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第７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２８年３月２９日（火）１５：００～１７：００ 

２ 開 催場所   鈴鹿市役所 本館１２階 １２０３大会議室 

３ 出 席委員   木下誠一（部会長），岡本肇，豊田由紀美，春山成子，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）鈴鹿市景観計画変更（案）について 
（２）鈴鹿市景観設計の手引き（案）の見直しについて 

６ 傍聴の可否   可 

７ 傍 聴 者   なし 

８ 議事録署名人  岡本肇 部会員，豊田由紀美 部会員 

９ 配 布資料  

   （事前配布資料）・事項書 

           ・資料            

１０ 議題の結果 

   （１）鈴鹿市景観計画変更（案）について・・・・・・・・次回へ持ち越し 

   （２）鈴鹿市景観設計の手引き（案）の見直しについて・・承認 

 

１１ 部会の内容（要約） 

【事務局（太田）】 

 それでは，定刻になりましたので，只今から第７回になります鈴鹿市景観審議会専門部会

を開催させていただきます。部会員の皆様方には，大変お忙しい中，御出席いただきまして

ありがとうございます。最初に，皆様方に御報告がございます。これまでお世話になってお

りました松浦部会員が，この度千葉大学の方に転任されて，この部会の方の辞職届が提出さ

れております。早速，景観審議会の会長であります吉島委員に御相談させていただいたとこ

ろ，後任に，本日御出席いただいておりますけれども，中部大学中部高等学術研究所講師の

岡本肇先生に御厄介になることとなりました。岡本先生，一言御挨拶の方をお願いいたしま

す。 

 

【岡本部会員】 

 御紹介に与りました，中部大学の岡本肇と申します。専門は，都市計画・まちづくりでご

ざいます。本日からよろしくお願いいたします。 
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【事務局（太田）】 

 どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 本日の会議等でございますけれども，昨年２月，第８回景観審議会になりましたが，その

審議会で御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解決の方向

性」，こちらについて御承認いただいたところでございますけれども，それを受けまして，

私ども庁舎内の庁内検討委員会というものを設置しまして，庁内調整を図りながら，景観計

画の変更案及び景観づくり条例の一部改正案を現在検討しているところでございます。 

 本日はその中で，景観計画の変更案について主に御審議いただきたいと存じます。 

 それではまず，お手元の資料について確認をさせていただきたいと存じます。１つに綴じ

させていただいておりますけれども，１枚目に「第７回鈴鹿市景観審議会専門部会 事項書」

というものを，その後ろ２ページ目に「第７回鈴鹿市景観審議会専門部会 資料」というこ

とで御用意させていただいておるところでございます。先生方，よろしいでしょうか。 

 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たいと存じ

ます。まず，議事録作成のため，録音をさせていただきます。議事録は，要約記録として，

公開とさせていただきます。なお，本日の傍聴人でございますけれども，お見えになってお

りません。また，本日村山部会員は御都合のため欠席と連絡をいただいているところでござ

います。 

 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。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御

報告いたします｡ 

なお，先程説明がありましたが，松浦部会員の辞職に伴い，職務代理者が空席となりまし

たので，要領第５条第３項の規定によりまして，職務代理者に岡本部会員を指名したいと思

いますが，よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

【議長（木下部会長）】 

よろしくお願いします。 

それでは，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。そうしますと，本日の議事録署名人は岡本部会員と豊田部
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会員になります。よろしいでしょうか。それでは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

たいと思います。「議題（１）鈴鹿市景観計画変更（案）について」についてということで，

事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局（西野）】 

それでは，よろしくお願いしたいと思います。 

それでは，議題（１）鈴鹿市景観計画変更案について説明させていただきたいと思います。 

 

今回の変更案は，当初の景観計画の理念と景観づくりの目標を踏襲しつつ，平成２７年２

月の景観審議会で御審議をいただきました「景観法・屋外広告物法の運用上の課題とその解

決の方向性」，社会のトレンドの変化や関連計画との整合性を踏まえまして，庁内検討委員

会での審議を経て，今回景観計画の変更案を作成いたしました。 

それでは，変更案と，現行の景観計画を一緒に見比べながら説明させていただきたいと思

います。 

まず，それぞれ目次の方を御覧いただきたいと思います。見ていただきますと，基本的に

は現行の景観計画の構成と同じで，下線を引いた部分が追加で盛り込んでいる，というふう

な構成で組み立ててございます。 

 

それでは，両方を比較しながら，変更したところを中心に説明をさせていただきたいと思

います。 

また，今まで専門部会で説明させていただいたところですとか，言い回しの変更ですとか，

本質的に変更のない箇所については，今回時間の都合上，説明を省略させていただきます。

御理解のほど，よろしくお願いしたいと思います。 

 

それでは変更案，現行の景観計画のそれぞれ１ページを御覧いただきたいと思います。 

「序章 鈴鹿市景観計画の趣旨」ということで，「１．鈴鹿市景観計画の必要性」「２．計

画の理念と目標」について，変更はございません。 

変更案４ページを御覧いただきたいと思います。現行の景観計画は３ページの下のとこ

ろを見ていただきたいと思います。「３．鈴鹿市景観計画の仕組み」のうち，「（３）鈴鹿市

景観計画の運用」というところで，これについて，現行の景観計画では「鈴鹿市景観計画ガ

イドライン」の記述がございますが，今回それを改定して「鈴鹿市景観設計の手引き」とし

て改編する予定でございます。ですので，その内容を反映した内容になってございます。た

だ，景観設計の手引きの内容については今後変わる可能性がありますので，その際にはこの

内容も変わる可能性がありますので，御理解のほどお願いしたいと思います。 
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それでは，変更案８ページを御覧ください。現行の景観計画では７ページになります。基

本的には景観計画変更案のところに下線を引いてございます。その部分が変更したと思っ

ていただければ結構です。 

「③歴史的・文化的景観特性」というところでございます。これについてですが，今庁内

検討委員会をしておりまして，その中で文化課からの指摘で，「軍都としての歴史を伝える

近代遺産」を削除しました。今鈴鹿では特筆して出すものはないとのことで削除をお願いし

たいということです。 

変更案９ページを御覧ください。現行の景観計画は８ページを御覧ください。最後の○の

ところで，「旧北伊勢陸軍飛行場掩体（国登録有形文化財）が残り，近代遺産として，……」

というふうに変更しました。聞くところによると，それほど市内各所にこういうものが残っ

ているということがなく，今回これが残っているとのことでしたので，表現的にこちらの方

が良いだろうという御指摘を文化課さんからいただきまして，それに基づいて変更させて

いただきました。 

変更案１０ページを御覧いただきたいと思います。現行の景観計画は９ページでござい

ます。現行の景観計画ではなかったのですが，今回の変更で関連計画の体系というのを明ら

かにいたしました。 

変更案１１ページを御覧いただきたいと思います。今回，関連計画の方が，鈴鹿市総合計

画２０２３，鈴鹿市観光振興方針，鈴鹿市都市マスタープランが改定をされましたので，そ

の改定した内容に沿って景観計画を変更いたしました。この内容については今，関係課に確

認をお願いしているところでございます。 

 

それでは，変更案１６ページを御確認いただきたいと思います。景観類型の体系図でござ

います。現行の景観計画は１４ページを御覧いただきたいと思います。 

今回の鈴鹿市都市マスタープランの改定の関係で，「代表的な景観要素」を変更する必要

が出てきました。どの部分を追加したかというと，幹線道路に「スマート IＣアクセス道路」

を追加いたしました。また，歴史的・文化的景観資源については「椿大神社」「神戸城跡」

を追加いたし，現景観計画では「旧東海道・伊勢街道」ですが，「東海道・伊勢街道に残る

歴史的まちなみ」に変更いたしました。 

変更案１７ページを御覧いただきたいと思います。景観類型に該当する地域を明記いた

しました。これは現行の景観計画にはございません。 

続いて１８ページを見ていただきますと，その内容を反映した景観類型図を明記してお

ります。これについては今回，最新のものに変更させていただいております。 

変更案１９ページを御覧いただきたいと思います。現行の景観計画は１６ページになり

ます。ここで，庁内検討委員会から，景観計画というのは行政計画であることから，市が主

語で文章が通るような表現にすべきであるという指摘をいただきまして，その視点で表現

方法を見直しました。民間の方々に行っていただく内容については，誘導，促進，促すとい
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うような表現を用いさせていただき，官民連携で行っていくような内容については，「周辺

住民等との協働により」というふうな表現を用いさせていただきました。このようなルール

に基づいて，第３章の表現の全体的に見直しをさせていただいております。主に下線部が変

更した箇所でございます。内容については大きな変更はないと思います。 

この章については大きな変更があった箇所についてのみ説明させていただきたいと思い

ます。 

まず，変更案１９ページを御覧いただきますと，景観形成方針の中の○の４つ目です。こ

れについては，新たに追加した事項でございます。これは景観上の空き家対策としてここに

入れた項目でございます。「○ 建築物の外観等が周辺の良好な景観を著しく損なわないよ

う誘導します。」という内容を追加させていただきました。これについては，後に出てきま

す丘陵地，平野部水田地，里山水田地，市街地についても同じような内容を追加しました。 

変更案２３ページを御覧ください。現行の景観計画は２０ページになります。市街地のと

ころでございます。ここにつきましても，景観形成方針の○の２つ目を御覧いただきたいと

思います。ここにつきましても，１行目の後半になりますが，「事業者と周辺住民等の協働

のもと，緑化の促進や街路灯のデザインへの配慮などにより良好な景観形成を誘導します。」

というふうに変更いたしました。 

次に，鈴鹿市における代表的な景観要素の中の《大規模商業施設》でございます。ここに

ついても，○の１つ目について，「○ 商業施設の敷地内においては，事業者に対し，でき

る限り多くの緑化と，周辺住民等との協働による適正な維持管理を促進します。」という表

現に変更してございます。この表現は，変更案２４ページの《大規模工場》の○の２つ目も

同じような変更をかけさせていただいております。 

変更案２５ページを御覧ください。現行の景観計画は２２ページになります。「（２）市の

個性を彩る景観軸」の「①河川」のところでございます。ここの，鈴鹿市における代表的な

景観要素の中の《鈴鹿川》のところでございます。それの○の１つ目でございます。この部

分についても「素材や色彩，緑化への配慮により，鈴鹿川の自然的景観と調和するよう働き

かけます。」という表現に変更しております。ここで，「働きかけます」という言葉を使わせ

ていただいておりますが，国・県に対して要望するときは，「働きかけます」という表現の

方が分かりやすいであろうということで，こういう表現に変更してございます。 

変更案２７ページを御覧いただきたいと思います。現行の景観計画は２４ページになり

ます。「③幹線道路」でございます。景観形成方針の○の１つ目のところでございます。こ

こについて，下線部で「等の手法により」というような追記を入れさせていただいておりま

す。これについては，無電柱化や歩道の美装化，街路樹の適正な配置や維持管理等の例を示

す表現にするために，「等の手法」という文言を追加いたしました。 

また，○の２つ目です。新しく規定をしておりますが「○ 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。」と追加してございます。 



6 
 

それから，《(都)鈴鹿中央線（三日市・西条付近）》のところでございます。ここの○の３

つ目につきましては，沿道景観に大きな影響を及ぼす大規模な公共施設や工場，店舗につい

て，今の景観計画では「先導的に緑化などを図ることで」というのを「できる限り多くの緑

化等を促進することで」という表現に変更してございます。 

《(都)加佐登鼓ヶ浦線（サーキット道路）》について御説明をさせていただきます。ここ

について，目標の語尾を「鈴鹿らしい魅力ある景観づくりを図ります」となっているのを「進

めます」と変更いたします。他のところを見て，「景観づくり」と来れば「進めます」とい

う表現になっておりますので，表現の仕方を統一させていただきました。それと○の１つ目

でございます。これについては「道路本体の魅力の増進に努めます。」というのを「周辺の

景観との調和に努めます。」というふうに表現を変更してございます。 

変更案２９ページを御覧いただきたいと思います。これについては，現行の景観計画には

ございません。先程御説明させていただいたとおり，代表的な景観要素として追加した《ス

マートＩＣアクセス道路》について，景観形成の目標と景観形成方針を新たに追加させてい

ただきました。御確認のほど，お願いしたいと思います。 

変更案３１ページを御覧いただきたいと思います。現行の景観計画は２７ページになり

ます。「②駅前商業地」というところでございます。ここのところの○の２つ目ですが，鈴

鹿市駅周辺でございます。現行の景観計画では商業に関する記述が触れられていなかった

ので，鈴鹿市都市マスタープランとの整合性も勘案しながら，次のような文章に変更させて

いただきました。「鈴鹿市駅周辺では，周辺住民等との協働により，地域型商業拠点及び市

役所直近の立地特性を活かしたまちづくりを進めるとともに，」という内容を追加してござ

います。 

変更案３３ページを御覧ください。現行の景観計画は２９ページになります。鈴鹿市にお

ける代表的な景観要素の中の《東海道・伊勢街道に残る歴史的まちなみ》というところでご

ざいます。○の２つ目，ですので変更案３４ページの一番上の○について，空き家・空き地

の問題に関しての記述でございます。「○ 周辺住民等との協働のもと，空き家・空き地の

利活用の促進により，歴史的なまちなみの保全に努めます。」というふうに表現してござい

ます。 

○の３つ目，ここでいう２つ目の○については，幹線道路で説明させていただいた内容と

同じように，無電柱化や舗装の美装化等の例を示した表現にするため「等の手法により」と

いう文言を現行の景観計画から付け加えさせていただいております。 

○の６つ目です。「○ 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。」というふうに追加いたしました。 

それと，先程も御説明させていただきましたが，鈴鹿市都市マスタープランとの兼ね合い

で，代表的な景観要素として《椿大神社》，《神戸城跡》を追加してございますので，その内

容に沿って，景観形成の目標並びに景観形成方針を新たに明記いたしました。御確認いただ

きたいと思います。 
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変更案３６ページを御覧いただきたいと思います。現行の景観計画の３２ページでござ

います。「１．届出対象行為」については，２行目のところに法的根拠を追加いたしました。

その他については変わってございません。 

変更案３８ページを御覧ください。現行の景観計画は３４ページになります。今まで専門

部会で長い間，景観形成基準の改定について御審議をいただきましたが，今回その内容を反

映した案になっております。主な変更点として，１つ目は景観形成基準を，遵守事項，要は

必ず遵守しなければならない事項と，協議事項，要は景観上それについて協議を行う事項，

という２種類に区分させていただきました。２つ目はそれぞれの景観類型別に景観形成基

準を設定しました。大きくこの２つについて変更させていただきました。変更案３８ページ

の２行目のところで，「該当する景観類型（市の特性による面的区分，市の個性を彩る景観

軸・拠点）の全ての景観形成基準に適合する必要があります。」というふうに謳わせていた

だいております。（２）個別事項の中で遵守事項と協議事項について定義を行っております。 

変更案４０ページ以降で，景観類型別の景観形成基準の内容を列挙してございます。これ

については御確認をしていただきたいと思いますので，説明を省略させていただきます。 

変更案６８ページを御覧ください。これは新たに追加した事項でございます。「３．鈴鹿

らしい良好で質の高い景観への誘導」ということでございます。内容は御確認をしていただ

きたいと思いますが，具体的にどういう内容のことかというと，鈴鹿市内の建築行為等に対

して，景観類型別に係る景観形成基準を参考にして景観設計を進めていただくとともに，身

近な景観資源についても発見していただいてそれに対する景観上の配慮をお願いします，

というような内容になってございます。このことによって，鈴鹿らしい良好で質の高い景観

への誘導が図れるものと考えてございます。 

変更案６９ページを御覧ください。合わせて現行の景観計画の３７ページを御覧いただ

きたいと思います。「第５章 良好な景観の形成に向けた方策」ということでございます。

ここの初めのところに，地域別景観資源調査の内容について入れさせていただきました。タ

イトルとしては「１．景観資源の抽出と認知度の向上」ということで，そこの２段落目から

読み上げさせていただきますと「市民参加による地域別景観資源調査を実施し，その地域の

景観資源の抽出を行います。その結果を踏まえ，『地域別景観資源マップ』を作成し，地域

内住民並びに市民への情報提供を行い，これらへの認知度を高め，景観資源の保全・活用へ

の景観意識の醸成を図ります。」ということで，景観資源の調査を表記してございます。そ

の下は基本的には今までと同じでございます。 

変更案７０ページを御覧いただきたいと思います。（４）については新たな追加事項でご

ざいます。「（４）景観重要建造物・景観重要樹木への技術的援助等」ということで，追加を

いたしております。「景観重要建造物・景観重要樹木について，建造物の老朽化や耐震上の

問題，樹木の枯死の問題があり，所有者の努力だけでは保全することが大変難しくなってい

ます。そのため，保全のための技術的援助等を行い，景観重要建造物・景観重要樹木の保全

に努めていきます。」というふうに表記いたしました。 
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変更案７１ページを御覧いただきたいと思います。これについても新たに追加した内容

でございまして，「３．文化財保護法等に基づく重要文化財等の指定等」「４．登録・認定地

域景観資産の登録・認定」ということで，ここの「１．景観資源の抽出と認知度の向上」か

ら「４．登録・認定地域景観資産の登録・認定」というのが景観資源の保全・活用策という

ことで，市として考えている方策というのを全てここに載せてございます。その中で，「４．

登録・認定地域景観資産の登録・認定」について読み上げさせていただきます。「景観法に

基づく景観重要建造物・景観重要樹木，文化財保護法等に基づき指定・登録された建造物・

樹木のほか，地域の身近に残っている景観資源も，鈴鹿らしい景観を形成する重要な要素と

して，地域の魅力向上の役割の一翼を担っています。そこで，景観づくり条例に基づき，一

定の地域における景観の形成上，歴史的又は文化的価値がある建造物・工作物・樹木を登録

地域景観資産あるいは認定地域景観資産として位置づけて，保全・活用のための技術的援助

等を行い，地域の身近な景観資源の保全・活用に努めます。」としております。これについ

ては市の独自の施策でございます。 

変更案７２ページを御覧ください。現行の景観計画は３９ページで，ここはタイトルを

「５．三重県屋外広告物条例による許可」と変更しただけです。それ以下は全て同じです。 

変更案７５ページを御覧いただきたいと思います。現行の景観計画では４１ページにな

ります。「第６章 市民が主役の景観づくりに向けた取組」でございます。この前文は現行

の景観計画とほぼ同じ内容になっているのですけれども，２行目の後半から「具体的に鈴鹿

らしい景観を作っていくためには，地区別景観づくり計画を策定し，景観法に基づく各種制

度等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す。

このことが地区の景観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

変更しました。 

それから「１．地区別景観づくり計画の策定の仕組み」でございます。「（１）地区ごとの

景観づくりの進め方」で，ここの後段部分を追加してございます。「それぞれの景観づくり

の取組に応じて，地区別景観づくり計画について，次に掲げる事項を定めることができま

す。」としております。その下には，地区別景観づくり計画で定めることのできる事項を例

示してございます。これを全て満たしていないとダメだということではなく，地域のそれぞ

れの取組によって，やっている取組の中でそれを反映して，というふうにしていきたいと思

います。 

変更案７７ページを御覧いただきたいと思います。現行の景観計画は４２ページになり

ます。「（３）市民自らの発意による計画策定への支援」ということでございます。ここにつ

いては３行目のところからですが，「市民が主体となって景観づくり活動を推進する下表の

団体に対し，計画策定に向けて積極的に支援します。」ということで，支援する対象となる

団体を明らかにしてございます。その団体について御説明させていただきますと，１つ目は

「地域づくり協議会」でございます。これは今，地域課の方で進められております，小学校

区単位等で成る地域の組織でございます。ただ，全ての地域づくり協議会がこの団体になる
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ということではなく，「地域別景観資源マップ」の作成や「地区別景観づくり計画」の候補

地の選定に取り組んでいる地域づくり協議会に対して技術的援助等を行っていこうと考え

ております。 

また，２つ目は，景観形成協議会でございます。これは条例上規定していきたいと考えて

います。「地区別景観づくり計画」の候補地内の土地所有者等が「地区別景観づくり計画」

の作成を目的として結成し，市が認定した住民組織，というのを支援する団体としていきた

いと思っています。 

変更案７８ページを御覧ください。これは新規でございます。地区別景観づくり計画策定

に向けた具体的な景観づくり活動のイメージの一例をここで示しております。具体的には，

関心を寄せている「地域づくり協議会」から市の方に依頼があり，都市計画課の技術的援助

のもと，地域づくり協議会で「地域別景観資源マップ」の作成や「地区別景観づくり計画」

の候補地の選定を行っていただきます。そして，「地区別景観づくり計画」の候補地内の土

地所有者等が「地区別景観づくり計画」を作ろうということで組織化されれば，その時点で

「景観形成協議会」が結成されます。それについて，都市計画課の方から技術的援助を行い

ながら，景観形成協議会の中で「地区別景観づくり計画案」を住民の方と協議をしながら作

っていただきたいと考えています。そして，出来た暁には景観計画提案制度に基づく手続き

で，その計画案を市へ提案していただき，市が地区別景観づくり計画の指定，これは景観計

画の変更になりますが，それを行っていくというような一例を示してございます。 

変更案７９ページを御覧ください。これについても新たに追加ということです。「（４）景

観計画提案制度による計画策定の促進」でございます。「景観形成協議会は地区別景観づく

り計画案を作成し，景観計画提案制度に定める提案を行い，市は地区別景観づくり計画を景

観計画に位置づけます。そこで，当該計画案の作成を促進するため，景観計画提案制度の地

区の規模面積の規定を引き下げる（０．５ｈａ→０．３ｈａ）ことにより，小規模であって

も地区別景観づくり計画の提案ができるようにします。」と考えています。今の法律では０．

５ｈａ以上ないと提案ができないのですけれども，それを条例によって０．３ｈａまで引き

下げる，そのことによって提案をしやすくしたいと考えております。「また，良好な計画的

市街地の形成を図るため，土地所有者等が都市計画提案制度に基づく地区計画の提案をし

ようとする場合，その提案に合わせて，良好な景観づくりを促進するため，景観計画提案制

度に基づく『地区別景観づくり計画』の提案を求めます。」と考えております。 

変更案８０ページを御覧ください。現行の景観計画は４３ページでございます。「２．各

種制度等の活用」でございます。ここで新たに追加したのが「（１）歴史的まちなみにおけ

る建築物等の修景基準」でございます。地区別景観づくり計画を策定するに当たって，建築

物等の建築行為等に対し，修景基準を定めることができるとまずしており，その修景基準に

あった建築物等を建築等しようとする場合は，市からの技術的援助等が受けられるように

しようと考えており，その制度の活用について記述しております。修景基準とはどういう基

準かというのは，今考えておりますのは，景観形成基準に適合した上で，歴史的まちなみを
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継承するため，より積極的に，魅力ある景観形成に寄与する基準と考えています。 

（２）以下は，現行の景観計画とほぼ同じですが，市民の方が見て分かりやすい表現にと

いうことで，「（２）景観地区」，「（５）景観整備機構」については文章を変更しております。

御確認ください。 

変更案８２ページを御覧いただきたいと思います。現行の景観計画では４５ページでご

ざいます。「３．景観意識の醸成」というところで，ここで新たに，景観に関する普及啓発

に取り組む活動団体を市に登録することができる制度について追記しています。「（４）景観

形成市民団体の創設」ということで，「市民及び事業者が景観づくりに関する活動を行う団

体を結成し，当該団体を景観形成市民団体として，市に登録することができる制度の創設を

進めます。また，当該団体の活動などについて，広報やイベントなどを通じて，より多くの

市民に周知されるよう努めます。」と追記をしています。 

 それから横にカラーのページが付いていますけれども，先程の変更案１８ページのカラ

ーページがこのページでございます。これが基本的な区分図になります。 

 

以上で，「議題（１）鈴鹿市景観計画変更（案）について」の説明を終わります。よろし

くお願いします。 

 

【議長（木下部会長）】 

 はい，ありがとうございました。事務局の方から，景観計画変更（案）ということで，内

容の変更あるいは新規に追加されたところとか，言い回しを見直したとか，そういう修正を

重点的に御説明いただきましたけれども，何か御質問や御意見がございましたらお願いい

たします。どこからでも結構ですので，何かお気づきの点がございましたらお願いしたいと

思います。 

 

【春山部会員】 

 １６ページの下のところに表がございますけれども，歴史的・文化的景観資源というとこ

ろを見ていると，椿大神社，神戸城跡，東海道・伊勢街道に残る歴史的まちなみとあります

けれども，例えばこの地域だと伊勢の国分寺みたいなものは大変重要な目印になるような

文化財なのではなかろうかと思うのですが，その周辺地域はこういったものに入れること

はしなくて良いのですか。既に残っているものは多分，景観というよりはあったということ

と，それから遺跡なのだとは思いますけれども。周辺地域の保全についても都市計画の汎中

ではないかと思いますが。 

 

【事務局（太田）】 

 特に文化課等からは入れるべきであるという意見は出なかったのですけれども。 
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【春山部会員】 

 そうですか。実際に今建てられている，鈴鹿市考古博物館というような名前が付いていて，

その周辺地域には礎石だけ残されているところがあって，大変重要なところなのですが，そ

れほど訪れた人が理解しやすいようなものかというと，文章で書いてあるだけだったりす

るものだから，例えばそういったものに絵図であるとか古図であるとか空中写真のような

ものを近隣のところに配置するような形で，伊勢の国分寺としての意味は大変大きなもの

だろうと思うので，何かプラスして認知をより高めていったら良かろうなというようには

思います。 

 ２１ページの平野部水田地のところで，水平方向に広がる水田地帯にあって，電柱が並ん

でいますという，これは電柱があって良いというふうに考えてこれが載っているのかな。４

枚写真が掲載されていて，右下です。水田の中の電柱って，夾雑物みたいに，私にはノイズ

にしか見えないのだけれども，これは良い景観としてここに載せたい写真ですか。 

 

【事務局（西野）】 

これは良いものだということでは載せてはいないとは思います。 

 

【春山部会員】 

 景観特性として記載すると市街地では夾雑物というより生活必需品だから仕方ないのか

と思いますが緑地景観を表象するのであれば夾雑をのぞく写真を掲載した方が良いと思い

ませんか。せっかく載せるのですから。 

 

【事務局（西野）】 

 はい，そうですね。写真については色々と御意見を前からずっと言われていまして，とり

あえず文章的なことをまずお話させてもらって，写真については再度御相談をさせていた

だきたいと思います。先程言われたように，やはり景観特性ということなので，悪いものも

景観特性と考えるのか，それとも色々意見はあるかと思いますが，ただ基本的には良いもの

を載せていくということが基本的なことだと思いますので，この辺については再度検討さ

せていただきたいと思います。 

 それから国分寺のことですけれども，これについては多分文化財の方では指定はされて

いるというふうに考えていて，これに関して景観上，歴史的・文化的景観資源というものに

は該当するというふうには考えておりますけれども，代表的な景観要素であるかといえば

それにはまだなっていないというのが実情でございます。これについても文化財課と一度

話をさせていただきながら，検討させていただきたいと思います。 

 

【春山部会員】 

 ２９ページのところに，６次産業施設や観光施設とあるのですけれども，具体的に鈴鹿で
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の６次産業施設というのはどのようなものをここの文章の中で表現されていらっしゃるの

ですか。 

 

【事務局（太田）】 

 スマートＩＣ利活用エリアというものを新しい鈴鹿市都市マスタープランでは位置付け

されておりまして，そこに立地可能なものと，市街化調整区域でございますので基本的には

建築物等が建てられない地域になっておりますけれども，地区計画制度を用いたような形

のもので大規模な工業団地を誘導したり，６次産業施設というものであれば立地可能であ

るという位置付けをさせていただいております。具体的にというのはまだ動きは特にござ

いませんけれども，こちらの方はお茶や花木の生産が盛んなところでございますので，そう

いった農作物を生産，加工そして販売するような施設であれば，立地が可能であるというふ

うに位置付けをさせていただいているところから，そのままこれを引用させていただいた

ところでございます。 

 

【春山部会員】 

 それでは今後，スマートＩＣアクセス道路の周辺にはそういったものが造られていくの

だ，とそういうことなのですか。 

 

【事務局（太田）】 

 そうですね。 

 

【春山部会員】 

 それらの地区においても景観保全を基本として捉えれば良いのですか。 

 

【事務局（西野）】 

そうです。 

 

【春山部会員】 

 ３１ページの駅前商業地で，景観形成方針の枠の中に，白子駅周辺云々というふうな形で

出てきますけれども，この白子駅周辺だと伊勢型紙資料館やあるいは連子格子のまちなみ

があると思いますが拝見すると交通ターミナル型商業拠点としてのにぎわい創出のみが重

要と読めるのですが，これはどういうふうに白子駅周辺を今後される御予定があるのです

か。 

 

【事務局（太田）】 

 駅周辺と言いましても，本当に駅周辺の部分と，それから伊勢街道は少し東の方に下がっ
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ておりますのでそちらの沿線とは，少し意味合い的にまちづくりとしては違う方向性を示

していた方が良いのかなということで，「ともに」というような言葉で続けて，２つのよう

な意味合いのことを表現させていただいております。 

 

【春山部会員】 

 白子駅前を御存じない方が読んだ場合思い描くのは交通ターミナルでバスか発着する区

間と読める。この交通ターミナルをどのように景観として考えるのでしょうか？一方，古い

建造物地区をどのようにかしようとする計画があるようにも読み取れる。その次は鈴鹿市

駅周辺ですが，地域型商業拠点とそれから更にやはり伊勢街道をはじめとする，という２つ

の全く次元の違うものが併記されているので，双方の都市景観の分類をした上で今後の駅

前商業地と後背地域についての景観地区の意義付けがあると良いと思います。３３ページ

では伊勢型紙資料館に関する記載があります。全体を通して誰が読んでも分かるという表

現とした方が良いかと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 そうですね。先生のおっしゃるとおり，東海道・伊勢街道に残る歴史的まちなみのところ

と，駅前というのがダブってきているということでございます。それで，駅前商業地という

のは，枠としては大きく捉える中で両方が入り混じっているというところがありますので，

それを表現している訳でございますけれども，それが分かりにくい……。 

 

【春山部会員】 

 多分，指しているところは別のところだと思いますけれど。南北に出ている近鉄線に対し

て東側と西側でしょう。西側がターミナルで東側が街道筋だから。違うところを指している

と思うけれども。白子の場合には。 

 

【事務局（太田）】 

 そうですね。この白子の部分に関しては，基本的には現行の景観計画のまま特段変更さて

いただいている箇所ではないわけです。おっしゃられる面もなるほどな，とお聞きさせてい

ただいて，上手く後背地というような言葉を入れながら修正ができればとは思いますけれ

ども，ある面このままでもどうかな，と思いますけれども。 

 

【春山部会員】 

 次いで３８ページ，景観形成基準。基本的事項の中でａ）ｂ）ｃ）ｄ），例えばｄ）は，

ある敷地の中に建築物・工作物を造るということで，その敷地内の中の全体としてのまとま

りというふうに読み取れますが狭い敷地内のみならず敷地を含む周辺地ともマッチングで

きるデザインに意味があるような気がします。よりそのまとまりのあるデザインというも



14 
 

のが質の高い景観にはなるのではないかという意見です。 

 

【事務局（西野）】 

 これについては，基本的事項の中のｂ）とか，その辺も見ていただきますと，周辺への配

慮というのがあるかと思います。それも踏まえながら，建築物について実は景観計画の届出

というのが建築物単位で届出を受けるというような規定になっておりまして，その兼ね合

いで実際問題は建築物の１つしか受けないけれども，例えば敷地内に複数あればそれにつ

いても配慮してくださいねという意味合いでｄ）というのを設けているわけでございます

ので，御理解いただきたいというふうに思います。 

 

【春山部会員】 

 最後に取りまとめるのが市であって，市が何か意見を言うことができるというのであれ

ば，個別に出てくるものの一つ一つのデザインは良いがＡさんの敷地とＢさんの敷地でか

け離れた景観を創出すると，地域としての良好な景観から外れる場合もあるのではないで

しょうか？そこのところをもう一つ，大き目の網を掛けたら良いのではないかというのが

私の意見です。 

 

【事務局（西野）】 

 先生のお話の中というのが，実は基本的事項の中の全てについて加味をしていくという

ことになりますので，例えばａ）とかｂ）とかというのもございますし，基本的には景観を

設計するに当たって多分設計者の方々は周辺の景観の状況を見ながら設計をしていただけ

るものだと認識はしておりますので，先生のおっしゃられる内容のことについて何とかａ）

かｂ）か，で網羅されているのではないかなというふうに考えておりますので，できたらこ

の景観形成基準，これは実は現行の当初の案からそういう内容になっておりますので，この

部分については今も運用していることでございますので，このままでいかせていただけれ

ばというふうに思っております。以上です。 

 

【春山部会員】 

 次６９ページ。市民参加は大変良いと思うし，協働は素晴らしいと思いますが市民が参加

して様々な調査をし，それに関わらない人たちの間の中でもワークショップが適宜行われ

ると良いかと思います。単に情報提供を一方的にした方が良いと考えますか。 

 

【事務局（西野）】 

 今，地域別の景観資源のあり方なのですけれども，基本的には地域づくり協議会というも

のを母体にしていきたいというふうに考えてございまして。どういうふうな組織かという

と，地域全体を，まちづくり全体を全て網羅するようなものが地域づくり協議会というイメ
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ージがございまして。例えば自治会とかＰＴＡとか体育振興会，それから子ども会，老人会，

商店会，農業団体，地区社協とか，全て含めて地域づくり協議会というのが構成されるわけ

ですので，そこが主体となってマップ作りを行うということで今考えてございますので，そ

の協議会と色々お話し合いをしながら，これに御参加されない方もなるべくこれに関して

情報発信できるような形で進めていきたいというふうに考えております。 

 

【春山部会員】 

 次いで７１ページ。「４．登録・認定地域景観資産の登録・認定」というような書き方が

なされていますが景観保全ではコア部分から周辺地域までをいくつかレベルに格付けをし，

それぞれのレベルに応じた計画をするのが一般的と思います。評価にはこの中の登録・認定

でそのような概念は含まれますか。レベルを変えるという意味です。ゾーニングをＡ，Ｂ，

Ｃ，ところによってはＤまでを付加する場合もあると思います。 

 

【事務局（西野）】 

 そうですね。実は，登録・認定地域景観資産について，ここで今どういうようなことを考

えているのかということについて，簡単に御説明をさせていただきますと，身近な景観資産

というのをここで登録していこうというふうに考えておりまして。例えば重要文化財の指

定とか，景観法に関する景観重要建造物・景観重要樹木というのは，実は現状変更が非常に

難しいものでございます。ですので，例えばどうしても景観上重要なものについては，この

分野のものの指定というのが考えられるのではないかと。だからＡというか本当に重要な

ものについてはそういうもので賄えるのではないかと。それ以外の例えば，先生の言い方で

言いますとＣとかＤとかというような，市全体の代表的な景観資源ではないけれども地域

の身近な資源というのは多分その他にあるだろうというふうなことを考えておりまして。

それに関して登録とか認定とかの地域景観資産というような形で行っていきたいというふ

うに考えています。具体的には例えば，登録地域景観資産の建造物であれば，築５０年以上

経っていて，景観上文化的価値を有するものについては登録をしていこうというふうに考

えてございます。また，築５０年未満のものであっても専門家の推薦があればそれについて

も受けていこうというふうに今考えておりまして，これについてはなるべく簡単に登録し

ていただけるような制度にしていこうというふうに考えております。というのは，自分のと

ころの地域で景観資源の見える化というのを進めていって，自分のところの地域の景観の

良さというのを認識していただこうというふうなことで，こういう制度を設けていきたい

というふうに今考えております。以上です。 

 

【春山部会員】 

 その次，８０ページと８１ページでは各種制度等の活用に関する記載がありますが，例え

ば文化庁が導入した重要文化的景観の概念はこの中にはあまり見られないような気がしま
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すが，どこかで考えてはおられるのでしょうか。 

 

【事務局（西野）】 

 文化課と協議をしていて，その中で鈴鹿は実はなかなか建造物では一つもないらしいで

す。今聞いておりますと，なかなか文化課の方も色々と検討しているとのことですが，なか

なかそこまで至る建物というのは市にはないというような判断を文化課の方はどうもして

いるというようなことで聞いております。それで，これを設けたというのは，地区別景観づ

くり計画の策定ということで，地区の方が集まっていただいて，自分のところの建物の規制

とかを今よりも厳しくしていこうというふうなことで，皆さんの合意があって初めてでき

るものというふうに考えておりまして，その中で更にまちなみを形成するような，より魅力

的な景観形成に寄与する基準というのを更に設けられたところについては，市からも技術

的な援助を行っていこうと。それによって修景基準というかそういうものができることに

よって，より質の高い景観形成ができるのではないかというような後押しを市としてでき

るような形でこういう制度を今検討しております。以上です。 

 

【春山部会員】 

 重要文化的景観は，建物単体に対しての話ではなくてもっと広いエリアに対していうも

のなので，もう一度考え直していただけませんか。というのは，私は前にもお話をしていま

すけれども，やはり白子のまちの近鉄線より東側のエリアであるとか，それからあまり他の

ところは分からないけれども，守るべきところがあると思います。放っておくと無くなって

しまっていつの間にか駐車場になってしまっていく，巨大なビルが建ってしまう前に何か

手を打ってほしいなというふうには思いますので。一度文化課と御考えいただいたら嬉し

く思います。以上です。 

 

【議長（木下部会長）】 

 いくつか御指摘いただきましたけれども，もう一度そちらの方で御検討いただくものと，

これまで実際に運用されているものもあるので，変更できない点もあるかとは思いますけ

れども，もう一度検討はしていただければなと思います。 

 

【事務局（太田）】 

 また御報告させていただきましょうか。 

 

【事務局（西野）】 

 そうですね。今回専門部会で御議論いただいた内容というのを再度検討させていただい

て，また庁内検討委員会にかけさせていただく予定でおります。またかけさせていただいた

内容を再度専門部会にかけさせていただいて，市としてはこの案でいきたいということで，
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変更案の完成というのを考えております。もう一度お話をさせていただく機会というのは

あると思います。 

 

【議長（木下部会長）】 

 はい，ということで，他にございませんでしょうか。 

 

【岡本部会員】 

 よろしいでしょうか。７５ページのところの≪地区別景観づくり計画≫に色々と項目が

書いてありますが，新しく追加をされたところで，先程の説明で例示ということを非常に強

調されていました。しかし文章を見るとあまり例示に見えなくて，「次に掲げる事項を定め

ることができます。」と書かれています。要するに多分この中からいくつか選択してという

ようなイメージだと思いますが，この≪地区別景観づくり計画≫に書かれている事項以外

は作れないというような書き方ですよね。 

 

【事務局（西野）】 

 そこまではこだわってはいないのですが。ある程度これで網羅できるかなというふうに

認識はしているのですが，ただあくまで例示というか，ないものについてはこれで絶対ダメ

ですよということには多分ならないと思ってはおります。 

 

【岡本部会員】 

 口頭では例示と強調されていたが，文章を見るとあまり例示には見えない。 

 

【事務局（西野）】 

 思っていたのがこれくらいかなというふうに思っていて，逆にこれよりも少ないのはあ

るのかなというふうには思っていまして。その辺でもし何か他にこういうものも入れたら

良いよということがあれば教えていただければ有難いなと思います。 

 

【事務局（太田）】 

 文章を変えて，何か思いつかないことがあったときのために，今は多分文章的に言うとこ

れ以外のものが出てきたときに，次に掲げる事項を定めることができるとなっているとそ

れ以外のものになる場合はどうかな，ダメなのかなというような文章になっているので，文

章を考えさせていただきましょうか。 

 

【事務局（西野）】 

 そうですね，はい。 
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【岡本部会員】 

 あと８０ページの「２．各種制度等の活用」のところですが，ここは景観地区とか景観協

定とか色々書いてありますが，地区別景観づくり計画に沿らなければ活用できないような

書き方のような気がします。地区別景観づくり計画ができない限り景観協定を市民自ら作

ることはできない，というような書き方のような気がします。市の意図としてはそうではな

いような気がするのですが。 

 

【事務局（西野）】 

 書いたときは，地区別景観づくり計画のそれが大まかでないと，例えば景観協定とかとい

うのも，多分景観協定の方が厳しいという認識をしているので，できないのかなと。基本的

には地区別景観づくり計画を実行する手段として色々ありますよね。その中の１つのパー

ツとして景観協定とかがあったりとか，景観重要公共施設とか景観重要建造物・樹木とかが

ありますよね，というふうな認識でおったわけです。それで，ただ全くできないのかとなる

と……。 

 

【事務局（太田）】 

基本的には地区別景観づくり計画を作ってもらって，ということになるのですよね。 

 

【事務局（西野）】 

そうですね。多分，どうですかね，景観協定を作るのはかなり厳しいですよね。契約にな

るので。 

 

【岡本部会員】 

そうでしょうね。 

 

【事務局（西野）】 

そうなると，多分地区別景観づくり計画の方がより緩やかになってくると思いますので，

合わせて作ってもらいたいなとは思いますけれども，ただ先生のおっしゃるように制度的

にこれができないのかということになると確かに問題ではあるので，あまり……。 

 

【岡本部会員】 

そうだとすると，２．の項目は各種制度等の活用と書いてありますが，１．が策定の話で

すよね，この項目の１．が地区別景観づくり計画の策定の仕組みですよね。そうすると，２．

が「策定の後」とかそういうような書き方をしてこの色々な制度を書かれた方が分かりやす

いのかなというような気がします。１．が策定の話で２．の話は基本的に策定後の話ですよ

ね。また，景観協議会などは策定の段階の話も含まれる話なので２．で記述するのが果たし
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て良いのか……。よくよく読めば何となく分かるのだけれども，何となくパッと入ってこな

かったなというイメージがあったので。 

 

【事務局（西野）】 

そうですね。またその辺の整理はさせていただきたいというのが一つと，それと景観地区

とか景観協定というのが，確かにこのままでは地区別景観づくり計画ができないとできな

いような仕組みにはなっている，なっているというか法律的にはできるのですけれども，景

観計画上はそうなっているというのは，そこをまず問題と捉えるかこれで良いと考えるか

はなかなか難しいところがあるかと思うのですけれども，それはどうでしょう。あまりそこ

まで意識して考えていなくて，とにかく地区別景観づくり計画を作るそのメニューという

ふうな考え方でいたので，ちょっと整理をさせてもらいます。ただ先生の考え方としては，

あまり縛られない方が良いという考え方ですかね。 

 

【岡本部会員】 

そうですね。どちらかと言うとそうですね。 

 

【事務局（太田）】 

理論的にはいきなりもあるけれども。 

 

【事務局（西野）】 

もちろん理論的にはあるけれども，ただそれだけわーっとやるということは多分地区別

景観づくり計画を作れる土台は十分あるので，市としてはそちらの方が，うちは地区別景観

づくり計画を作りたいという気持ちがかなりあるので。 

 

【事務局（太田）】 

大規模開発をやったところだと，いきなりというのも有り得るのかな。 

 

【事務局（西野）】 

そうですね。事業者が１人だったら１人で景観協定をやってそれを売り出すというのは

十分考えられますね。 

 

【豊田部会員】 

良いですか。景観協定は前の策定のときに，うちも実際景観協定の話を市に持っていった

のですよね。今言われたように一事業者がいて土地が１つ，それを，景観協定を結んでより

景観に配慮した土地だということで売り出すということが可能なので，この景観協定とい

うのができるかもしれない。ちょっと前のよりも色々ごちゃごちゃしちゃって，まず何をや
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りたいのか，市民から見ると。地区ごとの景観づくりの計画をして，何がメリット，という

と怒られますが，やりたくなるというか，市がやりたいのか，市民としてやりたいのかと言

われたらこれは結構難しいので，なかなか取っ掛かりというのが……。 

 

【岡本部会員】 

確かに自ら発意をしたくなるというような感じではないですよね。 

 

【豊田部会員】 

ないですよね。市がこう投げかけてくださっていて，例えば地域づくり協議会も先程言っ

ていたようにＰＴＡとか色々なものが入って，と言いましたけれど，例えば単体で，私たち

だったら建築士会というのがあって，建築士会が例えば単純にさっき先生方もおっしゃっ

てみえた色々なところに色々な良い景観があって，それを集めて皆で例えばマップを作り

たいよと言ったときに，何からどうやって入っていってそれをしたときにどういう援助が

あって，技術的な支援だけじゃなくて例えばそれに対しての補助があるのかとか，ただ選ぶ

だけじゃなくてそれをどうしていきたいのかというところまで話をしていったりする，普

通に市民と行政と何かコラボするときに，何から入っていったらこれは良いのですかね。 

 

【岡本部会員】 

私も全くそこの道程が分かりづらいなと思います。 

 

【豊田部会員】 

実際に売り出す側からすると，景観協定というのがどちらかというと実際売り出すとき

に景観協定を結んでいるのですよ，素晴らしく良い土地なのですよ，ということで売り出す

ことは，これはまた別物ですけれども。何をどうしたいのか。てんこ盛り過ぎるのではない

ですか。 

 

【事務局（西野）】 

そうですね。支援する内容で，今までの景観計画の書き方というのは，どこに対して支援

するのかということが実は書いていなくて，それを今回明確にしたのです。そのことによっ

て逆に言うと，例えば建築士協会さんや事務所協会さんがマップを作りたいと，例えばそう

いう話ができたときに，それを市としてそれを支援するかというと，実は今回はしないとい

うこと，だからやってよという形になって。支援するのは地域づくり協議会と景観形成協議

会というのに実は絞ったというのが今回大きいところです。それが良いのかどうかという

のはもちろん議論していただければというふうには思います。地域づくり協議会をなぜ選

んでいるのかというと，これから地域づくり協議会が色々な核になって総合計画のことと

か道路の計画とかそういうのが進められる母体に市としてはなっていく可能性というのが
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どうもあるらしくて，その関係でうちとしても地域づくり協議会というのをある程度母体

にしながら進めていきたいというのがあるので，地域づくり協議会というのをここに明記

させていただいたということです。ただそれだと，実際これから地区別景観づくり計画がこ

ういうやり方で推進していくのか，というような話はひょっとしてあるのかもしれないと

いうふうには思っておりますので，その辺で例えば「いやいや，こういうのはあまり限定す

るのは良くないよ」とかいうふうな話があればここでお話を聞かせていただいたらまた検

討というのもあるのかなというふうに思っています。 

 

【豊田部会員】 

得てしてこういう地域づくり協議会というのは，市が選ぶ団体さんたちから，そこから代

表で例えばＰＴＡだったりとか例えば自治会とか，そういうところから来るので，そういう

人たちも任期があって，２年に１回とか代わっていくのだと思うのですけれども，結局既成

団体の集まりということになりかねないのではないのだろうか。もっと自主的にやりたい

という人たちの門戸をもう少し残しておくべきなのではないかと思ったりとかはします。

景観協議会というのもまたありますけれども，いっぱいありすぎるのだと思うのですよね。

作ろうとしていることが多いような気がするのですけれども。 

 

【事務局（西野）】 

これでも絞ったかなと思っています。 

 

【豊田部会員】 

絞ったのですか。すみません。 

 

【岡本部会員】 

あともう１つ気になったのが，この地域づくり協議会と景観形成協議会，いわゆる支援の

対象ですよね。要するにこれ以外のところには支援をしないと。それは分かるのですが，支

援がなく，例えばさっきの建築士さんたちが共同で作ると，それは支援がないし提案もでき

ないわけですか。 

 

【事務局（西野）】 

提案というのは景観計画の提案ですかね。 

 

【岡本部会員】 

はい。提案する主体にもなれないのですか。 

 

【事務局（西野）】 
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提案する主体にはなれると思います。なれます。まちづくりＮＰＯ組織もなれるので。た

だその土地の所有者の３分の２以上の同意がないと……。 

 

【岡本部会員】 

それは景観法の提案制度ですか。 

 

【事務局（西野）】 

そうです，景観法の提案制度で，それはできると思います。だから提案制度自体は利用で

きるというふうに思っております。結局支援するところを今回絞ったと。 

 

【岡本部会員】 

多分そこが分かりづらいところですね，やはり一般市民の方が読むと。この組織を通じな

いと提案そのものができないようなイメージを持つと思います。 

 

【吉島部会員】 

すみません，良いでしょうか。今お話を聴いていて思ったのですけれども，支援の対象で

事業に対する支援だったら分かるのですけれども，組織に今限定をしてしまうというのは，

何かすごく違和感を感じるのです。組織じゃないとできないというのが。確かに地域づくり

協議会を作っていこうとしているのは分かるのですけれども，地域づくり協議会もやはり

自治会とか他の既存団体と同じで身動きが取れないというのは十分に考えられますし，そ

うではなくてやはり，良いことをしようとしている団体があれば，その事業を利用してそう

いうふうな支援をするということなら話は分かるのですけれども，組織を限定してしまう

と，何か身動きが取れなくなる，それこそ手を挙げたいのに手が挙げられないと，今の逆じ

ゃないかなという感じがしているのですけれども。 

 

【事務局（西野）】 

支援する活動の内容というので，例えば地区別景観づくり計画を策定するためというよ

うな条件で支援をしていきましょうというふうに，それは景観形成協議会というのがある

ので，それは良いのかなと。それで多分マップ作りとか，計画を作ると意思表示をしてもら

ったところには多分支援されてもらえるとは今思っているのですけれども，マップ作りと

かということになると，今限定をしているのは確かです。難しいところで，例えば地元の公

民館活動をやっていてマップを作りたいとなったときに，市が支援をしていくのかとなる

と，そこまで広げてやるべきか，とかいうのがあったりとか。なぜ地域づくり協議会という

ものを通したのかというと，実は今，白子公民館活動の中でマップを作成していただいてい

て，白子地区・江島地区・寺家地区というのが出来上がってはいるのですけれども，それが

その地区全体に認知されているかとなると，そこの活動した方だけのマップになっている
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節があって，なかなかその辺が。それなので地域づくり協議会というそういうふうな団体で

マップを作るとなると，ある程度地域に認知されたマップになるのではないかなというふ

うに認識をしていて，そういう手立てを考えてみたのですけれども。ただ先程春山先生もお

っしゃったように，やはりやり方をどうするかなのかもしれないですね。例えばこういう組

織でやったとしても，それを地域の人にいかに認識をしてもらいながらマップ作りを進め

ていくかどうかということもひょっとしてあるのかな，とは今聴いていて思ったのですけ

れども。ちょっとなかなかその辺がどうしようかなと。 

 

【豊田部会員】 

一番怖いのは，例えばそういう団体を作ってその団体の人たちで決めていったものを本

当に全部周知できれば良いのですけれども，あまりできていない中で運営したりとか，例え

ば７８ページのように，地区別景観づくり計画案がそのまま景観計画の変更になっていっ

たりしたときに，あまり知らない人たちにとって縛りのあるものにならなければ良いけど

なとは思います。 

 

【事務局（西野）】 

景観計画を提案してもらうときは，土地の所有者の方の同意というのは絶対取らないと，

それぞれの主権というか財産権を制限することになるので，その辺はちゃんと同意を取っ

て行っていく。 

 

【豊田部会員】 

ここには書ききれていないけれど，そういったものに対してはきちんと財産権は守るよ

うな手立てをしていくということですね。 

 

【事務局（西野）】 

それは大丈夫です。ひょっとして，地域づくり協議会はマップを作るということは良いの

ですけれども，例えば地区別景観づくり計画の候補地の選定までを一応今考えてはおるの

ですけれども，例えばそれがやりすぎなのかどうかというのはあったりとか。 

 

【豊田部会員】 

 先程春山先生がおっしゃったように，例えばまちなみが残っているところであっても，も

う既にそこは縛りがしっかりかかっていないから駐車場になったりビルが建ったりという

ことも鈴鹿の場合は常に進んでいるので，実は今遅いと思われるところもたくさんあるの

ですよね。でもそこで食い止めることが目的なのか，それも入れて混在しているけれどそこ

そこに残っている一つ一つのものを大事にしていくのか，ということも，こういう地域づく

り協議会の中で話ができていくのだったら良いのかなと思いますけれども。 
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【事務局（西野）】 

 土地の所有者さんの集まりなので，それはできていく，多分できていかないと計画できな

いかなというふうには考えております。 

 

【春山部会員】 

 難しいですよね。それぞれの思いがおありでしょうから。家ですものね。 

 

【事務局（西野）】 

 難しいですね。今御議論いただいていた組織的な問題というのは主にあって，今回組織を

限定しますよというふうなことが違和感というか，それと景観計画の提案制度のあり方，そ

れもちょっと。確かに注意書きで書いてあるのは，土地所有者やまちづくりＮＰＯなどが一

定の条件を満たした場合に策定を提案することができるとあります。だからＮＰＯでもで

きるけれども，その一定の条件というのは土地の所有者さんの同意があれば提案できるよ

ということになってきて，それからすると，土地所有者に限定するのはどうなのかとか，

色々ありますが，基本路線はこれでいきたいとは思っていますが。引っ掛かるのはやはり地

域づくり協議会の方ですかね。規定組織というか。一度検討してみます。 

 

【事務局（太田）】 

 市の大きな方針として，地域のことは地域づくり協議会に，というような今は方向で進ん

でおりますから，それに合わせた形でこうやって作らせてもらった。そもそもはマップを作

ったりするようなところはなかなか出てこないのではないか。市が投げかけないとやって

くれないのではないか。ではどこにそれを話しに行くかといったら地域づくり協議会です

ね，ということでそれで整理させていただいたので，設計士事務所協会さんとかそういった

ところが率先してその事業の中で何かやろうとされるのであれば，それは非常に有難いお

話ですので，それを遮るような表現になっているのであれば修正していかなければならな

いかなと思っているのですけれども。 

 

【岡本部会員】 

 この展開イメージだと，やはりこのルートじゃなければいけないのかというのがすごく

印象に残るので。これはもちろん主流であっても良いかもしれないが，やはり色々なパター

ンの展開イメージがあると思うので，可能性として。それはやはり残しておいた方が良いの

かなと。 

 

【事務局（西野）】 

 一応，一例と書いているのですけれども。ないと分かりにくいかなと思って載せてあるの
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ですけれども，逆にない方が良いのでしょうか。その辺がちょっと・・・。 

 

【事務局（太田）】 

 ちょっと考えてみましょうか。 

 

【事務局（西野）】 

 ちょっと考えてみます。 

 

【議長（木下部会長）】 

 はい，他はございますでしょうか。次の議題もありますので，特に何か言っておきたいと

いうようなことがあればお聞きしたいと思いますけれども。よろしいでしょうか。 

 変更案を承認するかどうかということがありましたけれども，色々御指摘がありました

ので，もう一度指摘事項について御検討いただいた上で，またということに。ですのでこの

件については継続審議という形にさせていただこうというふうに思います。 

 それでは次の議題の方へ移らせていただきます。「議題（２）鈴鹿市景観設計の手引き（案）

の見直しについて」ということで，そちらの説明をお願いします。 

 

【事務局（西野）】 

 はい。第６回の鈴鹿市景観審議会専門部会で，鈴鹿市景観設計の手引き（案）ということ

で，Ａ案・Ｂ案という形で２案提案をさせていただいたのですが，その際に，景観計画自体

が固まっていない段階で設計手引きというのが重複する可能性もあるので，景観計画が出

来上がってから再度協議していこうというふうなことで，確か話が終わったというふうに

認識しております。その中で，第６回の専門部会で提案させていただいた手引きの中で，若

干変更というか見直しを行いたいという内容が出てまいりましたので，その内容について

報告をさせていただきたいと思います。 

 まず１点目は，届出に伴う事前協議制度の協議時期の見直しというのを今回提案させて

いただきたいと思います。今の景観計画の届出制度というのはどういうのかというと，事前

相談制度ということなのですけれども，それは大体建築計画がほぼ決まった段階で景観形

成基準の適否を確認するために届出前に事前相談というのを行っているわけでございます。

ただこの段階であると，なかなか計画の変更というのが難しいということで，ちょっとどう

にかならないのかなというふうに考えております。その中で今回，鈴鹿市景観づくり条例の

一部改正で，事前相談から事前協議という形に変えていきたいというふうに考えておりま

す。建築計画の熟度の低い段階から事業者さんとか設計者様と協議を行えるように制度を

変えていきたいというふうに考えておるわけでございます。その中で，前回御提案させてい

ただいたときに，景観協議の時期というのを基本設計の段階で行おうというふうに考えて

はいたのですけれども，豊田先生に御相談をかけさせてもらいながらいくと，基本設計の段
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階でもなかなか難しいのではないかということで，ここで基本計画の段階で協議を行える

ようにしたいというのを提案させていただきたいと思います。ただ，基本計画の段階でする

に当たっては，問題もあるわけでございます。それは，建築物の詳細の内容を決定していな

いということでございます。それに関して，今までは全て色々，色とか色んなことが決まっ

てから出してというふうな話をしていたのですけれども，これではなかなか上手くいかな

いということで，ある程度基本計画の中で必須事項というのをまず作って，それさえできた

ら景観協議が開始できるように，というふうに制度を変えていきたいというふうに考えて

ございます。次のページを御覧いただきたいと思います。流れとして今考えておりますのは，

基本計画をまず作っていただくと。そのときに必須として，規模・構造・配置・外構が大体

決まっていれば，ここで景観協議を開始していこうというふうに考えております。その中で

もし色々な問題があれば，景観審議会審査部会にも御相談をかけながら行っていくわけで

ございますが，そのときに，それをとりまとめて協議事項の通知というものを事業者様にお

渡しをして，それで回答をいただくというふうなことで進めていきたいと。その中で，まだ

決まっていない内容というのは，一から出し直すというわけではなく追加説明という形で，

色がこういうふうに決まりましたというふうな資料を追加説明という形で貰っていって，

それについて随時協議をしていくという体制をとっていきたいというふうに今考えており

ます。そして最終的な景観協議の回答書の提出をいただいて，それから協議終了通知を出し

ていきたい，というふうな仕組みにまず変えていきたいというのが，届出に伴う事前協議制

度の協議時期の見直しということでございます。 

 次に，景観設計の具体的な基準の見直しというのがあるのですけれども，今，実は景観の

届出というのは大きい規模の建物に対しては景観の届出を出していただいておりまして，

それについては景観形成基準に適合する必要がありますよということで今行っております。

ただ，小さい建物については，実は具体的な配慮事項というのが明らかではありません。こ

れについてずっと今まで専門部会の中で，小さい建物についてどうしていきましょうかと

いうような議論を重ねておりまして，その中で，今までの専門部会で私どもが提案していた

のが，現行の景観形成基準，つまり市全域で同じ基準というのが一つ決まっていまして，こ

れを参考にした配慮をお願いしようというふうに実は考えていたわけでございます。ただ

実際問題今の現行の景観形成基準というのは，なかなか分かりづらいところがあります。で

すので今回，基本的に具体的な配慮の事項というのを，今回変更する予定の景観類型別の景

観形成基準を採用するような形で進めていきたいというふうに今考えております。以上で

ございます。 

 

【議長（木下部会長）】 

はい，ありがとうございます。「鈴鹿市景観設計の手引き（案）」の見直しということで，

２つの項目の説明がありました。１つは，事前協議制度の協議時期の見直し，あとは景観設

計の具体的な基準の見直しということですが，何か御不明な点，御意見等ございましたらお
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願いします。 

 

【豊田部会員】 

 すみません。私に相談を受けたと言われたので補足しますと，今だと基本設計というか実

施設計が全部終わった後に出して，色々もう変わらないような配置とかを何とかしてくれ

と言われても，もうそのときには既に変わらないということがあるので，これは協議をしな

くてはいけないというよりは協議ができるという感じにしていただくと，一番最初計画だ

けのときに持っていって，こういう大きなこと，例えば配置だとかそういったことに対して

指摘があれば直せるところは直すというか配慮できるところは配慮できるようにできます

し，もしそれが絶対嫌ですよという話になったときに，この左上の流れの中の景観審議会審

査部会の方にまた協議に行っていただく，という可能性ができますよということで，一番私

がこれで良いなと思ったのは，最後に景観協議が整ったときにすみやかに１０日間くらい

で下りてくるという，最終出せれば早く下ろしていただけるということで，設計をしながら

協議をしていって最後に早く下りるということです。着手制限があるのが一番苦しくて，出

してから開発が下りているのに景観法が下りていないので着手できないということがちょ

こちょこあるものですから，なるだけ合わせてやっていただけると有難いということでこ

ういう流れを作っていただきました。どうでしょうか。とは言っても建築面積１，０００㎡

以上，それから高さ１０ｍ以上の建物なので，限られてはくるのですけれども。 

 

【議長（木下部会長）】 

いずれにせよこれは前倒しで，早い段階で調整して手続き等も早く終わるように，という

ことですね。 

 

【豊田部会員】 

 ただまだ計画の段階で色まで決まっていませんので，マンセル値を出してと言われても

とてもじゃないけれど無理なので，そこまでは無理ですよという。 

 

【議長（木下部会長）】 

 それは決まった段階で，追加で調整していただきます，ということですね。 

 

【事務局（西野）】 

 はい，その段階で，追加で出してもらいながら，ということです。 

 

【議長（木下部会長）】 

 仮に例えば変更したときはその都度変更のときに調整を……。 
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【事務局（西野）】 

 そうですね。変更したというのは多分もう着手をされている段階かなと。それは今でも，

変更したと言ってもらってマンセル値が基準内に入っていれば，行為の完了届のときに図

面を一緒に付けてもらったりとかというような。 

 

【議長（木下部会長）】 

 着手してからそれ以前，景観協議の段階で，例えば……。 

 

【事務局（西野）】 

 協議のときは随時出していただいたら。終了は結局まだしていないので，それはもう随時

やっていただいたらというふうに思っています。 

 

【豊田部会員】 

 実際これを出しておいて，でも基本計画のときから相談に乗ってくれますよと言ってい

ることを知らない人が例えばいきなり持ってきたときに，そのときにも見ていただけるの

は見ていただけるのですか。 

 

【事務局（西野）】 

はい，それはもちろんです。 

 

【豊田部会員】 

だけどまた，もしかしたら手戻りで戻ってくるかもしれないという，ということですね。 

 

【事務局（西野）】 

 はい。 

 

【議長（木下部会長）】 

 ……ということのようですが，その他にございますか。 

 

（異議なし） 

 

【議長（木下部会長）】 

 それではこの手続きの，届出の流れについては基本的にこの方針で承認したいというふ

うに思いますが，よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 
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【議長（木下部会長）】 

 はい，それではこれは承認ということで。 

 もう１つの方の，具体的な基準の見直しということについてですけれども，これは現行の

景観形成基準についてはこの今，こちらの……。 

 

【事務局（西野）】 

 それを今度の変えるものに統一させてもらうと。そちらの方が景観類型別に合っている

ので，それに合った基準がそもそもありますので，それを参考にしながら作っていただけれ

ばどうかなというふうに今考えています。これについては，景観設計の手引きをそういうふ

うな方向性で一度検討させていただいて，また手引きの中で，これでどうでしょうかという

議論をさせていただけたらと思います。結局自己チェックシートとかをもう一度作り変え

ますので，それで実際見ていただいて，それでおかしかったらまたそのときに直していただ

ければとは思っています。ただ前と方向性が少し変わったので，それだけ御了解を，変更す

る御了解をいただきたいと思います。 

 

【議長（木下部会長）】 

 いかがでしょうか。基本的に方向性はこれで良いでしょうか。 

 

 （異議なし） 

 

【議長（木下部会長）】 

 はい，ありがとうございます。それでは２つ目の議題についても承認という形にさせてい

ただきたいと思います。 

 では次の議題，その他とありますけれども，これは何かございますか。 

 

【事務局（太田）】 

特に本日はございません。 

 

【議長（木下部会長）】 

 そうですか。それでは議題としては以上となりますので，あとは事務局の方へお返ししま

す。 

 

【事務局（太田）】 

 部会員の皆様，どうも本日はありがとうございました。本日の議論の中で，景観計画変更

案につきましては再度庁内検討委員会の中でも調整を図りながら，次回また御提案させて
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いただいて，御意見を頂戴したいなと思っているところでございます。 

 それでは，これをもちまして本日の部会を終了させていただきます。どうもありがとうご

ざいました。 

 

 

 上記のとおり第７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   岡 本    肇 

           【原本は自署】 
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