご意見・ご質問等があれば，お願いします。 

   ≪質問・意見なし≫ 

 それでは，議題（２）については，後背の山なみ・稜線への眺望というのが鈴鹿らしい景

観につながるのではないかということで，景観形成基準として眺望を確保するという点を

追加記載したことによる変更についてご承認いただきたいということですが，いかがでし

ょうか？ 

 それと，整合性を取るために，それ以外の里山や平野部についても大景観である鈴鹿山脈

の山なみ・稜線というものを加えるということですが，いかがでしょうか？ 

   ≪質問・意見なし≫ 

 ご意見等もないようですので，次に行きたいと思います。 

議案書の５－１ページと６ページの屋外駐車場のところで，これまで都市的景観と拠点

的景観と別々に記載されていたものを，景観基準として一体的に記載してはどうかという

ことですが。 

  ≪質問・意見なし≫ 

一体的にすることによって，歴史的・文化的な地域においては，生垣でも良しとするとい

うことも可能になるということなんですけれども。その辺の違いだけですか？ 

 

【事務局（西野）】 

 そうです。今の歴史的まちなみがあるところについては，ある程度今の歴史的建造物があ

る程度残っておりますので，それに併せていただければ，同じような歴史的空間が築けるも

のと考えています。 

 

【議長（木下部会長）】 

 ということですが，いかがでしょうか？ 

   ≪質問・意見なし≫ 

 特にご意見がないようですので，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）」」について及び，議題（２）「景観
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類型別の景観形成基準（案）・保留事項」について，専門部会として承認したいと思います

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。 

議題（１）及び議題（２）については，専門部会として承認いたします。 

 引き続き，議題（３）「「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」（骨子案）」について，事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局（草野）】 

 議題（３）について説明いたします。 

議案書７ページをご覧ください。 

景観類型別の景観形成基準の全ての項目について，専門部会として先ほどご承認をいた

だきました。その内容を再度景観審議会に図っていきたいと考えています。 

議案書８ページをご覧ください。 

方向性④「事業者との調整の仕組みづくり」として，「届出に伴う事前協議調整制度」を

検討しています。 

また，建築物の地模様については，「届出に伴う事前協議調整制度」＋「審査部会制度」 

の枠組で対応にあたりたいと考えています。 

議案書１０ページをご覧ください。 

前回の専門部会において景観協議を１４日にし，審査部会を開催せず，部会員の誰かに意

見を聴いて対応していこうということだったと思いますが，事務局で検討した結果，景観協

議を３０日として，協議が調ったときは１０日で工事着手できるようにしていきたいと考

えています。 

その理由として，部会員に意見を聴いたことが，景観法の届出の際，審査部会で意見が覆

る可能性があるため，今回提案した届出の流れでいきたいと考えています。 

議案書１１ページをご覧ください。 

その担保として，第８項「市長は，景観協議が調った場合においては，法第１８条第２項

の規定により，行為の着手の制限をする期間を短縮するものとする。」という規定を設ける

ことにしたいと考えています。 

議案書１２ページをご覧ください。 

施策⑨地区別景観資源マップの作成・普及については，後ほど説明させていただきます。

議案書１３ページをご覧ください。 

現在，景観資源を保全活用する施策として，景観法に基づく景観重要建造物・景観重要樹

木の指定と文化財保護法等に基づく重要文化財等の指定があります。これらの施策は，市を

代表とした景観資源が対象であり，保全が重視された施策であります。よって，現状変更が

原則難しいものと考えられます。 
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したがって，新たな景観資源の保存活用の施策として，地域の身近な景観資源を保全活用

する施策を条例上の施策として検討していきたいと考えています。 

具体的な検討案として，「①地域の身近な景観資源（建造物・樹木等）を登録して，認知

度を高めていく」ことと，「②一定の優れた地域の身近な景観資源（建造物・樹木等）を認

定する」制度を考えています。認定された認定地域景観資産の保存管理・修景に要する費用

や建造物の活用のための内部改修に要する費用について，一部助成していきたいと考えて

います。 

また，庁内の組織として，鈴鹿市地域景観資産庁内審査委員会を立ち上げ，そこで認定候

補資産を事前審査し，鈴鹿市景観審議会へ諮問し承認を得ることを考えています。鈴鹿市地

域景観資産庁内審査委員会には，文化課長や農林水産課長も入っていただき，進めていきた

いと考えています。 

議案書１４ページをご覧ください。 

建造物・工作物の景観資源の保全活用の施策として，「新規」で条例による施策と，景観

法による景観重要建造物の指定と，文化財保護法による有形文化財の指定を考えています。 

「新規」の条例による景観資源の保全施策として，登録地域景観資産（建造物・工作物）

を考えています。登録要件として，築造５０年以上経過した景観的・文化的価値を有する建

造物・工作物で，老朽化が著しくなく，修復・活用が可能なものを考えています。登録する

際の審議会の諮問は不要で，現状変更の手続について，事前説明では手続は不要ということ

で説明させていただきましたが，建造物が壊れた場合などで現状把握できていないと問題

があるため，報告の努力規定を設けていきたいと考えております。 

助成については，技術的支援として景観整備機構（建築士会等）から専門家派遣してもら

い，建造物を調査し，建造物の修繕・活用方法に関する助言を行っていただこうと考えてい

ます。 

更にグレードアップの制度として認定地域景観資産を考えています。 

認定要件として，登録地域景観資産（建造物・工作物）の登録要件を満たし，かつ，道路

からの公共の場所から見ることができるもので，「地域の自然，歴史，文化などの特性が外

観に現れており，地域の景観のシンボル的な存在となっている建造物」「外観が優れ，地域

の良好な景観に寄与している建造物」「地域の人々に親しまれ，愛されている建造物」のい

ずれかを満たすものを考えております。認定する際の審議会の諮問は必要で，現状変更の手

続として，届出が必要となります。 

助成については，技術的支援のほか，経済的支援として外観の保存工事，建築物内部改修

工事に要する費用の一部助成を検討しております。 

まだ財政当局のすり合わせは済んでおりませんが，他市の事例も紹介しながら説明して

いきたいと考えております。他市の事例として，参考事例の１ページに掲載をいたしました。

ご覧いただければと思います。 

次に，景観法による景観重要建造物の保全施策があります。 



7 
 

現状変更の手続として，許可申請が必要となります。現状変更へのハードルが高いものと

なっています。また，認定地域景観資産と同様の助成制度を新設していきたいと考えていま

す。 

最後に，文化財保護法による文化財の保全施策があります。 

議案書１５ページをご覧ください。 

樹木の景観資源の保全活用の施策についても，建造物と同様の施策を考えております。

「新規」の条例による景観資源の保全施策として，登録地域景観資産（樹木）を考えて 

います。 

登録要件として，樹木自体が長い年数にわたり育成してきたもので，樹木自体の手入れが

行き届いているものと考えています。審議会の諮問，現状変更の手続，は建造物と同様です。 

助成については，技術的支援として専門家の派遣による樹木医の診断・助言を考えていま

す。 

また，更にグレードアップした制度として認定地域景観資産（樹木）を考えています。 

認定要件として，登録地域景観資産（樹木）の登録要件を満たし，かつ，道路からの公共

の場所から見ることができるもので，「巨木・古木など，地域の自然，歴史，文化などの特

性が現れており，地域の景観のシンボル的な存在となっている樹木」「樹姿（樹高，樹形）

が優れ，地域の良好な景観に寄与している樹木」「地域の人々に親しまれ，愛されている樹

木」のいずれかを満たすものを考えています。審議会への諮問は必要で，現状変更の手続き

については，届出が必要となります。 

また，助成として技術的支援のほか，経済的支援として樹木の保存のための維持・管理に

要する費用の一部助成（維持管理費）を考えています。 

次に，景観法による景観重要樹木の保全施策があります。 

現状変更の手続として，「許可申請が必要」となります。また，認定地域景観資産と同様

の助成制度を設けていきたいと考えています。 

最後に，建造物と同様，文化財保護法による文化財の保全施策があります。 

議案書１７ページをご覧ください。 

鈴鹿市景観計画第６章３(３)表彰制度の創設が既に位置づけられており，実施に向けて，

条例の改正，実施要綱の策定を行っていきたいと考えております。 

「（仮）すずか景観賞実施要綱（案）」について説明させていただきます。 

第２条で表彰の対象部門を定めており，「（１）景観デザイン部門」「（２）景観づくり活動

部門」を考えております。景観賞の選考としては，第６条で，鈴鹿市景観審議会で選考して

いく仕組みを考えています。 

議案書１９ページをご覧ください。 

都市の魅力的空間の創造を図るため，市民と協働して策定した「地区別景観づくり計画」

を実現するため，「景観重要公共施設」の指定を考えています。また，景観計画の理念と目

標を先導的・効果的に推進していく地区について，積極的に景観まちづくり活動を支援する
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ことを考えております。 

議案書２０ページをご覧ください。 

都市の魅力的空間の創造を図るため，「鈴鹿市景観計画」の変更を検討しています。 

議案書２３，２４ページをご覧ください。 

現在策定中の都市マスタープランを反映したものに変更していく予定であります。 

議案書２５ページをご覧ください。 

景観類型別の方針について，景観計画の景観づくりの目標に即したものに拡充したり，都

市マスタープランとの整合性を考えながら変更しております。 

変更した箇所は下線を引いております。 

「① 鈴鹿山脈及び山麓」で椿大神社に関して追加しています。「椿大神社などの周辺の

建築物などは，その歴史的・文化的景観との調和に配慮したデザインへの誘導を図ります。」

という方針と，「椿大神社及びその周辺部については，椿大神社を核として歴史観光拠点に

ふさわしい景観整備に努めます。」という方針を追加しました。 

議案書２６ページをご覧ください。 

「② 丘陵地」で１段目に，「特産物の茶・植木の振興や耕作放棄地の再生利用により，

農地などがもたらす自然的景観の保全を図ります。」とし，耕作放棄地の問題について取り

上げています。 

また，２段目で，「茶畑・サツキ畑などに隣接する建築物などは，周辺の自然的景観や既

存集落の景観と調和したデザインへの誘導を図ります。」とし，既存集落の景観の調和につ

いても追加いたしました。 

耕作放棄地の再生利用と既存集落の景観の調和については，「③平野部水田地」，「④里山

水田地」についても同様の変更を行っていきたいと考えております。 

議案書２９ページをご覧ください。 

ここでは，鈴鹿市における代表的な景観要素について変更しています。 

「≪大規模商業施設≫」として，「商業施設の敷地内に，できる限り多くの緑化を図ると

ともに，周辺住民等と協働するなど，適正な維持管理により景観の保全を図ります。」と変

更したいと考えています。「周辺景観と調和したデザインへ誘導するとともに，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。」と変更していきます。 

ここで，大規模な商業施設，工場内の緑化について進めていくことが重要になりますが，

反面，維持管理について多額の経費がかかることになります。そのことが，緑化が進まない

要因になりかねないとも思われます。 

よって，地区別景観づくり計画を策定する中で，周辺の住民の方からも労力等の提供もい

ただきながら，地区の緑を保全する方向で進めていければよいのではないかと考えて，この

ような方針を提案させていただきました。 

次に，「≪大規模住宅団地等≫」では，２段目で「街路樹や公園の緑，周辺の里山などは，

周辺住民等と協働するなど，適正な維持管理により景観の保全を図ります。」と変更したい
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と考えており，その理由は，先ほどと同じ周辺住民等との協働による維持管理の視点からで

す。 

また，「≪大規模工場≫」では「工場の建物は，周辺景観と調和したデザインへの誘導を

図ります。」「工場の敷地外周部の緩衝緑地帯などは，地域に親しまれるよう誘導を図りま

す。」「工場の敷地内にできる限り多くの緑化を図るとともに，周辺住民等と協働するなど，

適正な維持管理により景観の保全を図ります。」という方針を整理していきたいと考えてお

ります。 

議案書３１ページをご覧ください。 

「①河川」では，２段目で「既存集落の景観」を追加しました。 

議案書３２ページをご覧ください。 

「②海岸」では目標のところで，「観光客が訪れやすく」という文言を追加しました。ま

た，３段目で「既存集落の景観」を追加しました。 

議案書３３ページをご覧ください。 

「③幹線道路」では，２段目で「周辺住民等との協働による，幹線道路への花植え・清掃

などの景観形成活動を通じて，良好な沿道景観の保全を図ります。」という方針を追加し，

住民の景観まちづくり活動の視点を付け加えました。 

議案書３４ページをご覧ください。 

鈴鹿市における代表的な景観要素の中で，「≪（都）鈴鹿中央線（伊船・三畑付近）≫」

では，１段目で「工場や流通関連施設などの大規模施設については，周辺の自然的景観や既

存集落の景観と調和したデザインへの誘導するとともに，できる限り多くの緑化を図りま

す。」という方針に変更し，緑化の視点を付け加えました。 

議案書３５ページをご覧ください。 

国道３０６号・県道鈴鹿公園長沢線と市道山本中辻１号線について，代表的な景観要素と

して追加しました。 

参考資料３ページをご覧ください。 

現在検討しております都市マスタープランでは，先ほどの路線は，新土地需要エリア，ス

マートＩＣ利活用エリアに位置づけられたことから，景観上の位置づけも明確にしました。 

「≪国道３０６号・県道鈴鹿公園長沢線≫」では，「国道３０６号・県道鈴鹿公園長沢線

は（仮称）鈴鹿ＰＡスマートインターチェンジから市街地へとつながる重要な道路であり，

茶畑・サツキ畑などの特徴的な景観を活かし，緑が豊かで“鈴鹿らしさ”を感じられる沿道

景観の形成を図ります。」という目標を掲げ，「工場や流通関連施設などの大規模施設につい

ては，周辺の自然的景観や既存集落の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ます。」という方針と，「沿道の広々とした茶畑・サツキ畑の景観を阻

害する野立て看板などの設置を規制します。」という方針を定めていきたいと考えておりま

す。 

「≪市道山本中辻１号線≫」では，先ほどと同様に，「市道山本中辻１号線は（仮称）鈴
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鹿ＰＡスマートインターチェンジから市街地へとつながる重要な道路であり，茶畑・サツキ

畑などの特徴的な景観を活かし，緑が豊かで“鈴鹿らしさ”を感じられる沿道景観の形成を

図ります。」という目標を掲げ，「（仮称）鈴鹿ＰＡスマートインターチェンジのインパクト

を活かした新産業施設や観光施設，若しくは，工場や流通関連施設などの大規模施設につい

ては，周辺の自然的景観や既存集落の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ます。」「道路の改良に伴う修景などにより，道路本体の魅力の増進に

努めます。」「沿道の広々とした茶畑・サツキ畑の景観を阻害する野立て看板などの設置を規

制します。」という方針を考えています。 

何か他に景観上配慮すべき事項があれば，ご意見をお願いします。 

議案書３９ページをご覧ください。 

鈴鹿市における代表的な景観要素の中の≪東海道・伊勢街道≫では，歴史観光拠点の視点

や住民の景観まちづくり活動の視点を新たに加え，変更を行っています。 

目標として，「歴史的建造物の保全とともに，沿道のデザイン誘導などによるまちなみの

連続性の確保や歴史観光拠点の整備を進めます。」としました。「伊勢型紙資料館，佐佐木信

綱記念館などの歴史観光拠点施設の整備に努め，魅力向上を図ります。」「旧街道の無電柱化

や舗装の美装化，入口部へサインの設置など，公共空間における景観整備に努めます。」と

いう方針に変更しました。また，「周辺住民等との協働による，歴史的なまちなみ保全活動

を通じて，歴史的な景観の保全・活用を図ります。」という方針を追加しました。 

議案書４２ページをご覧ください。 

地区別景観づくり計画について，詳細を記述しています。このページの内容は景観計画４

１ページを加筆してつくっています。「具体的に鈴鹿らしい景観を作っていくためには，景

観法に基づく各種制度の活用を図りながら，市民が主役となって，自ら景観づくりを進める

ことが重要であり，地区別景観づくり計画の策定が地区の空間を魅力的なものに創造する

最も重要な方策と考えています。」と明示し，地区別景観づくり計画の策定の重要性に触れ

ております。 

議案書４３ページをご覧ください。 

この項では，「２．地区別景観づくり計画の実現化方策」について明らかにしております。 

「（１）市民の主体的な景観づくり活動の支援」について説明いたします。 

地区別景観づくり計画を策定するための景観づくり活動団体の発意が必要となります。

その発意を受けて，市として，その計画を策定する景観づくり活動をきめ細やかに支援して

いきます。その支援策については，次章で詳しく述べていきます。 

次に，「（２）先導的な地区別景観づくり計画の策定」について説明いたします。 

事前説明では，「景観重点地区」の設置を検討していましたが，「景観重点地区を設けても，

何も特別なことをしないのであれば，地区別景観づくり計画の枠組みの中で考えたらどう

でしょうか」というご指摘を受けましたことから，事務局としては重点地区の設置をやめて，

地区別景観づくり計画の枠組みの中で考えていこうということになりました。 
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市として，鈴鹿市景観計画の理念と目標を先導的・効果的に推進するため，「市を代表す

る歴史観光拠点地区」である椿大神社及びその周辺部，東海道（石薬師宿，庄野宿）・伊勢

街道・伝統産業会館・伊勢型紙資料館・伊勢街道・神戸城跡について，優先的に地区別景観

づくり計画の策定に向けた景観づくり活動を支援していきたいと考えております。 

その選定理由として，これらの地区は，歴史的な景観資源が多数残されており，旧街道の

まち歩き等のイベントも実施されていることから，景観づくりの目標にある「自然や歴史・

文化など鈴鹿市特有の良好な景観資源の保全・活用」「住みやすいまち，住んでみたいまち，

訪れてみたいまちを創造する景観づくり」の両方の要素を兼ね備えた，市として景観上重要

な地区のひとつであり，かつ，景観づくりを早急に対応する必要がある地区であります。 

なぜなら，このまま，景観づくりを推進しなければ，古いまちなみ等の保存が難しい状況

になるからです。 

以上の理由で，市として優先的に支援していきたいと考えておりますが，この計画の内容

についての適否も含めて協議をお願いしたいと思います。 

「（３）地区別景観づくり計画の整備事業支援」について説明いたします。 

地区別景観づくり計画は，その地区の景観形成の目標を定め，その目標を実現化するため，

建築物等の景観誘導（外観の修景），地域景観資産の登録・認定（外観の修景）や公共施設

の修景（道路の美装化等）などを定めていくものであると考えています。 

また，外観の修景等を行う際，経済的に多額な費用負担が生じ，外観の修景事業が進まな

い状況にあることから，市として景観づくりの推進に寄与すると認める建築行為等を行う

建築主等に対し，技術的及び経済的援助を行い，地区別景観づくり計画の実現に向けた支援

を行っていきたいと考えています。 

その際，街なみ環境整備事業を積極的に活用していきたいと考えています。 

「（４）地区別景観づくり計画区域における事業の推進」について説明いたします。 

市民参加で作成した地区別景観づくり計画に沿った整備事業を推進するに当たって，そ

の地区の起爆剤となる事業を行うことが，地区の景観づくりにとって重要な第１歩となる

と考えています。 

その起爆剤となる事業の整備効果が，成功事例として目に見える形で直ぐに現れること

が重要であり，そのことが他の事業に波及し，地区に少しずつ変化として現れ，やがて，地

区全体の魅力が高まり，その結果，地区別景観づくり計画に沿った施策が総合的に推進され

ていくものと考えています。よって，その起爆剤となる事業は比較的規模の小さな事業が想

定されます。 

例えば，歴史観光拠点地区の地区別景観づくり計画において，歴史的建造物の保全・修景，

舗装の美装化，公共サインの設置，観光案内所の整備などの計画が位置づけられたと想定し

た場合，その地区の起爆剤となる事業として，舗装などの美装化などの大規模な事業ではな

く，比較的事業規模の小さな民間事業者による空家・空地等の遊休不動産を有効活用した観

光イベント広場（駐車場）や観光型商業施設の整備が考えられると思います。 
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ただ，その際重要なことは，地区別景観づくり計画が策定されていることであると考えて

います。地区別景観づくり計画で，地区の将来像が明らかにされ，観光関連施設として，民

間ベースの事業に乗れると判断していただければ，よい方向に進んでいくのではないかと

考えています。 

ここで，いったん説明を終わらせていただきます。 

ご審議の程よろしくお願いします。 

 

【議長（木下部会長）】 

骨子案について説明いただきました。 

内容が多岐にわたっていますが，どこからでも結構ですので，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】 

 １５ページの景観重要樹木についてです。 

１４ページで，建造物では，景観重要建造物の現状変更等の手続きの面倒さを緩和すると

いうことで，３段階を２段階にするのはよく分かりました。 

樹木の現状変更について，それと同じ様なことが言えるのかどうかがよくわからなかっ

たのですが，その辺りはどうお考えですか？ 

 

【事務局（西野）】 

 樹木の場合は，確かに建造物と同様の扱いというのは難しいと思いますが，例えば景観重

要樹木に指定している長太の大楠では，維持管理だけですと景観法の許可の手続きは不要

ですが，大規模なものになると許可が必要になると判断しております。 

 景観重要樹木で大きく樹勢を変えることは難しいと思いますが，勝手に切られるなど樹

勢を大きく変えられたとしても，条例上それを言うことは難しいと考えます。 

 まずは，認定や登録で皆さんの認知度を高めていくことが重要と認識しております。 

 

【議長（木下部会長）】 

 １４ページで新しく提案されている登録録地域景観資産，認定地域景観資産については，

趣旨はよくわかります。その登録条件で築造５０年以上と規定されていて，これは次第にグ

レードアップさせて最終的に景観重要建造物につなげていくんだろうと思いますが，景観

重要建造物の場合は年数を「築造５０年以上」と規定しなかったのではないかと思うんです

ね。それとのつながりを考えると，ここで「築造５０年」と規定するのが果たして良いのか

どうかと気になったのです。５０年経っていれば，所有者の許可のもとに登録ができるとい

うことだと思いますが，それで良いのかなと疑問に思います。 

登録して認定，そして景観重要建造物という３つの関連については，ある程度条件もそろ
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えて次第にグレードアップさせていくという関係が必要と思いますが，その時に「５０年」

というのは果たしてどうなるのかと気になります。 

 

【事務局（西野）】 

 おっしゃられるように景観重要建造物との兼ね合いというのはないと思いますので，そ

れについては課題と認識しておりますが，登録地域景観資産と認定地域景観資産というの

は歴史的建造物の保全活用を主眼においている制度ですので，この制度はこの制度で育て

ていきたいと思っております。 

先生のご指摘のとおり，５０年経っていないものでも地域で優れたものについては，もち

ろん可という風に認識しておりますし，その辺りは表彰制度でカバーできないかというふ

うに考えております。地域の中で景観上重要なものについて評価していくということでは

同じ立場だと思っておりますが，ただ，表彰制度には助成制度がないので，そのあたりに若

干の差が生じる可能性があり，その部分については今後の課題と考えております。 

 

【議長（木下部会長）】 

 評価していくことは良いと思います。ただ，いろんな制度や仕組みの中で，それが単独で

あると分かりにくいです。 

 先ほどの景観賞も，表彰だけで終わってしまうというケースがよくあり，その蓄積がどこ

にも持っていかれなかったり，地域で景観資源として認知されていなかったりします。景観

賞を取っているものについては，景観資産として位置づけされるなど，何か関連性を持たせ

ることはできないかと思います。 

 メニューがたくさんあって良いのですが，その関連性が分かりづらいので，制度や仕組み

のつながりを分かりやすく整理されると良いと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 今アドバイスいただいたように，認定地域景観資産の要件に表彰された建物も組み入れ

て認定していくなどを，要件として今からここに加えていけばと思いますので，一度ご審議

をお願いしたいと思います。 

 

【議長（木下部会長）】 

 今すぐに決定するのはなかなか難しいと思いますが，課題かなと思います。 

 

【松浦部会員】 

 今のに若干関連して。 

１４ページで，認定地域景観資産（建造物・工作物）の用件で３つの用件の「いずれかを

満たすもの」というのがあります。いずれも最後が「建造物」となっていますが，これだと
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工作物は全部該当しないことになってしまうので，「建造物」という文言を削除したほうが

いいんじゃないでしょうか？ 

 

【村山部会員】 

 「建造物」を削除するか「・工作物」とするかですね。削除したほうが分かりやすいと思

いますね。 

 

【事務局（西野）】 

 わかりました。 

 

【村山部会員】 

 建物の評価は一般的に，５０年くらい残っているものは評価されているから残っている

という風に考えます。新築の建物に対する表彰はありますが，建物ができてすぐにそれはず

っと残すべきだと言ってしまうような制度は，一般的にあるのでしょうか？ 

 

【豊田部会員】 

 例えば関など伝統的建造物の地域では，江戸時代の東海道の宿場町という時代背景がは

っきりしているので，その頃のまちなみに修復しようとしたり復元しようとしたりするこ

とは可能だと思います。 

ただ，今回の登録地域景観資産の認定にしても，鈴鹿のまちなみとして残っているところ

はないと思います。例えば地域において５０年以上前のものがあったとして，その時代背景

や建物の様式がどういうものであるかをちゃんと調べた上で認定するようにしないと。た

だ古いからというだけでは，評価の対象にはまったくならないと考えます。 

 

【議長（木下部会長）】 

 空家など，解体したくても解体する費用がないとか，固定資産の関係もあったりとか，仕

方なく残っているものもありますね。 

 

【豊田部会員】 

 解体すると土地の評価額が上がるので解体しないままで残されている方も，たぶんいら

っしゃいます。 

また，５０年以上経過したものの修復については，伝統的建造物は街道から奥へ８メート

ルの範囲の外観，屋根や壁の修復にはある程度の補助金がありますが，そこから奥について

は自費でやりなさいという話になっています。 

指定される側の感覚としては，評価していただくのはうれしいけれど，その後所有者側で

どのくらい負担金が必要なのか，どう利用するのかということについてはうれしくないこ



15 
 

ともあります。 

私たちはすごく良いなと思っていても，ご本人がどう思うかを考えないといけないので

はと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 基本的に認定地域景観資産の登録は，建築的に評価を有すると書いてはいるのですが，現

実的な運用としては，５０年以上経っていてそれなりに維持管理がされているのであれば

評価していくという形であると考えています。 

 登録から認定に上げることについては，豊田委員も言われたように，地域で評価されるも

のを上げようと考えています。 

 ただ，あまり厳しくしてしまうと，いわゆる古民家のようなものを有効的に活用するとい

うようにはなかなかならないと思いますので，その辺りは今後の運用次第になると思いま

す。 

 それと，認定地域景観資産は，建物の内装の改修までを助成対象行為の中に入れていきた

いと考えています。できれば，活用ということに重きをおいて運用していきたいと考えてい

ます。 

 

【村山部会員】 

 認定はよく分かるのですが，登録は，結局誰が登録したいと思ってするのかなんです。 

 認定は，「地域から親しまれている」と書いてあるので，所有者ご本人があまりそうは思

っていなくても周りから価値があると言われて，もちろんご本人の承諾も得て認定して，そ

れで公的支援をするというのは，筋が通っていると思います。 

 登録のほうは，「地域」という言葉が入っていないですよね。古いものだったら登録でき

てしまいます。そもそも地域から親しまれていればすぐに認定のほうで受けられるし，逆に

持ち主の方が何も思っていなければ登録にもならない。誰がそれを見つけて，そこへ登録し

ようと言い始めるのでしょうか？ 周りの人が言い始めると，すぐに認定に行くのです

か？ 

 

【事務局（西野）】 

 名古屋市では，５０年以上経っていても現状それほど壊れてもなく，ちゃんと使用されて

いるものについては登録しているとのことでした。 

 実際の運用としては，地域の建築士の方や景観整備機構と協力して情報を得て，そして名

古屋市職員が積極的に登録のお願いに行き，登録をどんどん増やして，この地域にはこうい

う資産がたくさんあるということの認知度を上げているそうです。認定にあたっては，文献

等にその建物が載っていれば間違いなく認定されるのですが，そうでない場合は，地元の方

や地域の歴史をよく知っている方や景観審議会の委員の方に文章を書いてもらったりして
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認定していくということです。 

 

【村山部会員】 

 名古屋市の場合は，行政のほうが積極的にやりますよね。 

 

【事務局（西野）】 

 鈴鹿市でも，そういう制度をつくれば積極的にさせていただくと思います。 

 

【村山部会員】 

 最初私が申し上げた質問は，少し観点が違っています。 

歴史資産ではなくて，景観資産と言っていますよね。歴史資産だと５０年です。５０年が

良いかどうかは別として，５０年という期間があって，残っているものがまず最初の条件に

なると思いますが，２０年しか経っていないけれども明らかにこれは景観資産だと評価で

きるものもあるんじゃないかと思っていて，その場合でもこの要件では５０年経っていな

いと景観資産として認められないんですよね。それでいいのかどうか。 

私は，どちらが正しいという立場はないのですが，歴史資産を守ると見て５０年以上とい

うのはそうかと思いますが，景観資産と言ったときにはどうでしょうか？ 新しいものも，

それなりに地域から親しまれていて，これからずっと残していくというものであれば，こう

いうところに登録しても良いのではないかと思います。 

 

【豊田部会員】 

伊勢型紙の伝統産業会館の辺りも新しいですよね。５０年使ってませんよね？ ここを

残していきましょうとして事例に載っているもの自体も，５０年経っていないです。 

 

【事務局（西野）】 

 「５０年」の用件を外したとした場合に，何と言うかですね。 

 

【村山部会員】 

 客観的なものがなくなりますよね。 

 

【豊田部会員】 

 後で出てくる表彰制度にしても，私たちの立場からすると，新しい建物でも歴史的なこと

や地域をよく見てそこに合っているもの，または今の工法なんだけれどもこれはなかなか

いいぞと思っていただくものを評価していただくというのは，すごく励みになりますけど

ね。 

 「５０年」というのは，書き方は難しいですね。 
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【事務局（西野）】 

 ここに表だって「５０年」と出てくると，５０というふうになってしまうんですが・・・。 

 

【議長（木下部会長）】 

 登録については，景観審議会での諮問は不要になっているのですよね？  

 

【事務局（西野）】 

 そうですね。あまりこだわらず登録してしまいたいので。 

 

【議長（木下部会長）】 

 「景観的文化的な価値を有する」という観点から登録するということになると，「５０年」

を外したときに，誰がどう評価するかということがあいまいであれば，場合によっては景観

審議会や専門部会などの第３者的なもので審議するとか。 

それに，景観的文化的な価値を有する建築物・工作物として「５０年経った」と書いてあ

りますが，老朽化が著しくなったとしても，文化的・景観的な価値があると見なすというこ

となんですよね？ それはどうなんでしょうか？ 築造年数が登録にあたっての評価の基

準のすべてのような。 

 

【事務局（西野）】 

 はい。「５０年」自体は残しておきたいと思っているのですが，ただ，今のご意見をお受

けして，それとは別の登録要件を考えていくような・・・。 

 

【村山部会員】 

 例えば一案として，登録地域景観資産は原案どおりにして，それは機械的にできるんです

よね。 

認定地域景観資産のほうは，今の書き方だと，登録地域景観資産の条件を満たし，かつ，

３つのうちのひとつですよね。これは「５０年」を外してしまって，５０年経っていなくて

も地域から親しまれていて，景観審議会で認定すべきだというふうになれば，認定されても

いいんじゃないかと思います。認定の５０年築を外してしまうという案です。そうすれば，

きちんと景観審議会で議論した上で，比較的新しいものも価値付けされるのではないかと

思います。 

登録のほうはともかく，機械的に５０年経ったものを候補としてどんどん登録していく

スタンスだと割り切ってやってしまって，認定のほうはもう少し幅を広げて慎重に審議し

て。良いものは４９年目で壊されても悲しいですから，その意味もあると。 
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【都市計画課長】 

 基準としては，一見登録よりもやわらかく見えるけれども，審議会を通さなければならな

いというフィルターがかかるから，基準がゆるいわけではないということですね。 

 

【豊田部会員】 

 それと，地域のどこでもいいというわけではないと思うんですよ。 

認定のところに「道路からの公共の場所から見ることができるもの」と書いてありますが，

これはどういうところですか？ 道路からの公共の場所って何ですか？ 

 それと，「道路から見える」ということは，街道沿いや主要道路から見えるということで，

その間に入っていった細い道路から見えるということではないんですよね？  

登録のほうも，道から見えるという感じですか？  

 

【事務局（西野）】 

 登録は，年数だけです。 

 

【豊田部会員】  

 ということは，農村で細い道の奥に家がある場合に，そういうものでも５０年経っていて

良いなと思うものは，どんどん登録していくんですか？ 

 認定のほうは，道路から見えるまちなみをということだから，そこが少しだけ基準として

違うというように解釈していいんですか？ 

 

【事務局（西野）】 

 登録は一律的にという感じで考えていて，認定は地域からある程度認められるものと考

えています。 

 

【都市計画課長】 

 これは，これまでにもある景観重要建造物の認定基準と同じで，３つなり４つなりを満た

さなければならないのが景観重要建造物，どれかがあればよいというのが認定建造物です。

景観重要建造物の条件をつくるときに，「道路から見える」ということが必要だとういこと

を議論されているのではないかと思いますが。 

 

【豊田部会員】 

 そうです。 

要するに，いろんなところを認定してしまうと，そこから補修等の問題がいろいろ出てき

ますが，ある程度観光客や地域内外の人たちから見て，ここはこういうものが残っていて道

路から見えて，今でもあるねという感じを残したいということなんです。 
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【事務局（西野）】 

 そうですね。 

 

【豊田部会員】 

 建築士会とかからの協力についてはこの前にお話しさせていただきましたが，実際に建

築の団体は建築士会だけではなく，事務所協会さんなど他にもあります。例えば大学生さん

のお力を借りてのまちなみ調査などだったら，とてもいい感じに進んでいくのではないか

なと思います。 

 三重県は「ヘリテージマネージャー」という制度をつくっています。その資格を持ってら

っしゃる方たちは，ある一定の講義も受けて専門的な知識を持っている方なので，そういう

人たちにお願いするほうが楽で早いのではないかと思います。 

 

【村山部会員】  

 １９ページの施策⑳○21のところに「景観重点地区」という言葉が載っていますが，先ほど

の後段の説明で景観重点地区という言葉はやめようということだったので，ここは少し書

き方を変えたほうがよいのではないかと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 迷ったのですが，前の専門部会で施策⑳○21に対してご承認をいただいていますので，整合

性をどう取らせるかを少し考えてみます。 

 

【村山部会員】 

 景観審議会でも承認しましたか？ 

 

【事務局（西野）】 

 はい。 

 

【村山部会員】 

 では，そう簡単に変えてはいけませんね。 

 

【事務局（西野）】 

 ただ，専門部会で計画の施策の詳細を検討しているので，その経過報告としてこちらが変

わってきたということであれば、これは検討させていただきます。 

 

【議長（木下部会長）】 
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 確認ですが，それは，「景観重点地区」ということをなくすという要望なんですね？ 

 １９ページと４３ページの関係をおっしゃってたんですね？ 

 

【都市計画課長】 

 事前に配布させていただいた資料の４３ページでは，重点地区を決定した感じでしたが，

それはまだ決まっていませんし，重点地区という表現は違うということで，「先導的な地区

別」という表現に変えさせていただきました。 

施策⑳○21について，今後重点地区を決めていくというのは残しておきたいと思います。 

 

【村山部会員】 

 ４３ページあたりに重点地区という言葉が出ていて，具体的な地名が載っていたものに

ついては，私もコメントしましたが，重点地区として特別な支援があるわけではないし，結

局のところそういう地区においても地区別景観づくり計画をきちんとつくっていって，そ

の計画のもとでいろいろなメニューを持ってやっていくということであれば，重点地区と

言わないでも先導的な地区別景観づくり計画地区と言えば良いのではないですかとご提案

して，それで４３ページから「重点地区」という言葉がなくなったという理解です。 

スマートインター周辺の椿大神社のところとその周辺部ですが，東海道や伊勢街道は，歴

史的な景観資源が多く残っていて，それを保全活用しようということが，今，市民活動とし

ても活発なので，積極的にやっていくというのはわかります。 

例えばこれからスマートインターができてくると，工業系の土地利用が張り付きそうな

ところが出てきますよね。そういうところは，あらかじめ景観としてどうするんだというこ

とはやらなくてもよいのでしょうか？  

今日，別紙で配られた土地利用方針図は都市マスタープランで検討中の図面ですが，これ

の国道３０６号のところとか，鈴鹿インターチェンジから北に伸びている幹線道路沿いは，

これからいろんな工場や物流施設が張り付くかの勢いがあるのですが，そういうところは，

工場の誘致と農業の保全と景観の保全と集落の保全という４つをちゃんと両立させないと

いけないと思います。そういうときにいろいろ議論して建物はどうあるべきかを考えるの

ですが，地区別景観づくり計画を持っていたほうがというよりは，それをつくるプロセスを

通じて，ここにどういう工場や物流施設を誘致するか，どういうものなら良いのかというの

が決まってくると思いますが。 

 

【都市計画課長】 

 ３５ページの国道３０６号と市道山本中辻１号線が，いわゆるスマートインターの利活

用エリアになります。国道３０６号と県道鈴鹿公園長沢線というのが，新しく西側に結びつ

く，中央線から西のほうへ延伸していく線になります。 

こういう形では触れさせていただいているのですが。 
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【議長（木下部会長）】 

 このエリアについて，先導的に地区別景観づくり計画をやっていくというような？ 

 

【村山部会員】 

 ３５ページにはその方針が書かれていて，これは是非意識してやっていっていただきた

いのですが，では具体的にどうするのかというメニューというか施策がまだ決まってない

わけですよね。それを言い始めると他の道路の沿道もそうなってしまいますが，これから大

きく変わろうとしているのがスマートインター絡みのところなので，そこで集落にお住ま

いの方や都市計画課，後々産業を誘致する部局と農業サイドの部局など出てきて，どちらか

といえば行政が主導するような形になるのかもしれませんが，この地区の土地利用と景観

をどうしていけばいいのかというのを、本当は議論したほうがよいです。庁内で議論してい

ただいているのかもしれませんが，それを地区別景観づくり計画としてきちんと定めて，誘

致する工場主さんにも，ここの地区の景観はこのように考えているから，工場を建てるとき

にはこれに沿って考えてくださいとお願いができると思うんですね。 

 

【都市計画課長】 

 ここには明示しておりませんが，道伯の住居系の地区計画を用いた開発を容認していた

だいた時にも同じ様にそのエリアについて景観計画を作らせていただいています。 

基本的には，地区計画で工業系は５ヘクタール以上でないと認めないと定められていま

すので，その際に同じような形で景観計画をそのエリアだけまずやってしまって，５ヘクタ

ールごとにその都度やっていくということではダメでしょうか？ 

 

【豊田部会員】 

 スマートインターの活性化委員会に入っていますが，農業振興地域が多くてそれを外す

のがなかなか難しいということと，地区計画でないと工業系が建たないので，５ヘクタール

以上まとまって土地を得るというのは，開発業者にとってはかなり大変なんです。 

道ができているところは土地の価値も上がってきますので，５ヘクタールや１０ヘクタ

ールまとまって開発するのは大変です。 

それと，５ヘクタールずつの規制ということですが，バラバラではなくて，流れとして同

じ様な指導をしていくことはできるのではないかと思いますが。 

 

【都市計画課長】 

 例えば，鈴鹿中央線沿線沿い，そこから更に延びていく鈴鹿公園長沢線沿いで，まずひと

つ５ヘクタールの工業団地が出た場合，そこでどういう内容の景観計画になるかはわかり

ませんが，数年後に隣で同じ様なものができた場合は同じ様な景観計画をしていただくこ
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とになるのではないかなと思います。 

そうすることで，最初から沿道沿いは景観計画を定めていくべきではないかというが村

山先生のお考えですよね？ 

 

【村山部会員】 

 最初はそういう意味で言ったんです。 

 

【豊田部会員】 

 基準は決めておいたほうがいいと思いますが，一度に全部というのは難しいと思います。 

それより，私が一番気になっているのは，背景の里山の景観に関する規制です。前々から

鈴鹿山脈を気にしましょうと言っていただいていますが，先生方はどのようにお考えです

か？ 

逆に，行政さんは，今後こういう計画が出てきたときに，背景の里山の景観を壊さないよ

うに何メートルとアドバイスされるのでしょうか？ 

 

【村山部会員】 

 産業活性化のために，ここの土地利用を工業系にすると言われているので，その時点で景

観については今のように保全はできないと思いますが、そういう決断であるのならやむを

得ないと思います。個別に５ヘクタールずつやっていっても、その都度いろいろなことが問

題になってしまうので、このエリア全体の中で東名阪自動車道と新名神高速道路の間の部

分の景観の方針を少し緩くしないと、産業の誘致と常に対立することになるわけです。 

 何が何でも景観がとても大事で保全しないといけないというのが市の判断なら，そのと

ころに工業ゾーニングはやるべきではない。でも，どちらかというと地域の経済活性化や雇

用の創出のために産業誘致を優先させたいというのが優先しているので、景観は一歩譲ら

なければならない時期に来ているのかなという感じはしています。 

 

【豊田部会員】 

 前に村山先生がおっしゃったように、これから整備されてくる幹線道路からの枝葉の道

路の部分も、道路の基準としてある程度景観をきっちりしておくべきと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 今は、路線の沿線沿いだけしか考えておりません。 

 村山先生がおっしゃったのは、ガイドラインのようなものを持っておいたらどうかとい

うことでしょうか？ 

 

【村山部会員】 
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 ガイドラインというか、実際に道路がこうあって、農振農用地が入っていないところを中

心に５ヘクタールくらいの開発をした場合に、鈴鹿山脈がどう見えてそれを良しとするか、

建物はどうしてもらったほうがいいのかなどの、景観シミュレーションをやったほうがい

いと思うんですね。 

 また、大景観としては、大きな物流施設等で出る大きなインパクトは産業優先で行けば我

慢せざるを得ないので、むしろ沿道の細かい街路景観をもっと考えていくという景観づく

りもあると思います。 

 現行の景観計画は、スマートインターが入ってくることを想定しておらず、基本的には農

業中心で、畑や山脈の景観を残すというポリシーのもとでやっているので、今の書き方で良

いと思いますが、土地利用転換を分散的にやっていくという時代になったので、その部分の

景観計画の内容はやはり変えるべきと思います。 

 その際、東名阪自動車道と新名神高速道路の間の地区別景観づくり計画についてスタデ

ィする。正直なところ私もどういう景観になるかは想像がつきませんが、いろいろシミュレ

ーションしながら議論していくしかないと思うんです。 

 その取組をするためにも、このエリアで地区別景観づくり計画を検討したほうが良いの

ではと思います。 

 

【豊田部会員】 

 実際に地元の人たちは、できるだけ発展していきたいと思っているようです。 

  

【都市計画課長】 

 私どもは、２６ページに幹線道路沿いと書かせていただくことでどうかと思ったのです

が、丘陵地のところに地区別景観づくり計画を定めるというような表現を加えたほうがよ

いのではということですね？ 大きな話になりますので、どのように表現していくかです

ね。 

 

【村山部会員】 

 はい。そのエリアの景観のあり方をちゃんと議論しないといけないということです。工場

や倉庫などの土地利用が行われるエリアの景観については要検討であるというような趣旨

のことが書かれればいいと思います。 

開発許可や地区計画で事業者と景観について協議できるチャンスがあるので、地区別景

観づくり計画は作らなくてもいいかもしれません。でも、そこの景観がどうあるべきかは誰

もわからないので、そこは時間をかけていろいろ検討する必要があると思います。 

 

【事務局（西野）】 

 一度、事務局で整理したいと思います。 
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【都市計画課長】 

 この中を農用地の部分を含めた形でするのかいいのか、それとも幹線道路沿いの開発が

容認できる範囲の地区別景観づくり計画を作るのがいいのか、また都市マスタープランを

改定するまでの間に地区計画を用いた開発が出てきた場合にどうするのかということもあ

りますので、単発的に地区計画を用いた開発の申請が出てきたときに、景観計画を立てても

らうことの根拠とできる形にしておくというのはどうでしょうか？ 

 

【豊田部会員】 

 活性化のほうとしては、大規模流通業務施設などインターチェンジを利用して産業をお

こそうとしていくので、早い目に手を打ったほうがいいのかもしれませんね。 

 

【村山部会員】 

 そうですね。とりあえず，少なくとも５ヘクタールごとに景観のことについてちゃんと考

えるというような。 

 すごく簡単な修正方法としては，国道３０６号まであるオレンジ色の幹線道路を北まで

伸ばして、スマートインターのアクセス道路としているロの字のところにオレンジ色の幹

線道路をつけておいて、景観計画としては、丘陵地の幹線道路の景観については５ヘクター

ルくらいの地区別景観づくり計画も併せて考えてほしいと、開発者にお願いするというよ

うにすれば、それが一番さほど大きな仕事を増やさずにできるかもしれません。 

景観計画の書き方としては，丘陵地の方針もあって，幹線道路のことも書いていただいて

あるので，それを景観グループとしては武器として持ちながら，開発申請や地区計画申請が

来たときに景観的なこともある程度お願いするというような，それぐらいしかできないん

ですね。 

丘陵地の部分でも，一部ならスマートインターの開通に伴って土地利用転換が起こりそ

うなところがあるので，そこについては個別に検討しますなどと書くのでしょうか？ 

 

【都市計画課長】 

 道伯の地区計画は，市からの急なお願いに対して事業者さん側が快く了解していただい

たのでよかったのですが，場合によってはその根拠を尋ねられる場合もあります。 

 どういう文言にするかは、調整させていただきたい。 

 

【事務局（西野）】 

 例えば，４３ページの先導的な地区別景観づくり計画の策定の中に，先ほどの要素を入れ

て、開発されている事業者に作ってもらう形はどうでしょうか？  
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【村山部会員】 

 行政が作るのではなくて？ 「作成を要請していく」というのは書いてもいいかもしれま

せんが・・・。 

 

【都市計画課長】 

 ２段構えになってしまうのではないかと思います。 

まずは時間がないので個別の開発申請が出てきた用のものを、将来的には先生が考えら

れているように，このエリアで幹線道路沿いの丘陵地についての地区別景観づくり計画を

行政が審議会に出して議論をしていただくと。 

地域の方々のお考えもあるでしょうし、それには時間がかかると思います。 

 

【村山部会員】 

 そうですね。まずは最低限でも，景観グループが開発のプロセスの中で景観についてチェ

ックが入れられるようにしていただくというのを。ここには書いてないですけど。 

 

【都市計画課長】  

 はい。書いてあることを事業者に言えるような形にして。その基準については先生方と相

談させていただきながら決めていきたいと思います。 

 道伯の住宅団地の件については時間もあったので，さほど厳しい形でなく基準を作らせ

ていただいたのですが，ある程度一定のものを作っておくと事業者に対してもわかりやす

いですね。 

 

【村山部会員】 

 そうですね。スタンダードのものを。 

 

【豊田部会員】 

 大きいものばかりとは限らなくて，１号店舗など沿道サービスでの小さな案件について

のものも作っておいたほうがよいと思います。 

開発申請のときにやり取りするだけではなく、１号店舗や４３条のときに、簡単な書類で

つくれてしまうものもありますので。 

 

【村山部会員】 

 幹線道路の街路景観というのはちゃんとやっておいたほうがいいということですね。 

 

【都市計画課長】 

 まず，こういった地域については地区別景観づくり計画を作らなければいけないという
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のを文言的にわかるようにしておいて，その次に先生方にも協力していただきながら基準

を作らせていただいて，それができたら，小さなものを含めたあらゆる開発でお願いしてい

くと。 

それがだんだんと浸透していけば，全体の地区計画は割と作りやすいと思うのですが。 

 

【豊田部会員】 

 幹線道路沿いだけでも、何をするにしてもちゃんとかかりますよというふうに書いてお

けばいいと思います。 

ただ，景観法で出さないといけない建物というのは，高さ１０メートル以上で建築面積１，

０００平方メートル以上となっていて、小さいものについては届出しなくてもいいという

ふうになっているので，これがジレンマではないかと思います。 

 

【都市計画課長】 

 そうですね。全体で地区別景観づくり計画をつくるまでになれば，小さい建物でも届出が

必要になってくるという形ですね。 

 道伯については，１件１件出してもらっています。 

 

【村山部会員】 

 スマートインター近くも，全ての開発案件を全部景観でチェックするということもあり

えるわけですよね。準備期間が短いなど、最初はうまくいかないかもしれませんが。 

 道路も一部拡幅されると思いますが、庁内でどういう街路景観にするのかというのをち

ゃんと議論していただいて、良い道路を造ってほしいですね。 

 

【豊田部会員】 

 開発道路は９メートル以内ですね？ 

 

【都市計画課長】 

 ９メートルですが，鈴鹿市の場合は自歩道ですので自動的に１０メートルです。 

 

【事務局（西野）】 

 スマートインターのところは，特別に「章」を設けたほうがいいんでしょうか？ 

 

【豊田部会員】 

 スマートインターは，最初何年間は利用者の統計を採って、あまり利用がないと閉じられ

てしまいますよね。鈴鹿市が誘致したわけですから、頑張って交通量を増やさないといけな

いです。 
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【都市計画課長】 

 そうですね。活性化委員会の本当の目的は，スマートインターチェンジを維持していかな

くてはいけないということなんです。 

 

【豊田部会員】 

 亀山のスマートインターチェンジは、工業団地に直接入っていけるようなところになっ

ています。鈴鹿市も頑張って通さないといけないですね。 

 でも、実際にここは鈴鹿亀山道路が環境アセスメント等の調査をする段階まで来ていて

ますので、これが決定になると、逆にこちらからのほうが便利になってしまって、その頃に

なるとスマートインターが要らなくなるんですよね。まだまだかかりますが、確実にできる

という方向で進みつつありますので。 

 

【都市計画課長】 

 おそらく、環境影響評価の一定の基準の調査が終われば、都市計画決定ですね。 

 

【村山部会員】 

 これは高規格道路ですから盛土にするか高架にするかですが、それこそ景観インパクト

がすごいですね。 

 歴史的な景観の保全ももちろん大事ですが、４３ページが重要なのは、それと同じくらい

これから土地利用が変わるところのことが大事だというところです。 

 

【都市計画課長】 

 西野が申した個所も含めて、どういう形で入れるのかいいのか、少し時間を取らせてくだ

さい。 

 

【議長（木下部会長）】 

 それでは、ここで１０分ほど休憩します。１６時２０分に再開します。 

 

   ≪１６：１０～１６：２０  休 憩≫ 

 

【議長（木下部会長）】 

 では，再開します。 

議題（３）についていろいろご意見を伺いましたが，専門部会としては承認できるものは

承認したいと思っています。 

それで，ご意見が特になかったものについて，例えば８ページの事前協議調整制度につい
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て特に意見がなかったと思いますが，もし特に問題なければ承認としたいと思いますが。い

かがでしょうか？ 

  ≪意見なし≫ 

では，これは承認します。 

１６、１７ページの表彰制度についてはいかがでしょうか？ 

  ≪意見なし≫ 

では，これも承認します。 

これ以外のものについては，いろいろ質疑・意見等がありましたので継続審議ということ

で，事務局のほうでまとめていただいて次回出していただきたいと思います。 

では，議題（３）の続きになりますが，４５ページから事務局で説明をお願いします。  

 

【事務局（草野）】 

 議案書４５ページをご覧ください。 

地区別景観づくり計画の推進を図るため，総合的な景観まちづくり活動の支援制度を確

立する必要があると考えています。 

議案書４６ページをご覧ください。 

具体的な地区別景観づくり計画の策定に向けた活動を支援制度について説明します。 

地区別景観資源マップの作成についてです。 

まず始めに，地区別景観資源マップ作成ワークショップの開催を考えています。地域づく

り協議会等は，市の支援を得ながら，地区別景観資源マップ作成ワークショップを開催しま

す。ワークショップで作成した「地区別景観資源マップ」は，鈴鹿市の承認を得て，成果品

として作成されていきます。 

ここで，地域づくり協議会について説明します。参考資料１７ページをご覧ください。鈴

鹿市地域づくり支援制度に規定されたものです。 

参考資料２５ページをご覧ください。 

地域づくり協議会のイメージが示されています。「地域におけるまちづくりに取り組む組

織」「小学校区とする地域の諸団体を包括する組織」「地域計画を作成して計画に基づく事業

を実施する組織」であると規定されており，地域課に景観づくり活動の担い手になり得るも

のと確認しております。市はワークショップでまとまった地区別景観資源マップの作成・普

及に取り組んでいきます。 

次に，「地区別景観づくり計画」の策定についてです。 

はじめに，地区別景観づくり予定地区の選定を行います。地区別景観資源マップで示され

た区域のうち良好な景観を形成すべき土地の区域について，ワークショップにより，調査検

討を行い，「地区別景観づくり計画予定地区」の選定を行っていきます。そして，「地区別景

観づくり計画予定地区」の住民を対象に，景観づくりの勉強会を開催し，勉強会を進めてい

く中で，景観づくりに関心のある方を中心にして景観形成協議会の結成に向けた働きかけ
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を行っていきたいと思っています。 

景観形成協議会結成後，景観形成協議会は，市の支援を得ながら地区別景観づくり計画作

成ワークショップを開催し，鈴鹿市及び地域づくり協議会の承認を得て，予定地区内の土地

所有者等に「地区別景観づくり計画素案」を提言していきます。そして，景観形成協議会は，

「地区別景観づくり計画素案」をもとに予定地区内の土地所有者等と意見調整及び素案修

正を図りながら，「地区別景観づくり計画」を作成していきます。その際，予定地区内の土

地所有者等の３分の２以上の合意を得ることが出来れば，景観形成協議会は市に景観法第

１１条第１項の規定による「地区別景観づくり計画」の提案を行い，市はそれを受けて「地

区別景観づくり計画」を景観計画に位置づけるための変更を行っていきます。そして，「地

区別景観づくり」に基づいて景観づくり活動が展開されていくわけです。その際，地区別景

観づくり計画の実現化を図るため，街なみ環境整備事業と連携を図りながら景観形成の推

進に努めていきます。具体的には，協議会活動の助成，地区施設等の整備，住宅等の整備助

成を活用していきたいと考えています。 

参考資料７ページをご覧ください。 

地区別景観づくり計画区域内の建造物の建築等に伴う修景整備事業助成金について，都

市計画課内で検討しております。地区別景観づくり計画の修景基準に適合した建築物の建

築等に要する工事費のうち，屋根，外壁等の外観に要する経費を街なみ環境助成事業も活用

していきながら，整備助成を行っていきたいと考えています。 

議案書４７－１ページをご覧ください。 

地区別景観資源マップの作成から「地区別景観づくり計画」の作成の過程で，市民の主体

は景観づくりの関わりについて，説明いたします。 

まず始めに，地区別景観資源マップ作成ワークショップについてです。ワークショップに

よる調査検討により地区別景観資源マップの作成を目的としています。 

事業主体は地域づくり協議会等で，市に支援依頼書の提出し作成ワークショップが立ち

上がります。 

ワークショップの構成員として，「地域づくり協議会等の役員，推薦人」「マップ作成区域

内の住民（公募）」「市民等（公募）」を考えています。 

ワークショップの事務局としては，地域づくり協議会等が担い，市が事務経費の助成を行

います。 

ワークショップの支援体制として，景観アドバイザーや建築士がワークショップの企画・

運営を担います。 

次に，地区別景観づくり計画予定地区選定ワークショップについてです。ワークショップ

による調査検討により地区別景観づくり計画予定地区の選定を目的としております。 

事業主体は鈴鹿市でワークショップを実施する前に，景観アドバイザーや建築士の協力

を得て，予定地区の候補地区を選び，地域づくり協議会及び予定地区の選定候補地区内の土

地所有者等に選定検討の承認を得て，選定ワークショップを立ち上げます。 
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ワークショップの構成員として，「地域づくり協議会等の役員，推薦人」「地区別景観づく

り計画予定地区の候補地区内の住民（公募）」「市民等（公募）」を考えています。 

鈴鹿市が選定ワークショップの事務局を担い，景観アドバイザーや建築士でワークショ

ップの企画・運営を担います。 

次に，地区別景観づくり計画作成ワークショップについてです。ワークショップによる調

査検討により地区別景観づくり計画素案を作成し，予定地区内の土地所有者等へ提言する

ことを目的にしております。 

事業主体は，景観形成協議会で，市に支援依頼書を提出し，作成ワークショップが立ち上

がります。 

ワークショップの構成員として，「景観形成協議会の会員」「地区別景観づくり計画予定地

区内の土地所有者等（希望者）」「市民等（公募）」を考えています。 

ワークショップの事務局として，景観形成協議会が担い，市が事務経費の助成を行います。 

ワークショップの支援体制として，景観アドバイザーや建築士でワークショップの企画・

運営を担い，地区別景観づくり庁内推進委員会は技術的助言の役割を担います。 

最後に，地区別景観づくり計画作成についてです。 

ワークショップの形態はとりませんが，景観形成協議会が予定地区内の土地所有者等と

協議調整を図りながら，地区別景観づくり計画を作成していきます。その際，地区別景観づ

くり計画案に対して，計画予定地区内の土地所有者等の３分の２以上の合意を獲得できれ

ば，市に景観計画の変更を提案することができます。 

作成会議の事務局を景観形成協議会が担い，市が事務経費の助成を行います。 

ワークショップの支援体制は，地区別景観づくり計画作成ワークショップと同じです。 

以上，各種ワークショップの概要について説明いたしました。 

議案書４９ページから６０－１ページに各種ワークショップの詳細を記載しております。

ご確認ください。 

議案書６１ページをご覧ください。 

鈴鹿市景観計画第６章 １「（４）（仮称）景観アドバイザー派遣制度の創設」について，

既に定められており，実施に向けて詳細を検討する必要があると考えております。 

景観アドバイザーの業務内容として，「市が行う景観形成活動等に関する助言」「景観に関

するシンポジウム，セミナー等での講演」「公共事業等に対する景観に関する評価又は助言」

「ワークショップ等の景観形成活動に関する企画・運営・コーディネーター」「鈴鹿市景観

づくり条例に規定する認定地域景観資産の現状変更行為に対する景観に関する評価又は助

言」「景観法に規定する景観重要建造物・景観重要樹木の現状変更行為に対する景観に関す

る評価又は助言」を考えております。 

実現に向けて，鈴鹿市景観アドバイザー制度実施要綱を制定する必要があります。鈴鹿市

景観アドバイザー制度実施要綱（案）は三重県の実施要綱を参考に検討しております。 

以上で議題（３）について，説明を終わります。 
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ご審議の程よろしくお願いします。 

 

【議長（木下部会長）】 

 ご意見・ご質問があれば，お願いします。 

 

【事務局（西野）】 

 ワークショップの事業主体ですが，事前説明の際には市が事業主体になりますと説明し

ましたが，助成対象を考えると、市が事業主体である場合の助成はなかなか難しいのではな

いかということになってきまして，事業主体を地域づくり協議会や景観形成協議会に変え

させていただきました。 

 それから，補足説明ですが，地域づくり庁内推進委員会という文言が，地区別景観づくり

ワークショップのメンバーとして構成員の中に載っています。これは、景観形成協議会が地

元で出来上がった段階で立ち上げようと考えている組織です。公共事業の場合には技術的

な助言が必要となります。景観計画をつくる中で，この地区についてはできることが何かと

いうことを事前に庁内の中で調整し、それでワークショップに臨みたいと思っておりまし

て，そういう組織をこの時期くらいに立ち上げるという考えでおります。 

 以上です。 

 

【村山部会員】 

 計画策定ワークショップを実際にやってみると，計画をつくるときに図面を書いたり文

章をまとめたりワークショップの議事録をとったりなど細々した仕事が発生しますが，そ

れは全部都市計画課さんがやってくださるのですか？ 

 

【事務局（西野）】 

 実際は、都市計画課がやっていくことになると思います。図面等は景観アドバイザーや建

築士さんと相談させてもらいながら，実際の企画運営は担っていくのかなと思っています。 

 コンサルタント等の活用もあるのですが、現時点では景観アドバイザーの制度を活用し

ながら取り組んでいきたいと考えています。 

 

【村山部会員】 

 景観アドバイザーも、そういう作業をやってくださる方、会議に出席してアドバイスする

ことに専念する方など、いろんな人がいると思います。 

景観ではありませんが、名古屋市では地域まちづくりサポート制度というのがあります。

それは、地域でまちづくりのビジョンを考えたいというところに，まず組織化してもらって，

それで市に相談に来るんですが，最初はアドバイザー派遣といって年３回くらいコンサル

タントから都市計画専門の方が会議に出席して，いろいろどうしたらいいかをアドバイス
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します。２年目以降は，コンサルタント派遣助成といって，そんなに大した額ではないんで

すが，コンサルタントを雇用する経費として市がその新規のまちづくり団体に渡して，年度

末にちゃんと報告書を書いてもらうんですが，地域の人たちとコンサルタントの二者で市

に報告するという内容です。 

ただ，行政のいろんな施策が絡む地域のまちづくりの場合は，市も１年間何も見ずに待っ

ているのではなくて、会議に出席して，適宜行政としてのアドバイスを，これはできるけど

これは制度的に無理だというような助言をすることもあります。その時に，実質的に文章を

作ったり図面を作成するのはコンサルタントです。時には市の施策と合わなくなるときも

ありますが，それはむしろそれを認めているんですが，実際の作業はその方が結構やってく

ださっていて，それは提供させていただくフィー（報酬）の中でできることは援助という形

です。 

そこの部分が１地区くらいならいいんですが，同時多発にいろいろ出てくると，負担が局

所的にどこかにいくということがあって，その作業を実際誰がやるのかなと思いました。 

ここでいう景観アドバイザーやコーディネーターは、実質にはコンサルタントというか、

いろんな作業をする方と理解すればいいですね？ あるいは建築士のグループにお願いす

るということも考えられますよね？ 

これにどれだけ予算を付けられるかも影響します。具体的に発生する作業に対して、どの

ようにその対価を払って動かしていくのかというのが、仕組み上大変です。 

 

【豊田部会員】 

 三重県の都市マスタープランの時も、県からお願いしたコンサルタントさんが圏域によ

ってバラバラで、作り方もバラバラでした。そうなると、まとめたときに全体イメージが全

く違ってしまったんです。 

 ２回目の都市マスタープランの作成のときは、同じコンサルタントさんで東京から来ら

れていましたが、日帰りで全部されるなど大変な感じでした。 

コンサルタントさんにお願いするのもかなりお金がかかりますし、やっぱり市ですね。 

 

【村山部会員】 

 専門家はたくさんいますので、なるべく地域でうまく回していけるようにしたほうが。 

 

【都市計画課長】 

 最初の段階は、マップづくりなども市から入っていかなくてはいけないと思っています

が、何件か出てくるようになると、村山先生が懸念されていることもあるのかなと心配して

いるところです。 

 

【豊田部会員】 
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 コーディネーターはあまり変えないほうがいいですよね。 

 

【村山部会員】 

 これは、このフローで行くとして、イメージとして何年かかりますか？ 

 

【事務局（西野）】 

 ４年かかるイメージです。 

 

【村山部会員】 

 そうなりますよね。どこもいろんなまちづくりがあるので。 

 

【事務局（西野）】 

 やはり、マップづくりからしないといけないんですよね，基本は。 

地区別景観づくり計画をつくっていくというご説明の中で、その前段として景観資源マ

ップをつくろうというお話しをさせていただいたかと思いますが、それは小学校区単位く

らいでできればと考えています。そうなると、組織も大きく，人の出入りもおおきくなりま

す。うまく流れていけばいいのですが、ちょっと理解が異なると思いも繋がらなくなるのか

なという危惧もしています。 

マップをつくるだけでもいいのかなと思ってはいます。 

 

【村山部会員】 

 そうですね。 

 地域課が取り組んでいるものは予算は持ってないのですか？ いろんな活動をしていい

よという仕組みなんですよね？ あらかじめ例示されているところに景観とは書かれてい

ませんが。 

 

【事務局（西野）】 

 予算はたぶんないと思います。地域課からは，交付金を一括する前に都市計画課で助成す

る制度をつくってほしいと聞いています。それをつくればノミネートされるような感じで

す。 

 

【村山部会員】 

 ここに景観づくり計画補助とかいうメニューをひとつ作って，地域でそれを選択すれば，

景観側からお金が出るし，景観のスタッフも派遣されるということですね。 

 

【事務局（西野）】 
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 現行の補助の中に景観に関する補助制度自体が必要ではないかと思います。都市計画課

で補助制度を持たないと、地域づくり協議会でできないという仕組みなのではないかと思

っています。 

 

【村山部会員】 

 これは、基本的には既成市街地において，通常の景観の基準よりも厳しく何かルールを決

めたりとか，何か施設をリフォームして使うとかいった場合に，地域でこれをつくってする

というイメージですね。 

一方で，住宅開発業者が景観計画をつくるときは，まちづくりの活動をやってらっしゃる

地域で，何か今よりも一歩進んで，この仕組みを使って景観計画の一部をより詳細にして，

場合によってはルールを厳しくして，いろんな助成が来るような状況にしてやっていきま

しょうということですね。 

いくつかの地区でまちづくりのお手伝いをしたことがありますけど，その地域によって

ずいぶん進み方が違います。誰がイニシアチブを取るのかとか，支援する側も大学の研究室

や民間のコンサルタントがする場合もあれば，ＮＰＯがやる場合もあるなど，結構ケースバ

イケースなんです。 

大きな枠組みはつくっておいて，あまり細かく決めすぎないほうが，実際使うときは便利

かもしれないですね。 

地域課が取り組んでいる組織は使えますか？ 

 

【事務局（西野）】 

 地域課としては、地域づくり協議会を使ってほしいという意向です。例えば景観で同じよ

うな組織をつくったときに、地元の人たちに違いが分かりにくいので、地元の組織として合

わせてほしいという声があると言っていました。 

 

【村山部会員】 

 景観づくりとしては、小学校区は少し大きすぎるかもしれないですね。ただ、一度対象地

区を狭くしてしまうと、そこに入っていない人は関係なくなってしまうので、そこは地区を

選定して参加メンバーを募って、最終的には地区内で３分の２の合意を得られるように、き

ちんと参加を促していけるような。 

 

【豊田部会員】 

 出てきてくださる方も、偏らないようにしたいですね。若い人や女性が入りづらくなるよ

うなワークショップも多いです。 

 例えば市街地の再開発の場合に、地元の意見を聴くためにワークショップをしても、自治

会長さんやおじさんたちがたくさん出てきて、主婦や学生さんや子どもたちの意見はあま
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り反映されません。 

 学生さんたちに手伝ってもらうなど、客観的な目で見ることもいいと思います。年配の方

たちに対して物を申せる地域の若い人たちもいないですから、今後のワークショップのあ

り方として、逆に外部から本当に客観的な目で見てくださる人も入れていってよいと思い

ますね。 

 せめて、景観は柔軟にお願いしたいと思います。 

 

【議長（木下部会長）】 

 特に異論なければ，専門部会として了承したいと思いますが，よろしいですか？ 

    ≪異議なしの声あり≫ 

では，専門部会としては了承することとします。 

 議題（４）が残っていますが、煮詰めるだけの時間がないように思いますので，次回に回

したいと思います。 

 全体を通してご意見があれば伺いますが，いかがでしょうか？ 

    ≪意見なし≫ 

 意見もないようですので，事務局から「その他事項」をお願いします。 

 

【事務局（西野）】 

 今，松浦先生にもお世話になりながら三重大学と白子公民館との共同研究で景観資源マ

ップづくりをしていただいていることをご紹介します。 

これはまだコピーの状態ですが，成果品をつくっていきたいなと思っております。 

こういう風な形で、公民館活動のことや景観資源，地区の分析ということで歴史や開発の

経緯や環境、土地の高さや緑地、街路の形態を調べていただき、地元の方々に写真を撮りな

がら歩いていただき、確認していただきながら、こういう歴史的なマップを皆さんで考えて

いただきました。最終的には、建物の他に自然的な景観も含めた景観資源マップを３つの地

区で作ろうということで、先生のお力でようやくできてきたという感じです。 

地元の方々には、こういうイメージで景観資源マップをつくろうとご説明したいと考え

ております。 

 

【村山部会員】 

 これは、このまま景観資源マップとして使えますよね。 

 

【事務局（西野）】 

 このマップに載っている写真は、基本的に５０年超えているものとして確認しています。 

 

【豊田部会員】 
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 こんなに残ってたんですね。 

 

【事務局（西野）】 

 はい。結構量がありまして、白子が一番多かったです。 

 こういう貴重なものは、まだまだ普通にあるということです。こういうものがいろんな地

区でどんどんできたら、変わってくるのかなと思っています。 

 

【都市計画課長】 

 新しい地区でやるときには、これを教材に使っていきたいと思います。 

 

【村山部会員】 

 松浦先生に、まちの成り立ちを調べていただいたと思いますが、そういうものの共通のデ

ータベースがあるといいですよね。そうすると、いちいち個別に調べにいかなくてもよくな

りますから。 

 名古屋市は結構頑張って、もともと紙ベースで持っていた昔の地図をＧＩＳ（地理情報シ

ステム）化して、自分のところの住所を入れると何十年前の地図が見られるようにしました。

一般公開もしたので、次にハザードマップなども出すようです。 

 

【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。 

次回の部会日程について，詳細な時期が決まりましたら，早々にご連絡させていただきた

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｡ 

本日はどうも有難うございました。 
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