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第５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５月８日（金）１３：００～１５：００ 

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」（骨子案）について 
（第４回鈴鹿市景観審議会専門部会の意見を踏まえた対応事項） 

（２）景観設計の手引き（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  松浦健治郎 部会員，村山顕人 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」（骨子案）について 

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・条件付承認 

（２）景観設計の手引き（案）について・・・・・・ 次回へ持ち越し 
（鈴鹿市景観計画ガイドラインの改訂） 

  

 

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５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｡ 

本日は，前回の部会で継続審議となった事項，審議が出来なかった事項がございましたの

で，その審議をお願いしたいと存じます。 

遅ればせながら，本日司会進行いたします都市計画課長 太田でございます。よろしく 

お願いいたします。 
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本日，春山成子(しげこ)先生はご都合がつかなかったため欠席とのご連絡をいただいて 

おります。≪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。 

なお，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４名（１名遅参予定）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松浦部会員と豊田部会員となっ

ておりますが豊田委員が遅れていますので代理で村山部会員になります。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」（骨子案）について（第４回鈴鹿市景観審議会専門部会での意見を踏まえ

た対応事項）」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（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。初めに，「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」の進捗状況について説明します。 

施策１から９，１６から１９，２６の施策詳細については前回の専門部会でご承認をいた

だいており，今後の対応としては，右の欄にある○に該当する箇所について，それぞれで，

景観計画や景観づくり条例の見直し，要綱の策定を行っていきます。残りの保留事項につい

て，本日の専門部会でご協議をいただきたいと思います。 

議案書２ページをご覧ください。 

施策１１（仮）景観重要資源等の保全活用の促進についてですが。前回の専門部会で，登
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録地域景観資産の登録要件の中で，「築造５０年以上経過した」という要件があったもので

すが，築５０年未満でも優れたものがあるというご意見をいただきました。 

議案書３ページをご覧ください。 

そこで，事務局で再検討し，次の要件を提案したいと思います。建造物・工作物が適切に維

持管理を行われることが前提で，景観的・文化的価値を有する建造物・工作物で次の事項の

いずれかを満たすものとしたいと考えております。 

次の事項としては，前回の専門部会で提案した，築５０年以上経過したものと建築士等の

専門家２名以上又は市民３名以上が推薦したものを考えております。ただ，ここでこの条件

が揃っておれば無原則に登録していくのかというと，やはりそうではなく，景観計画の景観

類別の方針に合致していくことも必要であろうと考え，このような趣旨も登録要件を追加

することといたしました。 

また，地域景観資産の登録抹消，認定解除の仕組みも条例上で設けることで，登録若しく

は認定後，現状変更等により公益上又は景観計画上あまり好ましくないものと判断される

場合は排除することできるようにしていきたいと考えております。 

 

（豊田部会員到着） 

 

議案書６ページをご覧ください。 

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，施策２１景観重点地区に

おける景観施策の実施についてですが，前回の専門部会で「景観重点地区」の文言の訂正の

お話しがあったかと思います。ここで，施策２０，２１の施策詳細について分かりやすく次

のように変更したいと思います。「景観計画の理念と目標を先導的・効果的に推進していく

ため，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）を設定し，その地

区の景観まちづくり活動を積極的に支援するとともに，その地区で策定された地区別景観

づくり計画に基づき，景観施策の実施に努めていく。」に変更します。前回の施策詳細の内

容が「先導的地区別景観づくり計画」に関する記述であったため訂正をいたしました。 

施策２０，２１は長期的課題であるため，今回の景観計画の変更対象にはなっておりませ

ん。ご理解いただきますようよろしくお願いします。 

 議案書７ページをご覧ください。 

 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に関連して，前回の専門部

会の提案した「先導的な地区別景観づくり計画の策定」の位置づけについて整理をしていき

たいと思います。 

 また，前回の専門部会で多数ご意見をいただいたスマート IＣアクセス道路付近について

ですが，議事録のメモは次表のとおりです。事務局として，スマート IＣアクセス道路付近

について，どのような景観施策をもって対応していくのかをあきらかにしていきたいと考

えております。 
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 議案書８ページをご覧ください。 

 「先導的な地区別景観づくり計画の策定」について，景観計画の位置づけを明らかにして

いきたいと考えています。 

 鈴鹿市景観計画１３ページをご覧ください。 

 第３章良好な景観の形成に関する方針の第１項景観類型の区分で「各類型の代表的な景

観要素」が定められており，その内容は「各類型の中で，本市において景観上，特に重要と

考えられる代表的な景観要素」と規定されています。具体的には，鈴鹿らしさを感じること

ができる市の個性的な景観を保全若しくは創造するため，特に重要と考えられる景観要素

であると考えています。また，先導的な地区別景観づくり計画の策定の候補地区は，各類型

の代表的な景観要素の中から選定する必要が景観計画上求められると考えております。そ

のことについて，専門部会でご協議をお願いします。 

 そのことを念頭において，代表的な景観要素を再検討すると，次の景観要素を追加したい

と考えています。 

 鈴鹿山脈及び山麓に椿大神社 幹線道路にスマートＩＣアクセス道路，具体的に，国道３

０６号，県道鈴鹿公園長沢線，市道山本中辻１号線，市道山本１４８号線と歴史的・文化的

景観資源に神戸城跡を代表的な景観要素に追加していきたいと考えています。 

 議案書９ページをご覧ください。 

 スマートＩＣアクセス道路について，幹線道路の代表的な景観要素とした根拠について

説明したいと思います。ここでスマートＩＣアクセス道路の場所について確認したいと思

います。別紙にお配りしたこの資料をご覧ください。スマートＩＣアクセス道路付近をご覧

いただくと，都市マスタープランで新土地需要エリア，スマートＩＣ利活用エリアに対応し

て，幹線道路の代表的な景観要素をこのように設定していきたいと考えています。 

スマート IＣアクセス道路は，(都)鈴鹿中央線(伊船・三畑付近)と同じ思想で幹線道路の代

表的な景観要素として設定していきたいと考えています。両方とも，鈴鹿ＩＣ，(仮称)鈴鹿

ＰＡスマートＩＣの国土軸から市街地へつながる重要な道路で，都市マスタープラン上，新

土地需要エリア，スマートＩＣ利活用エリアになっており，今後，インフラ整備によって土

地利用の転換が大きく図られ，市を代表する顔となりうる沿道景観の創出が図られる地区

になりうるものと考えています。幹線道路の代表的な景観要素についての選定理由につい

ては，別表どおりです。ご確認ください。 

 議案書１１ページをご覧ください。 

 代表的な景観要素を追加することによって，景観計画第３章の内容を一部変更する必要

があります。その変更箇所について説明したいと思います。 

 議案書１２ページをご覧ください。 

 類型区分の体系図にある「代表的な景観要素」について，椿大神社，スマートＩＣアクセ

ス道路，神戸城跡を追加していきたいと思います。 

 議案書１４ページをご覧ください。 
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 景観類型区分図(差し替え予定)については，都市マスタープランの改訂に合わせて変更

していきたいと考えております。 

 議案書１５ページをご覧ください。 

 第２項景観類型別の方針の【鈴鹿市における代表的な景観要素】に，追加した「代表的な

景観要素」の景観形成の目標，景観形成方針を追記していきます。 

 まず，鈴鹿山脈及び山麓の項目に，椿大神社の景観形成の目標，景観形成方針を明記して

いきます。景観形成の目標は，「後背の鈴鹿山脈の自然的景観と椿大神社の歴史的・文化的

景観資源を保全するとともに，それらを尊重した景観づくりを進めます。」です。景観形成

方針としては，「椿大神社などの歴史的・文化的景観資源の保全に努めます。」と「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「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。」です。 

 議案書２４ページをご覧ください。 

 次に，幹線道路の項目に，スマートＩＣアクセス道路の景観形成の目標，景観形成方針を

明記していきます。 

 議案書２６ページをご覧ください。 

 国道３０６号・県道鈴鹿公園長沢線の景観形成の目標としては，「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，工場や物流施設など新たな土地需要が予想されています。その沿道は，茶畑・

サツキ畑などの特徴的な景観を有しており，それらを活かし，周辺住民と行政が一体となっ

て緑が豊かで“鈴鹿らしさ”を感じられる沿道景観の形成を図ります。」です。 

 景観形成方針は，「建築物・屋外広告物のデザインや緑化など，具体的な景観形成に向け

たルール（街路景観ガイドライン）づくりに努めます。」と「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「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。」です。 

市道山本中辻１号線・市道山本１４８号線の景観形成の目標としては，「市道山本中辻１

号線・市道山本１４８号線は，(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，６次産業施設や観光施設，若しくは，工場や物流施設など新たな

土地需要が予想されています。その沿道は，茶畑・サツキ畑などの特徴的な景観を有してお

り，それらを活かし，周辺住民と行政が一体となって緑が豊かで“鈴鹿らしさ”を感じられ

る沿道景観の形成を図ります。」です。 

景観形成方針は，「建築物・屋外広告物のデザインや緑化など，具体的な景観形成に向け

たルール（街路景観ガイドライン）づくりに努めます。」と「(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６次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
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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「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。」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。」です。 

 議案書３１ページをご覧ください。 

 後に，歴史的・文化的景観資源の項目に，神戸城跡の景観形成の目標，景観形成方針を

明記していきます。 

 景観形成の目標は，「神戸城跡とその周辺の社寺の保全活用を図りながら，地区の歴史を

追想する景観づくりを進めます。」です。また，「周辺住民等の協働による景観形成活動を通

じて，神戸公園を桜や紅葉の名所として魅力を高めていきます。」と「神戸城跡の石垣やそ

の周辺の歴史的建造物などの保全活用を図りながら，神戸の歴史を感じられるような景観

の演出に努めます。」です。 

 議案書３３ページをご覧ください。 

 前回の専門部会の繰り返しになるのですが，第６章地区の魅力的な景観空間の創造策で，

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 も重要な方策をあ

きらかにしております。 

 次の３４ページをご覧ください。 

その地区別景観づくり計画の策定について，先導的に策定していく地区を設定していき

ましょうと謳っています。つまり，先導的地区別景観づくり計画の策定について謳っていま

す。先導的地区別景観づくり計画の策定について，市としては，景観計画の理念・目標を先

導的・効果的に推進するため，市において景観上，特に重要と考えられる景観要素である代

表的な景観要素の中で特に重要な地区，つまり，市の景観上 も重要な地区を先導的地区別

景観づくり計画の策定地区に選定し，市として，その選定した地区の土地所有者等に対し，

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促し，優先的にその活動を支援し

ていきたいと謳っています。 

 そのことによって，その選定した地区の地区別景観づくり計画が策定されれば，その計画

に基づいて，市の景観上 も重要な地区の公共施設の修景，建築物・工作物・屋外広告物の

景観誘導などの景観施策が実施されることになり，市の景観計画の理念・目標が効果的に推

進され，市の代表的な景観が整備されることになります。このことが，先導的な地区別景観

づくり計画の策定地区を設けた意義であると考えています。 

 先導的な地区別景観づくり計画の策定地区として，まず，市を代表する歴史観光拠点であ

る，椿大神社，神戸城跡，東海道・伊勢街道を策定地区として位置づけて行きたいと考えて

います。その選定理由として，「選定地区は，歴史的な景観資源が多数残されており，旧街

道等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，景観上重要

な地区である。」と「選定地区は，景観づくりを早急に対応する必要がある地区である。こ
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のまま，景観づくりを推進しなければ，歴史的な景観資源（古いまちなみ等）の保存が難し

い状況になる可能性がある。」という理由があげられます。 

 次に，スマートＩＣアクセス道路である，国道３０６号，県道鈴鹿公園長沢線，市道山本

中辻１号線，市道山本１４８号線を策定地区として位置づけて行きたいと考えています。 

その選定理由として，「選定地区は，(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，この沿道沿いは，(仮称)鈴鹿ＰＡスマートインターチェン

ジのインパクトを受けて，土地利用の転換が予想され，市の顔となる景観上重要な地区であ

る。」と「選定地区は，景観づくりを早急に対応する必要がある地区である。このまま，景

観づくりを推進しなければ，市の顔となるべく景観上重要な地区にも係わらず，景観上統一

性のとれない状況になる可能性がある。」という理由があげられます。 

 これらの選定地区は，実質，市の景観上 も重要な地区になることから，専門部会として

の積極的なご議論をお願いしたいと存じます。 

 次に，（３）都市計画提案制度による地区計画の区域における地区別景観づくり計画の策

定についてです。 

 市街化調整区域内で都市計画提案制度による地区計画に基づく開発行為に行う場合，そ

の区域の土地所有者等に対して，景観提案制度に基づく「地区別景観づくり計画」の策定を

求めていきます。 

次に，前回の専門部会で説明をしました「（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」説明させていただきます。 

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，事業化しやすい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

ましょう。その場合，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，てっとり早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。

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。策定された地区別景観づくり計画の実現化に向けた基本的な進め方を述べ

ております。この方向性で良いのかどうかも含めて専門部会でのご意見をお願いしたいと
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思います。 

なお，前回の専門部会に載ってあった「地区別景観づくり計画の整備事業支援について」

の項目については，内容が変わっていないので今回の資料には載せておりません。 

議案書３６ページをご覧ください。 

施策２３景観まちづくり支援制度の創設において，前回の専門部会でワークショップ（以

下ＷＳとする。）等の景観形成活動に関する企画・運営・コーディネーター業務の担い手に

ついての質問がありましたので，今回，事務局の考え方を整理いたしました。名古屋市を参

考事例にして考えますと，アドバイザーの派遣，コンサルタント活用助成の２つの考え方が

あると思います。 

議案書３７ページをご覧ください。 

市としては，ＷＳ等の支援体制については，原則的には「景観アドバイザーの派遣とし，

建築士等の協力を得ながら進めて行きたい」と考えています。具体的には，次の事例を考え

ています。地区別景観資源マップ作成ＷＳでは，景観アドバイザーである大学の先生や専門

家にコーディネーターをお願いし，必要であれば，ボランティアで建築士さんにも協力をお

願いしていきたいと考えております。 

また，景観資源マップを作成するに当たって，市として準備する必要がある物品，例えば

古地図などは事前に準備をしておき，景観資源マップの作成ＷＳの支援依頼があればその

地区の古地図などは提供できる体制もつくっていく必要があるのではないかとも考えてい

ます。このように物品の提供にいう形で市が支援できることがあれば教えていただきたい

と思います。 

そのあとのＷＳは景観アドバイザーを２名体制で考えており，大学の先生や専門家にコ

ーディネーターをお願いし，建築士等に実務者として，建築物等の調査や公共施設等の基本

構想案のとりまとめを行っていただきたいと考えております。このＷＳの開催回数を５回

として１名当たり１５万円合計３０万円で，資料代込みで，景観アドバイザーにお支払いし

てやっていただけるのかをご議論いただきたいと思います。 

その際，物品の提供にいう形で市が支援できることがあれば教えていただきたいと思いま

す。 

実際，このような枠組みで，ＷＳの運営を行っていけるのか。率直なご意見を聞かせてい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

これで議題１の説明を終わります。ご審議のほど，よろしくお願い申し上げます。 

 

【議長（木下部会長）】 

 議題（１）について，前回から次の答申に向けていくつかの課題・項目について説明いた

だきましたが，大体４つくらい項目があり部会員の皆様からのご意見，ご質問については項

目別にひとつずつ確認していきたいと思います。 

まず， 初ですが，施策１１に関する景観重要資源等の保全活用の促進についての１ペー
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ジから５ページまでの範囲で内容等に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｡ 

変更内容としては，登録地域景観資産の登録要件が変更になるということが提案されて

いますが，いかがでしょうか。 

景観アドバイザーが推薦したものは景観アドバイザー１名でよろしいでしょうか。 

 

【事務局（西野）】 

そうです。 

 

【議長（木下部会長）】 

 まず何人かの内のどなたかが，推薦するということですか？建築士については専門家が

２名以上，市民については３名以上ということですね。何名が適切であるかはよく分かりま

せんが，皆様いかがでしょうか。 

 

【吉島部会員】 

３ページのところの市民３名以上はというのは適切でしょうか。 

 

【議長（木下部会長）】 

 何名が妥当であるかは分かりませんが，専門家以外の市民のから推薦という視点も大切

であると思われます。何名が良いとは言いづらいところです。 

  

【村山部会員】 

 実際の推薦には推薦理由書等が必要になりませんか。市民の方でも建築士等の専門家２

名以上からの推薦を受けるとか，市民側から見ると建築士等専門的な方からの推薦を添え

ることで専門的な立場から物件を評価できれば市民３名以上の推薦を削除しても良いので

は。市民が推薦できるようにしておくのは大事だと思います。市民にも建築の専門の方なら，

自身が専門家となりますし，推薦するなら推薦理由書が必要で，それなりの知識を持ってい

る方からの推薦か，自身での知識のある方の判断が必要になりますね。また，景観アドバイ

ザーや建築士等の専門家の推薦を受けてくださいという案もあります。 

 

【事務局（西野）】 

 書き方によりますが，市民３名以上を削除すると市民の方が推薦できないと思うのでは。

推薦書の様式の中で専門家の意見を書いていただくとかでしょうか。 

 

【村山部会員】 

 築５０年いずれかを満たすものですから，築５０年以上であれば誰でも推薦できますね。 
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【事務局（西野）】 

 築５０年は景観類型別の方針に合致していれば，他の方の推薦はなくてよいとすると考

えております。 

 

【豊田部会員】 

 築５０年未満であっても景観アドバイザー又は建築士等の専門家の推薦であるものでも

よい等の書き方にしておけばよいのでは。箇条書きになると条件的になります。 

 

【議長（木下部会長）】 

 市民であっても専門家の推薦で可能であるという運用を作っておけばよいですね。 

 

【村山部会員】 

 そもそも申請者はだれになるのでしょうか。資産の所有者になるのでしょうか。 

 

【事務局（西野）】 

 所有者自身でも他の方でも良いのではないでしょうか，ただ所有者の同意は大前提にな

ります。 

 

【豊田部会員】 

 写真とかに出てしまいますか。 

 

【事務局（西野）】 

 そうですね。地域景観資産に登録されたときには市のホームページや広報に掲載させて

いただくことになります。そういうものに掲載されたくないので登録しない方もみえると

思います。 

 

【事務局（太田）】 

 「所有者等の同意」の文言は補足させていただきます。それと市民３名の推薦については

どうしましょうか。 

 

【議長（木下部会長）】 

 先ほどの意見で「築５０年未満であっても，景観アドバイザー若しくは建築士等の専門家

の推薦があったものにする。」で応募可能とする話でよいでしょうか。 

 

【豊田部会員】 
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「市民３名」という文言を外してよいでしょうか。 

 

【事務局（西野）】 

その内容にしておいて，募集時にはパンフレットでお知らせする形をとることでよろし

いのではないでしょうか。 

 

【村山部会員】 

「市民の要望があり景観アドバイザー若しくは建築士等の専門家の推薦があったものに

する。」として，「市民」を入れる形が良い。「市民」が要望し，「専門家」が判断していく形

が良いと思います。 

 

【事務局（太田）】 

前提に「市民」ありきという形ですか。 

 

【村山部会員】 

「住民」が発意する形です。 

 

【事務局（太田）】 

整理しますと，「築５０年以上のもの，または築５０年に満たないものは，市民が発意し

たもので景観アドバイザー若しくは建築士等の専門家の２名以上の推薦があったものにす

る。」でよろしいでしょうか。 

 

【豊田部会員】 

良いと思います。 

 

【村山部会員】 

景観アドバイザーが独自に推薦はありません。 

 

【村山部会員】 

築５０年以上の建物も住民の発意が必要ですか。 

 

【事務局（西野）】 

実際は市から築５０年以上の建物の所有者に働きかけて，登録を勧めていき，同意をいた

だければ登録をおこなうことになると思います。築５０年未満の建物は差別化を図るため

推薦を求めます。 
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【事務局（太田）】 

市民は１名以上でよろしいですね。 

 

【豊田部会員】 

審査してだめな建物もありますか。応募のあった全ての建物が登録されるわけではない

ですよね。 

 

【事務局（西野）】 

基本に景観計画に合致しているという前提がありますが，市の裁量も模索しております。 

 

【豊田部会員】 

特に目立つ街道筋の建物は誰にでも目に付きますが，奥まったところのよい建物は市民

の方しか分からない場合がありますので，市の審査でだめとならないように配慮が必要と

思います。 

 

【事務局（太田）】 

登録は見えるところでよいとなっております。裏通りでもよいとなっております。 

補足の一番下の米印にもありますが，市の方でも判断させていただきますが，市の景観審

議会に報告した際にも，問題があれば抹消解除できることの注意書きもあります。 

 

【議長（木下部会長）】 

 施策１１についてはそのようなことでよろしいでしょうか。続きまして２つ目の議題と

なりますが，６ページから３２ページまでの景観重点地区に関する内容ですが，この範囲で

ご質問等ありませんか。特にスマートインターの扱いについて意見はありませんか。 

 

【村山部会員】 

１２ページのところで，代表的な景観要素にいくつか加わっていますが，一番上の椿大神

社はここに載せるべきか，下方の景観拠点の市の個性を彩る歴史的景観資源に入れるのか

迷うところになります。神社は拠点なので類型区分によると下方の歴史的文化的景観資源

の神戸城跡と同じならびになるのではないでしょうか。確かに鈴鹿山麓のエリアに入って

おりますが，一番上は面的区分であり，大規模商業施設，大規模工場とかもありますが，た

とえひとつの商業施設でも非常に面積を取るためエリアに入っていると思われますが，神

社は下方の資源の方に入れておくほうが良いと思います。資料の後ろで神戸城跡と同じ並

びで椿大神社が出てきます。３４ページのところですね。 

また，次の話題になりますが，先導的地区別景観づくり計画の策定で代表的な景観要素に

神社，神戸城跡，東海道，伊勢街道の周辺は重要なので先導的地区別景観づくり計画をつく
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ることになります。あくまでも椿大神社は点ですから，１２ページの位置を変えたほうがよ

ろしいかと思います。 

 

【豊田部会員】 

 そもそも椿大神社でなく鈴鹿山脈国定公園ではだめなのでしょうか。国定公園と考えれ

ば大きな面になりませんか。すごく椿大神社を推してますね。 

 

【松浦部会員】 

 １３ページは，表でそのような説明になっております。 

 

【村山部会員】 

 １３ページは，これでよいと思います。 

 

【事務局（太田）】 

椿大神社と記載してありますが，その周辺（鈴鹿国定公園と一体）とのイメージで，スマ

ートインターからのアクセス道路からの集客からもある面で，面的なイメージがありまし

たが，歴史的文化的景観資源に入れるほうがすっきりしますね。 

 

【事務局（西野）】 

椿大神社を鈴鹿国定公園のエリアとした理由としては，１６ページの現行の景観計画か

らきています。景観形成方針の○の２つ目に椿大神社の説明があり，ここからきています。 

ただ，先ほどの議論にあったように，歴史的文化的景観資源に入れるほうが確かに良いの

で，変更させていただきます。 

 

【村山部会員】 

次に別の話題ですが，２６ページのところで，前回の会議でも議論した事柄ですが，スマ

ートインター開設に伴う沿道の開発について，周辺住民と行政が一体となって沿道景観の

形成を図るとのくだりがいくつもありますが，行政と事業者の調整については，周辺住民の

意見も大切ですが，むしろ新しく立地する工場，倉庫の事業者と行政が協議して景観をつく

っていくことを謳ったほうがよいのではないでしょうか。 

 

【事務局（太田）】 

「周辺住民」は削除する形ですか。それとも「事業者」を加える形ですか。 

 

【村山部会員】 

「事業者」を加えるかたちになります。「事業者と住民と行政が一体となって」とするの
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がよいです。この文章をこのまま生かすかたちですね。「住民」だけではなんともならない

場合もあり，地権者が「住民」の場合もあり，住民が「事業者」になる場合もありますので，

「事業者と周辺住民と行政が一体となって」とするのがよいのではないでしょうか。 

 

【事務局（太田）】 

 先ほどの確認ですが，議案書１５ページの鈴鹿山麓の景観形成の方針のところを，このよ

うにしたいということで，現行の景観計画の１６ページのところになりますが，先ほど西野

から椿大神社の説明をさせていただきましたが，椿大神社を下方に変更するとなると，あえ

て○印で現行の方，２番目に椿大神社等の歴史的文化的景観資源の保全に努めるという文

書がありますが，それを削除して，「鈴鹿市における代表的な景観要素椿大神社」として，

以下の文書を続ける形に変更することにさせていただきます。先ほど，村山部会員からの指

摘で，ここから歴史的文化的景観資源の方に変更させていただくと，現行の○印が４つから

３つに変更しますが，これは元に戻したほうが良いのでしょうか。 

 

【村山部会員】 

今日の議案書１５ページの景観形成方針の四角の中ですか。これは元に戻したほうがい

いですね。これは現行の景観計画の１６ページにもどすほうがよいです。 

今日の議案書１５ページの下のほうの記述を３１ページに載せていただきます。 

 

【事務局（太田）】 

わかりました。 

 

【豊田部会員】 

 １５ページの景観形成方針の指針のところの入母屋の建築様式の民家の写真が気になり

ます。写真の建物は周辺の景観にあったものではないと思います。黄色いのぼり旗が気にな

りますし，例としてはふさわしくないと思います。 

 

【村山部会員】 

 山脈及び山麓の景観に調和しているかというと，少し引いたところからの写真が良いの

ではないでしょうか。 

 

【豊田部会員】 

 景観と調和したデザインとして，元々の民家を補修して店舗にしていますが，もっといい

写真があるのではないでしょうか。私も椿地区でよい場所を探してみます。 

 

【事務局（太田）】 
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 鈴鹿山脈及び山麓エリアに限定すると難しいですね。丘陵地ではお店がありますが。 

山が近すぎてうまく写りませんね。 

 

【豊田部会員】 

 店舗でなく民家の写真でふさわしいものがあればよいと思います。 

 

【松浦部会員】 

 １２ページのところで，幹線道路にスマートインターチェンジのアクセス道路が追加さ

れたことについてはよいですが，そもそも幹線道路の国道１号や国道２３号が入ってない

例示はこれでよいのでしょうか。都市計画マスタープランに基づいて幹線道路は決まって

いるのですか。 

 

【事務局（西野）】 

 幹線道路自体はそのように決まっております。その中で特に景観上重要な地区について

代表的な路線として決まりました。 

 

【松浦部会員】 

 国道２３号は重要な路線で，そちらの沿道景観も大事だと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 重要な地区と選ばれた経緯となると，鈴鹿中央道路は公共施設があり，商業の集積もある

ことから選ばれたと思います。また国道２３号は幹線道路ですが，特に重要な地区とは判断

されなかったため選ばれなかったと思われます。 

 

【松浦部会員】 

 交通量がないとかの科学的な裏づけがないと。 

 

【村山部会員】 

 計画をつくった経緯からですと，オレンジの路線には２種類有り，１つはこれから建設さ

れる道路で，これから屋外広告物や沿道利用で景観の乱れる可能性がある，これが中勢バイ

パスと新名神ですね。もう東名阪はこれから大きな変化はないとして，特に重要な地区とは

判断していないです。もう１つ鈴鹿中央線は，戦時中滑走路として利用されており，真っ直

ぐの道で商業的な活動がある幹線で，鈴鹿の特徴的な道路と評価されております。サーキッ

ト道路と鈴鹿中央線は，サーキットへのアクセス道路としても，鈴鹿にとっても重要な路線

であり，自動車，バイク関連の店舗も張り付いており鈴鹿独特の景観なのでハイライトした

いと思います。国道１号や国道２３号は景観の問題は多いですが，その当時はしょうがない
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とした雰囲気で，景観のコントロールが積極的にしていかない，していくところでないとし

てはずしてあります。 

 

【松浦部会員】 

 新名神高速道路沿いも開発できますか。 

 

【村山部会員】 

 こちらの道路はその頃構造が高架，地下，トンネル，盛土なのかわからなかったため，鈴

鹿市としては景観を壊さないような構造にして欲しいとお願いしました。 

 

【松浦部会員】 

 いまは計画が分かっているので，新しくつくるときには，スマートインター以外のところ

は開発されませんよね。そこは削除したほうがいいですね。国道１号や国道２３号はそのま

まにしておくということですね。 

 

【村山部会員】 

 その当時はそうでしたが，今はもう少し見直しが必要ですね。新名神は削除したほうがよ

いですね，代わりにインター周辺の凡例が入っておりますから。 

 

【事務局（太田）】 

 計画段階のときの記載であり，２５ページの真ん中のところの「新名神高速道路」の文言

を削除し，一番上の○印の「新名神高速道路については」のところと，地図も新名神のオレ

ンジ破線の表示を削除します。 

 

【松浦部会員】 

 あと，景観類型区分図のところの注意書きについての代表的な景観資源の表記について，

景観資源でなく景観要素ですね。幹線道路は景観資源でないですね。 

 

【事務局（太田）】 

 代表的な景観要素ですね。 

 

【議長（木下部会長）】 

他に何かありませんか。 

【松浦部会員】 

 あと，東海道と伊勢街道の景観要素は，道路としてだけでなく，沿道のまちなみにもある

と思います。３０ページは，「東海道と伊勢街道の沿道のまちなみ」となりませんか。まち
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なみが残っているところの保全をしていく話だと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 ３０ページの景観形成方針の四角の部分ですか。 

 

【松浦部会員】 

 景観形成方針のところに，「旧街道のまちなみや・・・」とありますが，これは景観要素

で見ると東海道や伊勢街道は景観要素ですが，沿道のまちなみは集落として固まっている

ところについて景観的な配慮しましょうということではないでしょうか。景観要素は道で

すよ，東海道や伊勢街道は，道が景観要素になります。道だけでなく沿道のまちなみもセッ

トでよいと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 そうですね。景観要素として道ということですが，中身の内容には沿道のデザインも含ま

れております。 

 

【松浦部会員】 

 そうです。中身は沿道のことをいっております。 

 

【村山部会員】 

 見出しが悪いですね。１５ページの図で歴史的文化的景観資源が紫の楕円で記載されて

いますが，伊勢街道も白子駅南側の一部であり，東海道も石薬師の部分となっており街道全

体でなく，その中で古い建物が残るところをスポット的にマークしていて,そのことを今日

の議題の３０ページで説明しようとしています。道全体でなく道の一部とまちなみを含め

てのことをいっております。そのことから見出しを，「東海道，伊勢街道に残るまちなみ」

等にしたほうがよいですね。 

 

【松浦部会員】 

 そうですね。 

 

【事務局（太田）】 

 確認ですが，たとえば今日の資料の１２ページですが，まず体系があって右側に代表的景

観要素が点々で四角で囲まれており，一番下に旧東海道が書いてありますが，ここも「街道

沿いのまちなみ」に変更ですね。 

 

【事務局（西野）】 
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 道だけでなくまちなみということが分かるような文言で検討させていただきます。 

 

【議長（木下部会長）】 

 よろしいでしょうか。この項目についてはこの辺にさせていただきます。次に地区別景観

づくりについて，３３ページから３５ページになりますが，ご意見いかがでしょうか。 

 

【村山部会員】 

 中身はそれほど異論はないですが，「選定地区」という用語が新しく増えてわかりにくく

なって，単純に記載されているような椿大神社周辺とか東海道，伊勢街道とかスマートイン

ター周辺等が，「先導的地区」と宣言して表現できませんか。 

「選定」をして「選定地区」と呼んだうえで地区別景観づくり計画をつくるとのことですと，

言葉として「先導的地区」と「選定地区」がありますが，市は特に重要な地区を選定し，そ

の選定した地区の土地所有者等に対し地区別景観づくり計画の策定に理解を求めるとか，

支援を行なうとなっておりますが，わざわざ「選定地区」と呼ばなくても，この表に掲げら

れているところについては，市としては重要な地区としているとして「先導的地区」として

地区別景観づくり計画していくということで，もう少し短い説明でよいのではないか。 

 

【事務局（太田）】 

 少し文章を考えさせてください。 

 

【議長（木下部会長）】 

 よろしいでしょうか。次に 後のほうの景観まちづくり支援制度の創設とＷＳの支援体

制について，３６ページから３８ページになりますが，ご意見いかがでしょうか。 

 

【村山部会員】 

 こちらは名古屋市を参考にしており，支援体制をつくるのは大切ですが，アドバイザーと

コーディネーターは本来，同一ではない。名古屋市のシステムの地域まちづくりアドバイザ

ーの派遣とは，まちづくりの会合に専門家が出席し，その場で適宜アドバイスを行なうこと

なので，結果を持ち帰り検討したり，事前に準備したりしてＷＳを行なっているものではな

いです。地域まちづくりコンサルタント活用助成というのは，まちづくり構想をつくる場面

で会議に出席し，コンサルタントの方がいろいろ作業をして，まちづくり構想をつくり上げ

る作業を請け負います。その点が大きく違います。３７，３８ページに記載された内容です

と，なんとなく会議に出席することだけしか記載がなく，その前後の作業についての意義は

明示されていません。ただ会議に出席しアドバイスするだけのアドバイザーとしてのレベ

ルとＷＳ行なうとなると事前の準備と結果の取りまとめを行なう大変な労力がかかること

から，費用は専門家に払わなければならないので，そこのところを理解してすすめていかな
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ければなりません。そのため１５万円で基本構想は策定が可能と計画されていますが少し

安すぎますね。会議１回分の金額では高すぎますが，全体的にＷＳの実施し，まちづくり基

本構想をつくっていくという仕事全体と考えるともっと必要ですね。 

 

【事務局（西野）】 

 基本的に景観アドバイザーという名でＷＳ全体の組み立ても含めて，５回まとめての分

を基本的に考えております。その中でコンサルタント費用として名古屋市では１回のツー

ルで５０万円くらいの助成金の額となっております。その額には及びませんが，１回のツー

ルに１人当たり１５万円でＷＳの立上げを検討しております。なかなかコンサルタントに

頼むのは難しいと思っており，それであればアドバイザー制度をうまく活用することで支

援を行なう計画です。資料作成等の実費用については，市から物品の提供を行なうことで一

部をお手伝いすることは可能ですが，活動の助成金となると今の制度の中では難しいです。

もしこれができないことであればコンサルタントを活用していくことになると思っており

ます。 

 

【村山部会員】 

お金の出し方として，アドバイザーかコーディネーターの謝金としてしか支払えないと

のことで，形式的には１回の会議あたりいくらで何回というかたちになりますが，その費用

には単純に何回かのＷＳに出席して活動するだけでなく，その前後のＷＳの企画や後のま

とめも含めての金額になるのですね。 

 

【事務局（西野）】 

実際，金額的に難しいのであれば，コンサルタントの活用助成も考えていかなければない

かと思っておりますが，なかなかコンサルタントにお願いすることになると金額も高くな

りますし，予算も取りにくいです。アドバイザー制度は市としては都市計画課でも持ってお

りますが，それを活用していくとなると予算の枠も広げることも検討していかなければな

りません。出来たらその制度を活用できたらよいと思っております。だた，あまりにも安い

と判断されれば，普通のコンサルタントの活用助成の検討をしていかなければなりません。 

 

【村山部会員】 

名古屋市の活動助成のコンサルタントは登録制であり，そのテーマに応じてまち側が市

に相談し適正な方を紹介して貰い，お金も市は５０万円までは出しますが，まちが支払うこ

とで，実際はそれ以上の金額でお願いしている場合もあります。支援体制をつくるのは大賛

成ですが，中身を吟味する必要があります。 

あるいは，建築士会の活動として，何人かの建築家で集まっていただく際に，仕事の時間

を割いてもらったりしてお願いできませんかね。 
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【豊田部会員】 

 そうなるとボランティアなので，たとえばＪＩＡ（公益社団法人日本建築家協会）だと公

益社団法人になっているので特にそのような活動にも無償でやることになりますが，建築

士会や事務所協会になると仕事としてとらえるかもしれません。各団体でとらえかたが異

なりますが，仕事的になるとこの金額ではきついと思います。 

 

【松浦部会員】 

 昨年度，白子地区で景観資源マップを作成しましたが，そのときは１０万円で３地区をや

りましたが，研究の一環で実験的に行ったのでよかったのです。 

 

【事務局（西野）】 

 実際どれくらい費用がかかったのですか。 

 

【松浦部会員】 

 学生は無償でやっていただきましたので人件費はかかりませんでした。大学の研究でや

るのはいいですが，同じことを他の地区で１０箇所以上やるとなると・・・。手法の開発の

名目でやりましたので，手法の開発はある程度できました。 

 

  

【事務局（西野）】 

 そうなると，コンサルタントの活用が望ましいですか。たとえば景観マップの作成の委託

として進める方がスムーズですね。 

 

【豊田部会員】 

 ＷＳのまとめを行ない形にする人は必要になってきますが，それを建築士とかにボラン

ティアで依頼すると，形にしたり文書を作成したり，写真を整理したりするのは難しいと思

います。ＷＳに出席した際の意見やアドバイスを行なうことくらいであれば無償でも大丈

夫でやらなくてはいけない地域貢献と思いますが，実際の実務として行なうのであれば金

額的にはコンサルタントに依頼するほうが安いかと思います。逆に高いかも知れませんが。

たとえば都市マスタープラン策定のコンサルタントからは意見が出るわけでなく，その人

はまとめることを請け負っていますよね。その意味でのコンサルタントは必要かと思いま

す。 

 

【村山部会員】 

いろいろ作業が発生し，実際大変になりますので，その部分を建築士会の地域貢献のとし
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てお願いしても時間と労力が割かれてしまい難しいし，大学としても研究開発として行な

えばいいですがそれ以外は難しいですね。 

 

【事務局（西野）】 

 分かりました。一度再検討してみます。 

 

【議長（木下部会長）】 

一通り議題１についてはご意見いただきましたが，それぞれの項目で修正いただいた上

でまた確認を行いたいと思います。また議題２につきましては時間の都合で次回にさせて

いただきます。次にその他についてお願いします。 

 

【事務局（太田）】 

 その前に議事録署名人につきましては，豊田部会員が遅参されましたので，村山先生にお

願いします。もう一点は，今からお配りします白子地区の景観形成マップを配らせていただ

きます。 

 

【事務局（西野）】 

 また，大学のほうにも送付させていただきます。このようなマップを地区全体に広げてい

けたらと思っております。 

 

【村山部会員】 

これだけ整理するのは大変ですね，期間はどれくらいかかりましたか。 

 

【松浦部会員】 

一年です。 

 

【事務局（西野）】 

 このようなマップを松浦先生と白子公民館とでつくっていただきました，あと江島地区

のマップは作成中です。これらを小学校区毎に出来ればよいのかと思っております。それが

第一段で，次に地区別景観づくり計画をやりたいという地区にはステップアップで行なっ

ていこうと市では考えております。 

 

【議長（木下部会長）】 

 それでは終わりにしてよろしいでしょうか。 

 

【都市計画課長】 
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 部会員の皆様，本日はありがとうございました。 

本日も予定していました議題まですすむ事が出来ませんでしたので，改めて次回第６回

の部会日程について，詳細な時期が決まりましたら，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。 

 

 

 上記のとおり第５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   松 浦 健 治 郎 
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