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第６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１０月２日（金）９：３０～１１：３０ 

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，春山成子，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   中村麻由 

同課総務グループリーダー 角谷元彦 

同グループ主幹 伊藤保敬 

５ 議   題 

         （１）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  春山成子 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，第６回鈴鹿市景観審議会専門部会に御出席いただきまし

て誠にありがとうございます。定刻になりましたので，只今から開催させていただきます｡

本日の司会をさせていただいております，都市計画課長の太田でございます。よろしくお願

いします。 

前回の部会では，景観法・屋外広告物法の運用上の課題の整理とその解決の方向性を踏ま

えた「鈴鹿市の景観施策」について御承認をいただきました。現在，その施策に基づき，景

観計画の変更並びに景観づくり条例の一部改定に向けて検討しているところでございます。

本日は，前回の部会で審議が出来なかった景観設計の手引き(案)について御審議をお願い

したいと存じます。 

なお，今年度初の部会と言うことで，５月の人事異動によりまして事務局のメンバーが一

部変わりましたので，改めて事務局の自己紹介をさせていただきます。 
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（西野ＧＬ，中村，角谷ＧＬ，伊藤主幹） 

今年度，このメンバーで頑張っていきますのでよろしくお願いします。 

また，本日，豊田由紀美先生は御都合がつかなかったため欠席との御連絡をいただいてお

ります。 

それではまず，お手元に配布しました資料の確認をお願いいたします。 

本日の資料は，全部で２種類ございます。「第６回鈴鹿市景観審議会専門部会事項書」，「第

６回鈴鹿市景観審議会専門部会議案書」以上でございます。お手元に資料が見当たらない方，

申し訳ございませんが，事務局までお申しつけください。 

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，今回も「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名の部会員の方に御出席をいただき，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春山部会員と吉島部会

員になります。部会員の皆様，よろしいでしょうか。それでは春山先生と吉島先生，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）」

について，事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局（西野）】 

 それでは，議案書に沿って説明をさせていただきます。前回の部会で審議することができ

なかった景観設計の手引きについて御審議いただきたいと思います。まず目次を御覧くだ

さい。目次の（１）景観設計の手引き（案）について，現行の鈴鹿市景観計画ガイドライン

を基本として，設計者の手引き書として改定をしていきたいと考えています。 

景観設計の手引きとして，今回Ａ案とＢ案の２種類を用意しておりまして，Ａ案は詳しく

あらゆる物を書き込んだものであり，Ｂ案は省略できるところは省略し簡素化する主旨で

整理しております。それではまずＡ案から説明させていただきます。 

Ａ案の１ページを御覧ください。 
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「はじめに」ということで，ここでは手引き書の目的について明記しております。目的

として２段落目に，書いておりますが，市はその計画の理念と目標の実現のため，市民・

事業者・行政・設計者等が建築行為等の計画・設計を行うときの設計手引き書として，

「景観設計の手引き」を定めていますので，積極的に活用していただきたいと明記してお

ります。 

 次の２ページを御覧ください。ここでは鈴鹿市景観計画の内容を調べてみようというこ

とで，鈴鹿市の景観計画で建築行為等の計画・設計に関することで大切な項目について，ピ

ックアップして整理しております。はじめに鈴鹿市景観計画の理念と目標，それを受けて鈴

鹿市景観計画の景観類型別の方針，その次に景観設計ガイドラインによる景観設計，最後に

景観法（景観形成基準）による届出・勧告ということで整理をしております。 

 次の３ページを御覧ください。ここでは，景観に配慮した建築行為等の計画・設計手順 

を提案しております。今までも部会で何度もこのフロー図について協議を重ねているとこ

ろですが，少し変更したいところもありますので，フロー図に基づいて説明させていただき

ます。まず，企画・立案があり，次に計画地の事前の調査をお願いします。事前調査の内容

として，景観類型区分の把握，計画地及び計画地周辺の景観資源の把握を事前調査の中で行

います。その事前調査で把握したことを受けて，景観類型別区分を行なったりして，計画地

及び計画地周辺の景観資源に即した景観設計ガイドラインの内容を把握することとします。

ここで大規模なものと，大規模でないものに区別し，大規模な建築行為については，さらに

景観類型別の景観形成基準の内容の把握が必要になってきます。それ以外のものは基本設

計に進みます。景観設計ガイドライン及び景観形成基準の内容を確認の上，基本設計に取り

かかります。その中で，景観上の配慮事項について試行錯誤されながら景観配慮事項の確定

が行われて基本設計が完成するものと考えております。ここからは今まで部会提案した内

容と異なります。今までは，基本設計から実施設計へ移り,実施計画完成後，景観協議から

景観法の届出の流れとなっていましたが，今回の提案では基本設計が完成後，景観協議をお

願いしたいと考えております。やはり実施設計後に景観協議を行うこととなると，実質建築

物の配置，屋外階段のデザイン等の計画の変更は難しい状況にあると考え，実施設計が固ま

る前での景観協議の実施に変更したいと考えております。これについて，豊田委員に実務的

なことを聞取りさせていただくはずが，急遽この会議に欠席とのことで，一度部会の中で協

議し，豊田委員にも後で報告することとします。 

それでは次の４ページですが，ここから第１章で周辺の景観特性を読み取るということ

で計画地の事前調査の内容について述べています。 

５ページを御覧ください。「１周辺の景観特性を調べてみましょう」としており，1 で景

観類型区分の把握，２で計画地及び計画地周辺の景観資源の把握をすることで，景観資源の

調査について述べています。調査の内容といたしましては，計画地周辺，大体半径１５０メ

ートルから２００メートルの範囲内で実際のまち歩き調査を行なっていただき，景観資源

の把握をお願いしたいと考えております。この内容を計画に活かしてもらいたいと考えて
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おります。 

次に６ページに進みます。第２章は景観設計ガイドラインです。市では，景観計画の景観

類型別の方針に沿って設計者の方に参考にしていただきたい景観設計のガイドライン（以

下）を定めています。 

次の７ページを御覧ください。景観設計のガイドラインということで，まち歩き調査でわ

かった周辺の景観特性を踏まえ，次の景観設計ガイドラインを参考にしながら，建築行為等

の計画・設計の検討をお願いしたいと考えております。景観設計ガイドラインは次表に示す

とおりです。ここで現行のブルーの冊子の景観計画の３４ページを御覧ください。景観設計

ガイドラインの基本的な考え方としましては，現行の景観形成基準を努力規定になるよう

に語尾の変更をしております。基本的にはこの景観形成基準に準じて，これを景観設計のガ

イドラインとしております。語尾のほうを例えば１つ目，アのａ）でしたら，山なみや田園

の広がりなど，周辺の自然的景観との調和に配慮した配置，規模と「する。」と基準にはあ

りますが，ガイドラインでは努力目標として，語尾を「努める。」としており，これら全て

の項目の語尾だけの変更を行なっております。 

次に手引きの９ページを御覧ください。このページから３０ページまでは景観設計ガイ

ドラインの解説となっております。ここで現行の鈴鹿市景観計画ガイドラインの１０ペー

ジと合わせて御覧ください。今回の鈴鹿市景観設計ガイドラインは現行の景観計画ガイド

ラインを基本として，先ほど説明した語尾の変更と，「基準のねらい」を「ガイドラインの

ねらい」に変更しております。また今回の提案の中で，以前からご指摘をいただいておりま

す写真とかイラストとかが適切でないという意見がありましたが，今回は見直しを行って

おりませんが，検討事項として考えております。これについては将来的に変更する可能性が

あると考えておりますので，ここでは特筆すべき事項について説明させていただきます。   

手引きの１５ページを御覧ください。こちらと景観設計ガイドラインの１５ページにな

りますが，具体的な配慮の内容の２項目目ですが，今回の手引きでは，「商業地など」の文

言は削除しており，今回の手引きでは，「地域の特性に配慮した空間演出」として，市全域

を共通事項として考えており，文書内の「商業地など」を削除することに修正を考えており

ます。  

続いて３１ページを御覧ください。手引きも３１ページを御覧ください。ここから第３章

色彩ガイドラインで，手引きの５９ページまで景観設計ガイドラインの色彩について詳細

に記述したものになっております。現行の鈴鹿市景観計画ガイドラインの３１ページから

５６ページが該当しますので合わせて御覧ください。今回の手引きの色彩ガイドラインと

いうのは，基本的には現行の景観計画ガイドラインとつじつまを合わせるよう変更してお

ります。ここで特筆すべき事項について説明させていただきます。 

次に３２ページと現行のガイドラインの３１ページを御覧ください。ここでつじつま合

わせのための変更として，例えば②のねらいの中の推奨色についての文言になりますが，現

行のガイドラインでは，「この「推奨色」は届出対象となる大規模な建築物等の色彩に関す
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る協議指針とします。」となっておりますが，今回の手引きであれば，「この「推奨色」は，

全ての建築行為等に対して，景観上の配慮を努めていただくとともに，景観法に基づく届出

の対象となる大規模な建築物等の色彩に関する協議事項とします。」という形に変更してお

ります。このような形で変更を行っております。 

次に手引きの３７ページを御覧ください。現行のガイドラインは３６ページになります。

③の色彩ガイドラインの見方について,現行の色彩ガイドラインの見方は，「景観の特性の区

分ごとに，「①色彩の特徴」，「②望ましい色彩（推奨色）」を示しております」となっていま

すが，今回の変更で，景観特性の区分では表現できない建物の形態とか施設の用途に応じて

分けるほうが望ましいものについては，今までの誤解で出てきましたので，その部分を取り

出す形で，新たに項目を起こしております。例えば，中高層建築物等についてや工場，長大

な建物については，形態や施設用途に応じた望ましい色彩を別途定めております。 

次に手引きの５１ページを御覧ください。現行のガイドラインは５０ページとなります。

手引きの中で②望ましい色彩（推奨色）の，〇の３番目ですが，消しこみになっております

が，この部分については，高層建築物の記載でありますので新たに，形態に応じた望ましい

色彩として５８ページに移しております。こちらは後で説明させていただきます。 

次に手引きの５５ページを御覧ください。現行のガイドラインは５４ページとなります。

こちらも②望ましい色彩（推奨色）ですが，こちらも消しこみ部分が２つあります。大規模

工場と長大な壁面を持つ建築物の部分ですが，こちらも先ほどと同様に，形態や施設用途に

応じた望ましい色彩として５９ページに明記しております。 

次に手引きの５８ページを御覧ください。こちらに取り出した部分について，ここにひ

とつにまとめております。３．形態や施設用途に応じた望ましい色彩（推奨色）というこ

とで，５８ページは中高層建築物，５９ページでは，大規模工場施設，長大な壁面を持つ

建築物としてここに新たに書き加えております。基本的には先ほど説明させていただいた

内容をそのまま移動しておりますが，中高層建築物の表現については，現行のガイドライ

ンでは高層としており，今までの部会の中で鈴鹿市の特性を考えると中高層の方が適切で

あるという御意見を踏まえて定めております。 

次に手引きの６０ページを御覧ください。第４章景観形成基準をここで説明しておりま

す。 

次に手引きの６１ページを御覧ください。ここの届出対象行為ですが，現行の景観計画

３２，３３ページの届出対象行為の内容の部分とほぼ同じ内容です。 

次に手引きの６３ページを御覧ください。２．景観形成基準の解説ですが，今回の景観

形成基準は，第２章の景観設計ガイドライン，第３章の色彩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ていることから，この解説として，先ほどと

重複しますが，第２章景観設計ガイドライン・第３章色彩ガイドラインの対応するページ

で解説されております。 

具体的にどういうことかというと手引きの６４ページを御覧ください。ここでは，鈴鹿
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市の特性による面的区分の鈴鹿山麓及び山脈の景観形成基準を明記しております。この景

観形成基準の解説ということで，解説ページに飛んでいただいて見ていただく仕組みにし

ていこうと考えております。例えばアのａ）「建築物は，後背の山なみ・稜線への眺望を

阻害しないように，周辺の建築物から著しく突出しない高さにする。」という基準です

が，解説の１０ページを見ていただき，手引きでは１０ページに戻っていただくと解説

が書いてありますので，この内容について確認できます。このように対応して行きたい

と考えております。また，鈴鹿山麓，山脈の建築物・工作物については６４，６５ページ

にまたがって記載しております。 

次の６６ページには土地の形質の変更について記載しております。今回は鈴鹿山麓，山

脈だけしか載せておりませんが，このようにして全ての景観類型区分ごとの景観形成基準

を掲載することになります。この部分でかなりページ数がとられると思われます。 

次に手引きの６７ページを御覧ください。第５章基本設計になります。ここでは基本設計

を進めるに当たっての「自己チェックシート」についての説明をしております。 

次の手引きの６８ページを御覧ください。ここで，１．自己チェックシートの活用という

ことで，市では，景観設計を行うに当たって，設計者用の自己チェックシートを「市の特性

による面的区分」及び「市の個性を彩る景観軸・拠点」別に作成しております。その内容は，

シート別に，景観形成方針，まち歩き調査（景観資源）の調査項目，景観設計ガイドライン

とその具体的な配慮の内容，景観計画の景観形成基準を明記しておりまして，設計者が設計

内容の評価及び配慮又は工夫の内容を記入できる欄も設けております。よって，建築行為等

の基本設計を行う際に，自己チェックシートの活用をお願いしたいと思います。また，自己

チェックシートは，景観法に基づく届出の際に，景観計画との適合を判断する資料として市

に提出していただきたいと思っております。 

次の手引きの６９ページを御覧ください。ここでは鈴鹿山麓，山脈の自己チェックシート

であり，基本的には自己チェックシートを設計者が見て，これだけで済むようなものにした

いと考えております。例として一番初めは景観形成方針があり，次に計画地及び計画地周辺

の景観資源の調査項目が分かるようになっております。計画地周辺のまち歩きによる景観

資源の調査をお願いしますとか，計画地周辺半径１５０～２００ｍの範囲にある景観資源

と，その特性について報告してくださいとか，調査で把握した景観資源の位置を図示してく

ださいとお願いし，調査を反映していただくよう誘導したいと思っております。 

次の手引きの７０ページを御覧ください。景観形成の把握，調査をしていただき，ここか

らいよいよ建築物・工作物の自己チェックシートになります。一番左側に景観設計のガイド

ラインの概要，真ん中に景観形成基準，右側に設計者がチェックできるように評価，配慮等

の枠があり，一番右側に解説ページがあります。この自己チェックシートを見ていただいて

分からないことがあれば解説ページを見て確認していただくことになっております。基本

設計の過程の中で，この自己チェックシートを参考にしながら景観の配慮事項が明確にな

っていくのではないかと思います。こちらは手引き書の７０ページから７５ページに記載
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されており，７６ページからは，土地の形質の変更等に関する自己チェックシートになりま

す。建築物・工作物のチェックシートと同じ構成になっております。 

次の手引きの７８ページを御覧ください。第６章景観法の届出制度の解説となります。こ

ちらは景観法の届出の手続きについて分かりやすく解説しております。 

次の７９ページを御覧ください。届出対象行為の解説になっております。ここで，現行の

鈴鹿市景観計画ガイドラインの２ページから６ページを御覧いただくと分かるのですが，

手引きの７９から８３ページの内容と同じになっております。 

次に手引きの８４ページを御覧ください。届出の流れについて記載しております。このフ

ロー図は今までの部会で協議がされておりますが，先ほど３ページで説明させていただき

ましたが，設計の流れを，基本設計→景観協議→実施設計→景観法の届出の流れとしていき

たいということで，これと同じような流れになるように一部変更をしております。例えばこ

れまでの基本設計のところが行為の計画と表示されており，実施設計のところがなかった

と思います。それを新たに先ほどの流れに合わせて変更をしております。これで景観設計の

手引きのＡ案の説明を終わらせていただきます。 

次に景観設計の手引きＢ案について説明させていただきます。Ｂ案はＡ案に比べて簡略

バージョンになります。Ｂ案の１ページ，２ページはＡ案と同じになります。 

次に３ページを御覧ください。景観に配慮した建築行為等の計画・設計手順ですが，計画・

設計手順の基本的な考え方はＡ案と同じですが，Ｂ案の手引きの構成がＡ案とちがうので

それに合わせて整合性をＢ案フローでとっております。Ａ案との相違点については，景観設

計の過程の中で景観設計ガイドライン，景観形成基準の内容を確認して，その中で景観上の

配慮事項を確定していくこととしています。本質的にはＡ案と変わりません。 

次の４ページを御覧ください。第１章周辺の景観特性を読み取る章はＡ案と同じですの

で説明を省略します。 

次に６ページを御覧ください。第２章景観設計の基本設計を進めるということで，前章で

調べた周辺の景観特性を踏まえて，景観設計ガイドライン及び景観形成基準を確認しなが

ら基本設計に進めていけるよう定めております。 

それでは７ページを御覧ください。ここが大きく変更している点となります。建築行為等

の計画・設計の基準を調べてみましょうということで，景観設計ガイドラインの景観形成基

準について述べておりますが，Ａ案では第２章で景観設計ガイドラインの内容を解説で述

べております。第４章で景観法の届出の届出対象行為，景観形成基準の内容まで詳しく明記

しておりますが，Ｂ案ではその内容については記載しておりません。記載はしないで省略し

ておりますが，その理由として，他の項目で同じことが書かれていることからここで省略し

ております。具体的には 1.景観設計ガイドラインでは２段落目に，なお，景観設計ガイド

ラインの内容は次項にある自己チェックシートに，その解説は第３章第１項に記載されて

おります。2.景観計画の景観形成基準は３段落目に，なお，届出対象行為の内容及び解説は
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第５章第１項に，景観形成基準の内容は次項にある自己チェックシートに，その解説は該当

する自己チェックシートに明示している箇所に記載されているため，省略しています。 

次に手引きの８ページを御覧ください。ここから，２建築行為等の計画・設計を進めてみ

ましょうということで，ここからの内容は，Ａ案の６８ページから７７ページと同じになっ

ております。 

次に手引きの１０ページを御覧ください。同じような自己チェックシートがありますが，

このシートに景観設計ガイドライン，景観形成基準が明記されており，その内容についてこ

のシートを見れば分かるようになっております。また，この内容の解説ページを見ていただ

くと，ガイドライン，景観形成基準の解説が分かりやすく書かれています。このチェックシ

ートで，先ほどの省略をしても問題ないと考えております。 

次に手引きの１８ページを御覧ください。第３章景観設計ガイドラインの解説になりま

す。 

次の４１ページを御覧ください。第４章色彩ガイドラインになります。 

次に７０ページを御覧ください。第５章景観届出制度の解説になっております。いずれも

内容はＡ案と同じになっております。以上で景観設計の手引きについての説明を終わらせ

ていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

 

【議長（木下部会長）】 

ありがとうございました。事務局より「議題（１）景観設計の手引き（案）について」の

説明がありましたが，Ａ案，Ｂ案が提示されておりまして，ひとつの提案についてはどちら

かというと詳細に記述したＡ案と重複を少なくして簡略化したＢ案になります。今回はガ

イドラインの内容よりも全体の構成の仕方がどうか，文言の修正，作業・設計のフローの修

正があるということがポイントになっております。何か質問がありましたらお願いします。 

 

【松浦部会員】 

 全体として基準とガイドラインの使い分けが不明確になっているのでは，例えばＡ案６

４ページにそれぞれの解説ページがあるが，景観設計のガイドラインの説明になっており，

この基準というのは，景観計画ガイドラインの内容が説明されており，使い分けがごっちゃ

になっています。こちらはガイドラインの説明を緩くしたものですが，その辺の文言の使い

分けがごっちゃになっているのが気になるのと，そもそも景観計画のガイドラインがあっ

て，景観設計のガイドラインを新しくつくろうとしているのですが，その使い分けについて，

第三者が見るとすごく分かりにくい内容になっています。 

 

【事務局（西野）】 

 現行の景観計画ガイドラインは廃止しまして，新たに景観設計の手引きをつくっていき
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ます。どちらかと言うと景観形成基準は，景観設計ガイドラインの中で特に配慮すべき事項

について特筆して絞りこんで記載しておりますが，設計ガイドラインの方が大きい枠であ

りますのでそれを代用してつくっていくと語尾が分かりにくいところが確かにあります。

この手引きＡ案第２章景観設計ガイドラインということで，１０ページから解説というこ

とですが，このガイドラインのねらいというものが，ガイドラインだけの解説にとどまって

いる印象がややこしいとのことですが，逆にこの解説は景観設計ガイドラインの解説もし

ておりますので，景観形成基準も同時に解説しているので，そのことをどこかで記載すれば

よいのではないでしょうか。 

 

【松浦部会員】 

 景観計画ガイドラインを並列して残していくと思っておりました。 

 

【事務局（西野）】 

 それはありません。景観計画ガイドラインを改訂していきます。 

 

【松浦部会員】 

 ガイドラインで基準を細かく決めていますが，努力目標の部分はなくなるのですか。景観

形成基準を残して，この表を見ると大雑把で，具体的に景観形成基準の配慮の部分が無くな

っておりませんか。景観計画ガイドラインの細かい基準の内容が，景観設計ガイドラインに

移行して，景観形成基準は，例えば山なみの話にしたら，景観計画ガイドラインの内容が景

観設計ガイドラインに移行して努力目標になり，景観形成基準は，もう少し細かい内容が無

くて，「建築物は，後背の山なみ，稜線への眺望を阻害しないように，周辺の建築物から著

しく突出しない高さにする。」で終わっています。 

 

【事務局（西野）】 

 景観設計ガイドラインは，すべての建築物に対して，努力目標として設けるもので，景観

形成基準は景観法の届出として対象行為に対する基準となるもので，基準として縛るもの

については，絞り込んで基準を作成して行きます。これは今までの議論していただいたこと

で，景観類型別の中で当てはまらないものは外したりしております。 

 

【松浦部会員】 

 これは，緩くなるということですね。 

 

【事務局（西野）】 

 緩くなるというよりは，より適切になると思っております。例えば自己チェックシートＡ

案７０ページ最上段のガイドラインに「山なみや田園の広がりなど，周辺の自然景観との調



10 
 

和に配慮した配置，規模に努める。」とされており，その解説として周辺の高さとの調和に

記載しておりますが，この周辺の高さとの調和というのは，景観形成基準であれば，この配

慮事項に沿った形で，鈴鹿山脈，山麓にあった形で景観形成基準をつくっております。この

内容は反映されていると思われます。次の２番目のところで規模の大きさを緩和させると

いうことで，これについては，「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にできる限り壁面を後退させる。」ということで，

その基準はどちらかというと幹線道路沿いに関する基準であるので，鈴鹿山脈，山麓に関す

る基準は景観形成基準としては外しております。これについて，今までの部会での議論して

きた内容です。緩くなったというか，具体的な配慮の内容をより景観の特性にあったような

形で基準として作り直した内容となっております。 

 

【松浦部会員】 

 今の７０ページの景観設計ガイドラインの「ｄ文化財や歴史的まちなみ」の部分について

は，これは景観形成基準には無い部分ですが，今の景観形成基準ではｄの欄にありますよね。

これがなくなっていますね。この部分は緩くなっていますね。 

 

【事務局（西野）】 

 その部分は緩くなりますが，例えば，ここに東海道が通っている場所で，丘陵地の基準が

ある場合は東海道の存在が歴史的なまちなみ資源として，別途基準をつくっており，その基

準としてみていただくことになります。 

 

【事務局（太田）】 

 これまでの議論の中でいろんな表の中で判断しておりますが，その斜線の部分は，シート

でチェックしなくてよいという議論いただいたところで，今回は鈴鹿山脈，山麓のチェック

シートだけですが，本来は膨大な資料になる部分の一部になります。 

 

【松浦部会員】 

 そうなんですね。分かりました。全部でどれくらいのボリュームになりますか。 

 

【事務局（西野）】 

 Ａ案，Ｂ案でかなりボリュームがちがいますが，どちらか方向を決めていただいて，冊子

をつくってみようと思います。 

 

【事務局（太田）】 

 鈴鹿山脈，山麓で大きな建物を建てる場合はこのチェックシートでよいですが，海岸部な

どで建築する場合は別のチェックシートが必要になります。 
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 【村山部会員】 

 鈴鹿山脈，山麓のチェックシートですが 景観設計ガイドライン自体には全て記載され

ているのですね。関係無い部分も載っておりますが，そこは削除しませんか。削除すると短

くなってよいのでは。例えば配置・規模について，「ｄ文化財の歴史的まちなみ」の部分で

すが，景観形成基準では該当する項目は無く，ガイドラインには掲載されています。 

  

【事務局（西野）】 

 それを記載した目的として，今の市内の代表する文化財についてはある程度明確になっ

ており，その中で歴史的なチェックシートを見てつくっていただくことになりますが，周辺

のまち歩きの調査を行っていただき，その中で設計者が地域シンボルとしての景観資源と

して認識していただいたら，それを受けて，そのものに対する配慮をしていただきたいと思

っております。 

 

【春山部会員】 

 よろしいでしょうか。６６ページの土地の形質の変更のところですが，「造成に際しては，

現在の地形を活かしできる限り造成量を減らす。」となっており，大変いいことが記載され

ていますが，市内の丘陵地の造成についてはどのような措置をとっているのでしょうか。

何を心配しているのかと言うと，これに関わるのは山ですが，海岸や河川もでております

が，決して鈴鹿市は安全な場所ではない。造成をするにあたって，東京近郊では，ひな壇

造成なんて昔は一般的に行われていましたが，基本的には最近は抑えたいと思っており，

造成をすればするほど自然災害にすごく脆弱性をもたらしてしまいます。それは景観とは

別の観点となりますが，そのようなことに規制とかがこの中に入っているかが気になりま

す。特にひな壇造成をしてしまったら，地下水の流れがどうなるのか，その先を読んでし

まい心配になります。その部分の整合性がとれているのか心配です。その前の６５ページ

のところの，「オ緑化」の部分ですが，基本ある地域に対してサツキを植栽した場合，東京

のような巨大都市であっても，大きい建物を建てたら周辺に植栽をしましょうという取決

めが私の住んでいる調布ではありますが，例えば伊勢湾岸であるとか鈴鹿山地の元々の潜

在植生への配慮は必要でないかということが気になりながら，この資料を読んでおりまし

た。この議題とは乖離しますが自然環境保全を併せ持ったような配慮を考えなくてよいの

かなと思います。それから文化財を守っていく観点として歴史的な環境を，１軒をもって

ではなく，文化庁の指針では周辺全体が重要文化的な景観というかたちで保存して行くよ

うな話でした。必ずしもここにもっていくということではないですが，１軒ごとではなく

集団で周辺を取り巻くようなデザインが景観設定の中にあったほうがよいと思います。そ

のようなことが，総論の中でもふれられていると，私の心情ではあったほうがうれしいと

思いました。 
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【事務局（太田）】 

 1 点目の造成に関しては，開発許可の中では特に景観には配慮してはいませんが，大規模

開発を行った場合には，市の事例としては 1 件ですが，地区別の景観計画を定めさせてい

ただいております。通常の開発の場合ですと特に指導をしておりません。２点目の鈴鹿市

内の植生について，勉強不足で詳しくは分かりませんが，地域にあった植栽までの考慮は

これまでしておりませんでした。 ただ，鈴鹿市の木がケヤキで，鈴鹿市の花がサツキなの

で街路樹の植栽にケヤキや家の植栽にサツキを推奨していたこともありました。現在は植

栽の樹種の指定はしておりません。サツキは水が無いと枯れてしまうので，サツキの推奨

を景観でもしておりませんし，公園を管理する市街地整備課でもしておりません。 

 

【事務局（西野）】 

 また，現在の景観計画は，１軒ごとで，よい所について保存していき，今考えているの

は地域景観資産を認定したり，登録したりとかを考えています。なかなか群とかチームと

かで捉えることは現実やっておりません。ただ歴史的なまちなみについては，景観形成の

方針については決まっております。強制力があるわけでなく，きっちりとは出来ておりま

せんが，地区別景観づくり計画を皆さんの総意の中でつくりたいとは考えております。 

 

【春山部会員】 

 海岸とか河川については，市と国は協議していますか。日本の海岸はみるものなくボロ

ボロですよね。もう死んでいるような海岸ばかりです。それはなぜかというと，ものすご

い防潮堤がつくられており，防災上は必要でもあるのですが，本来の日本の海はほとんど

無いですね。川についても，元来，川に親しみをとか，川に調和した景観においても阻害

要因となる堤防があります。必要なのも分かりますが，その景観維持として，鈴鹿市と一

級河川の管理者の国で何か景観の配慮の協議はしておりませんか。 

 

【事務局（太田）】 

 どこまで意識していただいているかは判りかねますが，河川の景観というものが堤防で阻

害されているとは言いがたいこともあると思います。堤防自体も法面が緑化されている場合

もあり，河川の内部に公園で親しみのある河川でもあると思います。今の形の鈴鹿川がどこ

まで景観を阻害しているかというと，私はそんなに阻害されているとは思いません。海岸の

堤防は海から船で見ると，あまりいい物とは思いません。せっかくの松林などがテトラポッ

トや堤防で遮られているわけですが，住民の生命，財産を守る観点とどう調和させていくか

というのは非常に難しい問題と思います。 

 

【春山部会員】 
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 難しい問題であるのはよく分かっております。災害の面でも必要な高さもあると思います

が，なにか調和的なものをそこから生み出すことができないかという意見です。川とかも堤

防を見慣れてしまってあって当たり前ですが，元々の自然の姿でないです。逆にいうと私の

専門は地形学ですが、防災上，川の周りに構造物があるのは普通であると思っていますが，

ただし，地形に応じた土地利用の体系化を図ることにより災害軽減に向けることもあろうか

と思います。例えば国交省とかと景観についてこうしようとかキャッチボールしながら，少

しよりよい景観を考えていただくとよいと思います。 

 

【事務局（太田）】 

 国交省の所管の方は，国の景観を所管しているところもありますので，そちらと河川部局

でお話をしていただければありがたいことだと思います。私共も市の河川というものがあり

公共施設をつくるときにどこまで景観に配慮されているかというと，正直残念なところがあ

るのは事実です。そういったものを職員の景観に対する認識を高めていくのが課題であり，

市の所管の景観に配慮された施設ができればよいと思っております。 

 

【議長（木下部会長）】 

今回の会議でＡ案，Ｂ案のどちらにするか決めた方がよいのですか。 

 

【事務局（西野）】 

出来たらどちらかに絞り込んでもらえるとありがたいと思っておりますが，本日，豊田先

生が欠席されているため，決定は出来ませんので，今回の会議である程度どちらがよいのか

を決めていただき，豊田先生に報告したいと思っております。 

 

【議長（木下部会長）】 

あと，手引きも基本的な設計者である豊田先生の意見をもって決めていくとして，設計者

にとって手引きが使い易いものなのか，使いにくいものなのかでＡ案，Ｂ案どちらがよいの

か，またいろいろな設計者がみえますので，初めて使う方や，手馴れた方が使う場合もある

ので，分かり易さも異なりますし，使い易さも異なります。Ａ案はどちらかというと詳細に

作業の手順どおりに書かれており，初めて読む方には分かり易いと思います。ただ，使い慣

れた方にはすこしくどい，必要な部分だけ読みたい方にはＢ案の方が簡略化して要点も絞

られておりよいと思います。委員の皆さま御意見はありませんか。印刷すると全体のボリュ

ームはどれくらいになるでしょうか。初めての方が分厚いのをみると中身のどこを見てい

いのか分かりませんね。仮にＡ案であっても分かり易さとかビジュアル的にも整理が必要

ですね。 
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【村山部会員】 

 Ｂ案は簡略化されていますが,景観形成基準が入っていないのですね。チェックシートを

見ればよいのですね。実際，実務的にはチェックシート中心に考えればよいので，そういう

意味ではＢ案の方がよいのかなと思います。例えば第１章の周辺の景観特性を読み取ると

いうことで，景観類型区分とか景観資源を把握しなさいとか書いてあります。これも景観計

画本体を見ないと分からないことです。景観計画本体に書いてあることはこちらを見るよ

うに指示をして，必要最小限のことは景観設計の手引きで指示できるのではないかと思い

ます。 

 

【春山部会員】 

 私も村山先生と同じくＢ案がよいと思います。とんでもなく分厚いものでは読みたくな

くなります。分冊方式にして必要なところを読むようなツールを最初から考えて読みやす

くできればよいと思います。 

 

【事務局（課長）】 

基本的には，冊子もつくりますが，ホームページ上からプリントアウトする方は，例えば

Ａ案にしても前半の４章までの部分を印刷しておいて，５章のチェックシートは自分の該

当する場所だけを印刷して活用していただくのかなと思います。 

 

【村山部会員】 

 共通した部分と区別した部分が判るように目次が必要ですね。 

 

【議長（木下部会長）】 

１冊に纏めた冊子をつくりますか，また全てのエリアを含んでいますか。 

 

【事務局（西野）】 

 多分前回の部会の際に分けましょうかという話をしていましたが分けるとややこしいと豊

田委員はいっておりましたので・・・。どちらがよいでしょうか。結局使う方それぞれの考

え方もあると思います。ただ，ホームページでチェックシートは必要な部分の印刷ができる

ようにしております。 

 

 

【村山部会員】 

 今後，さらにガイドラインや景観形成基準の見直し，差替えの際に類型別に分冊していた

ほうが修正しやすいとも思います。アメリカのデザインガイドラインは，一冊５００ページ
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ほどありますが，実際使うところは共通部分と該当する部分が分かれています。 

 

【事務局（課長）】 

共通部分と分野別で分ければ勘違いしにくいです。Ｂ案を前提に一度つくりましょうか。

共通部分と類型別に個別で冊子にし，共通部分はそのままいつでも見られる形で，関係する

類型部分を選択し使ってもらえるようにならないかということですね。 

 

【事務局（西野）】 

チェックシートだけを分けるほうがよいのか，景観形成基準を分けるほうがよいのか。景

観形成基準は，今は鈴鹿山脈，山麓のだけのものを用意していますが・・・。 

 

【事務局（課長）】 

６４ページ，６６ページまでのところの部分を分野別に分けた方がよいですね。６３ペー

ジまでは共通部分になります。 

 

【村山部会員】 

 どういう順番になるか並べてみて検討ですね。個々の部分は確定していますので順番を検

討ですね。 

 

【事務局（西野）】 

一度，Ａ案をばらしてつくってみましょうか。分野別でばらしたほうが分かり易いのか，

どこまでまとめたほうが分かり易いのか試して，次回確認をお願いします。その構成で作成

し，その他で今の文言関係で修正があれば教えていただければ一緒に修正していきます。 

あと，御意見いただきたいのは，基本設計が終了し，次の景観協議から実施設計への流れと

なりますが，このやり方がどうなのかということで，事務局サイドでも疑問があり，これが

理想ですが，今の景観法の届出は設計者からなかなか提出されないので，結局施主側が色と

かもなかなか決めていただけないことから，結局着工直前に提出があることから，ほぼ実施

完了で業者も決まっていることから，実際の基本設計の段階で提出されるかが疑問で，それ

をいってもよいのかなと思っております。もしその段階の提出があれば少し簡略化した方が

よいのかとも考えています。委員の皆さまの御意見はありませんか。 

 

 

【議長（木下部会長）】 

設計プロセスの中で景観協議のタイミングは，基本設計の後にある景観協議ですがタイミ
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ング的にどうなのかと，あと内容の文言についてなにか御意見はありませんか。個人的には

景観協議はなるべく早めに行った方がよいと思いますし，色とかそういうものは後で変更と

か届出でもよいですが，配置は実施設計終わった後では変わりにくいので早期に協議を持つ

ことが必要と思います。 

 

【春山部会員】 

その場合の景観協議というのは，建築施工しようとしている業者と市との協議なのでしょ

うか。 

 

【事務局（西野）】 

基本的には景観形成基準がありますので業者である届出者との協議となりますが，極端な

ことをいいますと，景観形成基準に適合しない案件については，今考えているところでは，

景観協議を行った時点で，審査部会を経由して意見をいただくことを考えています。 

 

【春山部会員】 

この流れでは協議後，もう一度基本設計に戻るルーチンワークが必要になりませんか。こ

のままですと基本的にみんな通っていって，そのまま実施設計に進んでしまうということに

なります。 

 

【事務局（西野）】 

その部分を書いたら，設計者の反発があるのではないでしょうか。 

 

【春山部会員】 

それを合意できるか否かの協議には是非にかかわる判断が必要ですね。 

 

【事務局（西野）】 

基本的には景観協議しながら，基本設計を進めて行きますが，前回の提案では実施設計で

景観協議を行うことになっていたので。 

 

【村山部会員】 

景観協議は 1回ですか。もめる案件は何度も行うのですか。フロー図で基本設計の下に景

観協議がありますが，基本設計の横に並行して景観協議を行いながら基本設計を行うことに

してもいいかなと思います。今のままでは進んでいってしまう感じがします。長い協議を要

するものについては 1回で済むことはないので，基本設計をやりながら景観協議を行いなが
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ら回数を定めずに行うことにしてもいいかなと。 

 

【事務局（課長）】 

条例に基づく協議であるため，村山先生のおっしゃっている協議は事前協議の相談の段階

ですね。 

 

【春山部会員】 

そうであれば，基本設計のところの矢印を入れるならアドバイザーとの協議，相談を入れ

たらどうでしょうか。景観協議の中では，イエス，オア，ノーの結論を出すような協議会の

位置づけであると思いました。 

 

【事務局（西野）】 

イエス，オア，ノーという結論を出すというよりは修正してもらうということです。 

 

【春山部会員】 

そうであれば，ノーですね。ノーで修正してもらってイエスにすることですから。 

 

【事務局（西野）】 

出来れば配置とかも直せるものであれば合わせて直したいと考えています。今の条例では

事前相談という形をとっていますが，それを事前協議に変えていけばよいと思います。 

 

【議長（木下部会長）】 

８４ページのところで景観フローは，協議書を出して，通知出して行ったり来たりしま

す。 

３０日間の期限もありますので協議がなくても次にいってしまうのですか。 

 

【事務局（西野）】 

この３０日というのは，３０日ぐらい必要かなと思って設定してあります。法的には定め

ておりません。 

 

【村山部会員】 

協議がすんなり行けば３０日の間に行うとのことですが，景観協議が整えばいいですが，

整わなければ右に行き３０日プラスがあって，着手制限がかけられるのですね。 
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【事務局（西野）】 

条例案では，届出をする３０日前までにしてくださいとのことで，着手とは書いてありま

せん。 

 

【事務局（太田）】 

これは審査の期間を出来るだけ短くできないかというようなことですか。 

 

【事務局（西野）】 

８４ページの３０日とは，景観法の届出の３０日前までに協議をしてくださいとのことを

考えており,その中で協議が整わなかったら，根気よく付き合ってもらいたいですが，協議

終了とまではいけません。この景観協議が条例で行われていることから，なかなか強制が難

しいところもあります。そのため，行為者から協議の終了の申出を受ることができるという

規定も設けております。例えば協議していても，調整が整わず，協議を打ち切りたいと言わ

れれば，それを打ち切って正規の届出で勝負していく。景観協議が整わなかったときは，そ

こからはじめます。 

 

【松浦部会員】 

これについて，下段に３０日間のところに最大９０日間までとありますが，着手制限を解

除しなくてはならないわけですか。おかしいのがあっても解除するのですか。 

 

【事務局（西野）】 

法律的にはそうなります。その期間に変更命令や勧告をすることになります。 

 

【松浦部会員】 

それに従わない場合はどうなりますか。 

 

【事務局（西野）】 

変更命令まで出せば少し聞いてくれると思いますが，実際問題は許可でなく届出であるこ

とから法的な制約もあることから難しいところもあります。届出なので出したら終わりのよ

うな感じであります。 

 

【村山部会員】 

法律では限界がありますね。本気で守らせるために都市計画の規制としてうまくやってい

かないといけませんね。今はそこまで強制力がないということですね。 
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【事務局（西野）】 

本気であれは景観地区の設定や条例が必要になってきます。今は届出制度ですが，認定制

度にすればできますが。現行法の景観の４３ページを見ていただきますと，（４）の景観地

区というのがありまして，こちらは都市計画法に基づき市が定めるところであり，建築確認

でこれを見ていただくところになりますので，より強い規制になりますが，今までは届出で

済んでおりました。 

 

【事務局（太田）】 

 Ａ案で行きますと３ページの手順の流れと８４ページの届出の流れを拡大したようにな

っていますが，やはり３ページのところが修正を加えさせていただいた方がよろしいでし

ょうか。 

 

【村山部会員】 

より細かくするということですね。少なくとも３ページのフローはこれ以上細かくする

と見難くなりますね。この景観協議とか景観法の届出のところについてはより詳細なもの

は以降のページを見てくださいとして，少しページ間の距離がありますので近いところに

してもらえるとよいと思います。そうしないとすごく細かい章になってしまいます。３ペー

ジは目次も兼ねているような感じですね。話を戻してしまいますが，Ａ案をベースに再構成

して行きますと景観形成基準がこの景観設計の手引きに入ってくるのですか，そうなると

景観計画本体の内容とかなり重複してきます。景観計画は法律でこうしますとなっている

ので今の構成は変えられませんが，実際に配るときに，景観設計の手引きが設計者向けに充

実したものがあるので，逆に景観計画の中で景観形成基準だけこうしておくのも変な感じ

がします。手引きにある景観計画の序章，１章，２章，３章が前にあって，４章，５章，６

章あたりが後ろに引っ付いて，それをうまく統合した冊子の方が分かり易いと思います。 

 

【事務局（西野）】 

一度つくってみて判断します。 

 

【村山部会員】 

その中で，各パーツは出来ているので，どの順番であるのが分かり易いか，どれを景観計

画に載せていくか改めて仕分けをして欲しい。 

 

 

【吉島部会員】 

細かいところですが，２ページの「はじめに」は，前のページにもありますので，削除し
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た方がよいと思います。 

 

【春山部会員】 

余計なことですが，最初の「はじめに」の部分を読んでいますと，１ページに理念，目標

があって，その目標のところでは普通どこにでもあるような書き方をしていますが，その内

容と３ページの計画地の事前調査との関連はどのように位置付けられていますか。 

なんとなく，感じてくださいとか読み取ってください的なやわらかい書き方ですが，施工

者にあたる人が，「住みやすいまち，自然や歴史・文化を形成していくような景観資源をつ

くっていく」というようなことを考えるということで，地元の人たちと一緒に協議をして考

えようということが読み取れると思います。３ページの中では位置づけられるものがある

のですかね。多分，関わりあるものとして，鈴鹿市では歴史的・文化的な資源としての景観

があるところだと認知されているところであり，そこで建築行為が発生した時だけしか私

は考えておりませんが，一般的などれもこれもではなく，残して後世に伝えたい地域に関し

てこれと同じような比較がでてきたときに，それは何かの形で汲み取れる物はあるのかな

と思いましたが，そこはどうでしょうか。 

 

【事務局（西野）】 

基本設計の中で，先ほどの自己チェックシート，手引きＡ案の６９ページの中で，それぞ

れのところに景観形成方針があり，景観類型別区分がそれぞれの計画の中に定められてお

ります，その内容は自己チェックシートに記載しております。その認識もここで読まれるか

どうか分かりませんが，こういうことも注意して設計して欲しいとしています。 

 

【議長（木下部会長）】 

 そろそろ予定の時間も参りましたので，本日は結論までは出せないかと思いますので，次

回への継続審議となるかと思いますが，今日の内容ではＡ案をベースに再構築し，どれくら

いのボリュームになるか一度つくってみて，共通の部分とそれぞれの類型別の部分等の構

成をもう一度事務局で検討いただくこととして，また，本日欠席している豊田先生に設計者

としての御意見をいただいたり，話をしていただいたりして，それを受けて改めて次回の会

を開催することになろうかと思います。 

 

【事務局（太田）】 

 とりあえずＡ案ベースでつくってみて，つくっていく上でいろいろ考えが出てくること

もありますので，その場合は次回にＡ案，Ｂ案という形か，場合によっては何種類かの案を

示さしてもらい，御議論いただくことになると思います。 

 

【議長（木下部会長）】 
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 わかりました。それでは，この議題は終わらせていただきます。次に事項書３のその他で

すが，事務局から何かありますか。 

 

【事務局（太田）】 

本日はその他についてはございません。 

 

【議長（木下部会長）】 

それでは，それでは，事項書内容を全て終わります。改めて進行を事務局にお返しいたし

ます。 

 

【事務局（太田）】 

部会員の皆様，本日はありがとうございました。早速，事務局でＡ案をベースに作成し，

次回の部会に御提案いたしますので，部会員の皆様に御協議いただきたいと存じます。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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