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第 8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５月２３日（月）１４：００～１６：００ 

２ 開 催 場 所   鈴鹿市役所 本館９階 ９０２ミーティングルーム 

３ 出 席 委 員   木下誠一（部会長），岡本肇，豊田由紀美，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・交通政策グループ副主幹 西村美紀 

同グループ            松田一真 

５ 議   題 

         （１）鈴鹿市景観計画変更（案）について 

６ 傍聴の可否   可 

７ 傍 聴 者   なし 

８ 議事録署名人  吉島隆子 部会員，岡本肇 部会員 

９ 配 布 資 料  

   （事前配布資料）・第８回鈴鹿市景観審議会専門部会 事項書 

・第８回鈴鹿市景観審議会専門部会 資料  

・第７回専門部会資料 抜粋 

１０ 議題の結果 

（１） 鈴鹿市景観計画変更（案）について・・・承認 

 

１１ 部会の内容（要約） 

【事務局（太田）】 

 部会員の皆様には，お忙しい中，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，只今から第８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｡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。 

前回の専門部会において御審議いただいた鈴鹿市景観計画変更案をもとに，５月９日に

開催した市の庁内検討委員会で協議を行い，「鈴鹿市景観計画変更案」の庁内検討委員会

案ができました。本日は，この「鈴鹿市景観計画変更案」について御審議をお願いしたい

と存じます。よろしくお願いします。 

この専門部会が本年度の最初の会議ということで，４月の人事異動に伴いまして，事務

局も変更がございましたので，御紹介させていただきたいと存じ上げます。まずは中心と

なる景観グループで，昨年に引き続きこのお二人にお願いします。 
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【事務局（西野）】 

 西野です。よろしくお願いいたします。 

 

【事務局（中村）】 

 景観グループの中村です。よろしくお願いいたします。 

 

【事務局（太田）】 

 続きまして，この会議の庶務を担ってもらっている総務・交通政策グループのお二人に

自己紹介をお願いします。 

 

【事務局（西村）】 

 西村と申します。よろしくお願いいたします。 

 

【事務局（松田）】 

 松田と申します。よろしくお願いいたします。 

 

【事務局（太田）】 

 本年度につきましては，このメンバーで頑張っていきたいと思いますので，よろしくお

願いいたします。 

また本日，春山先生，村山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。 

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。本日の資料は，全部で

３種類ございます。 

・「第８回鈴鹿市景観審議会専門部会 事項書」 

・「第８回鈴鹿市景観審議会専門部会 資料」 

・「第７回専門部会資料 抜粋」 

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。 

 本日は議事録作成のため，録音させていただきます。議事録は要約記録とし，公開させ

ていただきます。なお本日の傍聴人はいらっしゃいません。 

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
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申し上げます。本日は，部会員数６名中４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吉島部会員と岡本部会員に

なります。部会員の皆様，よろしいでしょうか。吉島先生と岡本先生，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）鈴鹿市景観計画変更(案)について」について，事務局から説明をお願

いします。 

 

【事務局（西野）】 

 部会員の皆様，よろしくお願いします。 

それでは，議題（１）鈴鹿市景観計画変更案について第７回専門部会資料から変更した

ところを中心に説明をさせていただきます。 

本日お配りした資料で第８回専門部会資料をばらしていただいて，そこにある景観計画

（案）改定版と第７回専門部会資料抜粋を見ていただきながら第８回専門部会資料の変更

点について書かれていることを順番に説明をさせていただきます。よろしくお願いしま

す。 

全体の構成のところで庁内の検討委員会で地域と地区の使用の仕方にあいまいなところ

があるという指摘がありました。そこで，地区の定義を行い，それ以外を地域という言葉

を使用することとしました。 

地区の定義としては，景観計画で地区別景観づくり計画という名称を使用していること

から，「地区別景観づくり計画を想定して，市民が主体となって，景観の保全や創出に取

り組んでいる一定の範囲の土地」については，地区という名称を使っていこうと思いま

す。それと行政として使用している「２３地区」という名称を指しているところについて

は，地区という名称を使っていこうと思います。それ以外は地域という名称を使っていこ

うと思います。 

この資料には載っていないのですが，改定版１６ページ，現行の景観計画１４ページを

御覧ください。景観類型の体系図の都市的景観のところですが，市街地に記載している順

番を現行の景観計画にある「住宅地，商業地，工業地」の順番に戻しております。よっ

て，改定版についてもその順番で反映しております。 

改定版２４ページ，第７回資料２３ページを御覧ください。＜第３章２．景観類型別の

方針＞について，《大規模商業施設》１つ目の○ですが，第７回資料では，「○ 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。」としておりましたが，庁内委員会からイオングループ
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等は周辺住民等との協働による緑化の管理も行っているが，ただ一般的ではないのではな

いかという指摘がありましたので，「周辺住民等との協働による」という文言は削除し，

改定版のように文章を校正しました。 

改定版２４ページ，第７回資料２４ページを御覧ください。《大規模工場》２つ目の○

ですが，第７回資料では，「〇 工場の敷地内においては，事業者に対し，できる限り多

くの緑化を促進します。また，工場の敷地外周部の緑地帯については，事業者と周辺住民

等との協働による適正な維持管理を促進します。」としておりましたが，市の産業部局か

ら，工場立地法でもかなりの緑地は確保できるものと思われることから，できる限り多く

の緑化という文言は，企業側に工場立地法で求める以上のものを求めるというメッセージ

になり，過度の負担になる可能性があるという指摘がありました。また，工場の緑地帯の

維持管理については原則企業側が管理するものであるという指摘がありました。そのこと

を踏まえ，「できる限り多くの」と「周辺住民等との協働による」という文言を削除し，

改定版のように，現在の景観計画と同じように「地域に親しまれる景観へと誘導しま

す。」と変更しました。 

改定版２８ページ，第７回資料２８ページを御覧ください。《(都)鈴鹿中央線（伊船・三

畑付近）》１つ目の○ですが，第７回資料では，「○ 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促進します。」としておりましたが，先ほどの説明と同じ理

由で「できる限り多くの」という文言は削除し改定版のように文章を校正しました。 

改定版２９ページ，第７回資料２９ページを御覧ください。《スマート ICアクセス道

路》２つ目の○ですが，先ほどの説明と同じ理由で「できる限り多くの」という文言は削

除し改定版のように文章を校正しました。 

改定版３１ページ，第７回資料３１ページを御覧ください。②駅前商業地ですが，第７

回資料では「周辺住民等との協働により，」という内容を入れておりましたが，庁内検討

委員会から，景観形成方針の中に「市民と行政との協働により」とはじめに明記されてい

ることから「周辺住民等との協働により，」を削除すべきという指摘があり，削除し改定

版のように文章を校正しました。また，「○ 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，伊勢街道を・・・」としておりましたが，事務局で検討した結果，敢えて，商業に関

する記述について景観計画を変更までして追記する必要はないと判断し，この部分を削除

し，現行の景観計画に戻しました。 

＜第４章 １．届出対象行為＞についてですが，第７回資料６８ページを御覧くださ

い。第７回資料の＜３．鈴鹿らしい良好で質の高い景観への誘導＞では，全ての建築行為

等に対して周辺の身近な景観資源の特性に景観上の配慮をしてください，と明記していま

すが，事務局で検討した結果，この内容自体は，景観設計するに当たっての事前調査・前

提条件の意味合いを持つものと考えられることから，敢えて景観計画に入れなくても，問
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題無いのではないかと考えました。景観設計の手引きには明記することにはなりますが，

そうなりますと届出対象行為に当たらない一般の住宅や小規模な店舗等の建築物の建築等

の行為について，景観上の配慮について規定するだけになるので，項目として起こす必要

が無いのでないかと考えました。ですので，この項目については削除しました。 

そこで改定版３６ページを御覧ください。行為の制限に関する事項ですが，＜１ 届出

対象行為（１）届出対象行為＞では，大規模な建築行為等については，景観法の届出が必

要になります。その届出対象行為は次の表のとおりになります。 

改定版３８ページを御覧ください。＜（２）特定届出対象行為＞では，届出対象行為の

うち，変更命令を行うことができる行為が明記されています。そして，＜（３）届出対象

行為に当たらない行為＞として，ここで先ほどの内容を明記することとし，「一般の住宅

や小規模な店舗等の届出対象行為に当たらない建築物の建築等の行為について，鈴鹿らし

い良好な景観への誘導を図るため，次項の景観形成基準を参考にして進めていくことが望

まれます。」と変更いたしました。 

＜第４章 ２．景観形成基準＞について，改定版４２ページ，第７回資料４１ページを

御覧ください。「エ 素材 ａ ）」で第７回資料では，「建築物の低層部には，石材，木材

などの自然素材・・・」，「建築物の素材は，タイル，石材，硬質の木材など，耐久性

が・・・」と素材の内容を例示していますが，実際は，その例示した素材を使用している

かとなると難しいものがあることから，例示部分を削除しました。 

改定版６９ページ，第７回資料６９ページを御覧ください。＜第５章 １．景観資源の

抽出と認知度の向上＞について，第７回資料の２段落目を御覧ください。「このため，市

民参加による地域別景観資源調査を実施し，その地区の景観資源の抽出を行います。」を

改定版で同じところを御覧ください。「このため，市民参加による地域別景観資源調査を

実施します。また，市民主体の地域別景観資源調査に対し技術的援助等を行います。」に

変更したいと思います。なぜ，このように変更したかと言いますと，第７回資料７７ペー

ジを御覧ください。前回の専門部会において，ここで景観資源マップ作成の支援等の考え

方について御議論をいただいたのではなかったかと思います。ここで市として地域別景観

資源調査・景観資源マップを策定する手立てとして，１つ目は，市が主体となって市民参

加による地域別景観資源調査を実施します。このことは，市が事務局として，地域づくり

協議会の参加を得て地域別景観資源調査を行っていきます。２つ目は，市民が主体となっ

て実施する地域別景観資源調査に対し技術的援助を行っていきます。例えば公民館の方か

らマップを造りたいと援助の要望があれば，市職員若しくは専門家の派遣による助言を行

うという形式に整理しましたので，その内容を改定版に反映しました。 

 改定版６９ページ，第７回資料６９ページを御覧ください。＜第５章 １．景観資源の

抽出と認知度の向上＞で先ほどと同じところですが，第７回資料の３段落目を御覧くださ

い。「その結果を踏まえ，『地域別景観資源マップ』を作成し，地区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



6 
 

図ります。」を改定版では，「その調査により抽出した地域の景観資源の情報を市民へ提供

し，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。」

に変更したいと思います。その理由として，景観資源調査の結果，景観資源の抽出は図ら

れるが，市民主体の景観資源調査の場合必ずしも地区別景観資源マップの作成につながる

ものではないため，「地区別景観資源マップの作成」を削除しました。 

改定版７５ページ，第７回資料７５ページを御覧ください。＜第６章 １．（１）地区

ごとの景観づくりの進め方＞では，専門部会で地区別景観づくり計画の定める事項につい

て，ここで記載されている事項以外も定めることができるようにしたらどうかという意見

が出されたことから，それ以外の事項についても認めるように景観計画変更案を変更しま

した。第７回資料では，「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。」としていましたが，改定版では，

「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を策定します。当該計画の

定めることができる事項として，次に掲げる事項があります。ただし，それぞれの取組に

応じて事項を追加することができます。」と変更しました。 

改定版７６ページ，第７回資料７６ページを御覧ください。＜第６章 １．（１）地区

ごとの景観づくりの進め方＞について村山先生から「【地区別景観づくり計画の策定イメ

ージ】とあるが，【地区別景観づくり計画の内容のイメージ】とした方が良いのではない

か。」と御指摘をいただき，変更したいと思います。 

改定版７７ページ，第７回資料７７ページを御覧ください。＜第６章 １．（３）市民

自らの発意による計画策定への支援＞について，第７回資料では，「・・・認められた上

で，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。」としておりましたが，「地域別景観資源マップの作成支援」につい

て，＜第５章１．景観資源の抽出と認知度の向上＞に記述することにしましたことから，

ここでは，表を削除することとし，景観形成協議会に関する記述について追記しました。

改定版を御覧ください。「一定の地区内の土地所有者等が，計画策定を目的に，市の認定

を受け，景観形成協議会を設立することができます。この場合には，計画策定に向けて当

該協議会に技術的援助等を行います。」と明記しました。 

改定版７７ページ，第７回資料７９ページを御覧ください。＜第６章 １．（４）景観

アドバイザー派遣制度の設置＞について，景観計画を変更した時点で景観アドバイザー派

遣制度が設置される予定であることから，景観アドバイザー派遣制度が設置された前提で

景観計画変更案の見直しを行いました。当初計画していた景観アドバイザーの役割より少

し広げるように変更をしました。改定版を御覧ください。「市民主体による計画策定とそ

の運用を支援するとともに，市の景観施策を推進するため，景観等に関する専門的知識を

有する人材をアドバイザーとして派遣する制度を設置します。」と変更しました。 

改定版７７ページ，第７回資料７９ページを御覧ください。＜第６章 １．（５）景観

計画提案制度による計画策定の促進＞について，第７回資料では，景観形成協議会しか景
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観計画の提案ができないのではないかという印象になっていることから，改定版では，

「景観計画提案制度は，景観法第１１条に基づき，景観形成協議会のほか，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景観計画の策定又は変更を提案す

ることができる制度です。市は景観計画提案制度に基づき提案された地区別景観づくり計

画案を景観計画に位置づけます。」と変更をいたしました。また，景観計画提案制度の地

区の規模面積を０．１ｈａまで引き下げるよう景観計画に明記しました。 

改定版７８ページ，第７回資料７８ページを御覧ください。＜第６章 １．地区別景観

づくり計画の策定の仕組み＞の【景観づくり活動の展開イメージ】について，第７回資料

では，「一例を示しているが，このパターンでしかできないのではないか。」という誤解を

与えてしまったことから，改定版では，景観づくり活動団体名を削除し，活動内容を明記

するよう見直しを行いました。そして，この内容を村山先生に御確認をいただいたとこ

ろ，この内容が地区別景観づくり計画の策定手続のイメージになっているという御指摘を

いただきましたことから，【地区別景観づくり計画の策定手続きのイメージ】へタイトル

を変更しました。  

第７回資料８１ページを御覧ください。＜第６章 ２．（４）景観協議会 （５）景観

整備機構＞について，＜第６章 ２．各種制度等の活用＞の中に景観協議会・景観整備機

構がありましたが，この項は，地区別景観づくり計画策定の前提での各種制度等の活用に

ついて記載されていることから，景観協議会・景観整備機構が地区別景観づくり計画を策

定する段階で関係する項目であるのでそぐわないのでないかという御指摘をいただきまし

たことから，改定版７９ページを御覧ください。＜第６章 １．地区別景観づくり計画の

策定の仕組み＞へ移動しました。 

改定版８０ページ，第７回資料８０ページを御覧ください。＜第６章 ２．各種制度等

の活用＞について，前回の専門部会のときに，ここに列挙してある各種制度は地区別景観

づくり計画を策定していなくてもできると思いますが，「市民が地区別景観づくり計画に

沿って主体的に景観づくりを進めるための支援策として」とあるので，以下列挙している

各種制度等の活用は地区別景観づくり計画を策定していないとできないのではないかとい

う御指摘をいただきました。市としては，地区別景観づくり計画の策定を前提にして，そ

の計画に沿って主体的な景観づくりを進めるために各種制度等の活用を例示しており，例

えば，景観協定を締結したいという方についても，地区別景観づくり計画の策定をお願い

していこうと考えております。 

第７回資料８０ページを御覧ください。＜第６章 ２．各種制度等の活用＞について， 

＜（１）歴史的まちなみにおける建築物等の修景基準＞では，地区別景観づくり計画で定

めた修景基準に適合した建築物等を建築等しようとする者は，より質の高い景観の形成の

ため，市からの技術的援助等を活用できるとありますが，他は景観法に基づく各種制度で

あることから，ここに記述されていること自体違和感があるという意見が出されましたこ

とから，削除することとしました。 
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改定版７７ページを御覧ください。この項目を削除したとしても，＜（４）景観アドバ

イザー派遣制度の設置＞のところで「市民主体による計画策定とその運用を支援するとと

もに，市の景観施策を推進するため」としているため，景観アドバイザー派遣制度を活用

することによって，地区別景観づくり計画で定めた修景基準に適合した建築物等を建築等

しようとする者に対し，技術的援助は可能であると判断しております。 

以上で説明を終わります。よろしく御審議をお願いします。 

 

【議長（木下部会長）】 

 ありがとうございました。景観計画の変更案について前回から変更・訂正をした点につ

いて事務局から説明がございましたが，何か御質問や御意見がございましたら，御発言を

お願いします。 

 

【豊田部会員】 

 はい。前の委員会の意見がかなり反映された内容になっており，すばらしいと思いま

す。１つ意見がありまして，改定版の４２ページですが，「エ 素材」について，「タイ

ル，石材，・・」の具体例が省かれており，運用する側としてはすごくありがたい点で

す。しかし，３行目の「劣化や汚れの防止のためできる限りメンテナンスが容易なものを

使用する。」の部分を以前は見落としていたのですが，省略されたことでこの部分が少し

気になっていまして，ハウスメーカーさんならば人工的な物を容易に思いついてしまうと

思うのですが，木や石などの自然素材などについてですので，人工的な物へと目が向かな

い書き方はありませんでしょうか。 

 

【事務局（西野）】 

 「メンテナンス」という部分が気になる原因でしょうか。 

 

【豊田部会員】 

 皆さんどう思われますか。 

 

【議長（木下部会長）】 

まず２行目の「耐久性が高く時間とともに趣が出る素材を使用する。」という内容が，

３行目の内容と矛盾した解釈に取れてしまう点が気になります。 

 

【豊田部会員】 

 同感です。人工素材にも良いものがありますが，矛盾した解釈にも取れるので，３行目

は要らないような気もしますが。 
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【事務局（西野）】 

 一応景観計画ガイドライン１９ページに以前から記載されておりますが。 

 

【豊田部会員】 

 そうですよね。１・２行目がしっかり書かれているので，これで良いと思います。 

 

【議長（木下部会長）】 

 他にはいかがでしょうか。 

 

【岡本部会員】 

 はい。１番最初のところで，地域と地区の話についてですが，地区の定義は記載されてい

るのでしょうか。それとも内々で定義を決めたものなのでしょうか。 

 

【事務局（西野）】 

 記載されてはいませんので，内々で決めて，分けさせてもらいました。そして地区別景観

づくり計画という名称が，今の鈴鹿市景観計画３ページに記載の＜３．鈴鹿市景観計画の仕

組み＞の中で，地区別景観づくり計画が決められておりまして，地区の名称を変更すること

はできません。変更ができないので，この地区が何を示しているのかというと，地区別景観

づくり計画を想定し，それに基づいて行われる景観づくり活動の場所が地区という名称に

なるという定義が大前提となっております。逆に言うと，地区に合うような形で確認をとり

ました。また鈴鹿市では行政的に，市民センター単位ごとに分けた２３地区が以前から用い

られておりますので，これらのことを地区の定義とし，それ以外を地域とさせていただきま

した。 

 

【岡本部会員】 

 それ以外というのはどこまでをそれ以外としているのですか。例えば改定版６９ページ

の「地域別景観資源調査」では，地域でよろしいのですか。 

 

【事務局（西野）】 

 想定しておりますのが，「地域別景観資源調査」では小学校ごとの大きい範囲において調

査を行うこととしておりますので，地域ということになります。 

 

【岡本部会員】 

 それでは地区よりも地域の方が大きいということになるのでしょうか。 

 

【事務局（西野）】 
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 一概にそうではない所もございまして，それが複雑な点です。調査をした中で，景観資

源は全体にあるわけでなく，ある部分に集中し，その部分で地区別景観づくり計画をつく

るということなので，一応地域の方が広い概念ではあります。しかしもう１つ複雑な点と

しまして，市において地域づくり協議会という小学校区単位で組織を造る計画がございま

して，これにより先ほどの２３地区の中で，１つの地区が２つの小学校を抱えているとい

う地区がございまして，この場合地域より地区の方が大きくなってしまうので，説明しづ

らい状態です。 

 

【岡本部会員】 

 わかりました。 

 

【議長（木下部会長）】 

 この景観計画上は，イメージとして地区より地域の方が大きく，地域づくり協議会は別

の問題と考えてよろしいでしょうか。 

 

【事務局（西野）】 

 はい。以前の案では，地域づくり協議会が入っておりましたが，既に無くしていますの

で，通常は地区より地域の方が大きいということでお願いします。 

 

【事務局（太田）】 

 行政２３地区は１つ１つ非常に大きい地区となりますが，景観に関しましては地域より

地区の方が小さいということで。 

 

【議長（木下部会長）】 

 他にはいかがでしょうか。 

 

【豊田部会員】 

 すごくまとまっていて，景観計画としては良いと思いますが，具体的になりますと，景

観形成協議会を設立することや，その中で景観づくりの計画案の策定をすること，私たち

としましたら資格団体のやることに対して，既存の景観を守るために縛りが大きくなるの

でしょうか。 

 

【事務局（西野）】 

 土地の所有者の権利を制限するというわけではありませんし，その地域の方にも参加し

ていただくことになります。 

あと景観整備機構というものが三重県・四日市市・桑名市において事務所協会の支部単
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位で存在していまして，鈴鹿市ではまだ存在しないので，今後事務所協会さんにご協力を

していただいて設立を目指していきたいです。また地区別景観づくり計画を景観アドバイ

ザーの方や市職員だけでなく，専門家の御支援も得ながらつくっていきたいです。 

 

【豊田部会員】 

 新しい開発区域では，最初から取り組めるので良いと思いますけれど，既存の街並みで

は難しい気がするのですが。例えば伊勢街道や市役所周辺でも建物が壊され，刻々と変化

しているので，しっかりと機能する景観計画を早くつくっていく必要があると思うのです

が，いかがでしょうか。 

 

【事務局（太田）】 

 御指摘のとおり，既存の集落の中で地区別景観づくり計画をつくるのには，まだかなり

の時間を要すると考えますし，景観意識の醸成を図ることから始めなければいけないと考

えます。また白子周辺の街歩きをして，マップを作っていただきましたが，このような活

動を各地域で行っていき，盛り上げていくことが重要ですが，これも外部だけが盛り上が

り，その土地の所有者には関心を持ってもらえないことで，最終的な地区別景観づくり計

画の策定には至らないなど課題点も多いです。コツコツと行ってきた景観計画の改定も終

わらせ，活動を進めていきたいので，御支援のほどよろしくお願いします。 

 

【豊田部会員】 

 亀山の関宿で，現行法の耐震診断を行ったところ，ほとんどが倒壊する結果が出まし

た。低い耐震値の場合，それを基に壊したい人は壊しても良いという判断材料にされてし

まい，最近だと熊本地震もあったため，古い建物に対して不安を抱いている人も多いと思

います。私たちが，「この石垣は良いな。壊さないでほしい。」と思っても，危ないのであ

れば，景観重要建造物でも壊すことになるのは仕方がないと断念してしまうでしょうか

ら，景観と安全の両方を確保することは，厳しい状況にあるのではないかと考えます。 

 

【事務局（太田）】 

 そうですね。大きな地震などがありますと，おっしゃられたような理由で古い建物の建

て替え作業が行われるでしょうし，今の状態では，私たちもそれを止める手立てはありま

せん。亀山市・関町のような観光地として既に定着しているような所では，行政側や外部

の色々な団体からも残してほしいという要請が入ったりするのでしょうが，残念ながら鈴

鹿市では，街並みだけで人を集めるところまで至っていないため，建て替えることが優先

的になってしまうと考えられます。 

 

【豊田部会員】 
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 せっかく策定するのなら，良い方向に運用してほしいですよね。 

 

【事務局（太田）】 

 地区別景観づくり計画の面積の規定もできるだけ小さくして，基準にできるような所が

１つできれば，それを参考にしていただいて，別の地区でも少しずつ合意が出来上がると

ころからでも進め，そして小さな地区別景観づくり計画が少しずつでも出来上がっていけ

ば，良い景観がいずれは出来上がると考えます。 

 

【議長（木下部会長）】 

 他に御意見はございますか。 

 

【岡本部会員】 

 はい。住宅地・商業地・工業地の順番を元に戻した理由はなぜでしょうか。 

 

【事務局（太田）】 

 その前に，この順番を変更したときの理由はなぜでしたか。 

 

【事務局（西野）】 

 現行の景観計画の１４ページの類型区分の体系のところに住宅地・商業地・工業地と既

に記載されておりまして，第７回専門部会では商業地・住宅地・工業地に変更しました。

変更した理由は，鈴鹿市景観計画ガイドラインでは３５ページに商業地，４９ページに住

宅地，５３ページに工業地のことが記載されておりますことから，単純にこの順番どおり

に変更しました。しかし景観計画をパブリックコメントにかけていく際に，この変更理由

を聞かれることがありまして，変更理由も弱いことから元の順番に戻させていただきまし

た。 

 

【岡本部会員】 

わかりました。 

 

【議長（木下部会長）】 

 確認ですが，景観協議会と景観形成協議会の２つがありますが，これはどういう風に解

釈すればよろしいですか。 

 

【事務局（西野）】 

 景観協議会は，景観法に基づくもので，土地の所有者や行政，建築事務所協会などの各

種団体が地区に対して景観計画を作成しますが，その作成や，作成の運用を支援する団体
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です。景観形成協議会は，どちらかといえば土地所有者の集まりです。 

 

【議長（木下部会長）】 

 では，全くの別物ということなのですか。 

 

【事務局（西野）】 

 はい。景観協議会は土地所有者だけで集まることは無いです。 

 

【議長（木下部会長）】 

 景観協議会は法律に基づいており，景観形成協議会は条例の規定に基づいているという

ことですね。 

 

【事務局（西野）】 

 はい。 

 

【岡本部会員】 

 市民の方はこれらの区分を聞いてもわからない気がしますが。 

 

【豊田部会員】 

 こちらも戸惑うくらいですし。 

 

【事務局（太田）】 

 本日は，区分も御理解していただくように御説明させていただくべき点でございまし

た。こちらとしましても不明確だと認識しておりまして，景観形成協議会と景観協議会，

景観整備機構の３つのそれぞれの役割とそれぞれの関係性をわかりやすく説明できるよう

に整理すべきでしたが，本日は明確に御説明できず申し訳ありません。今後は御説明でき

るように尽力させていただきます。 

 

【岡本部会員】 

 お願いします。 

 

【議長（木下部会長）】 

 景観形成基準についてですが，改定版４２ページの表のａ ) ，ｂ )，ｃ )の英小文字は

必要でしたか。 

 

【事務局（西野）】 
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 現行の景観計画の３５ページに記載されているものを抜粋したものが改定版４２ページ

の表でして，無いとわかり難く感じたので記載しております。 

 

【豊田部会員】 

 しかし，表の「イ 形態・外観 」ではａ )の次がｃ )，「ウ 色彩 」ではｂ )から始まっ

ている等，わかりにくい気がしますが。 

 

【事務局（太田）】 

 これは順番を表しているものではないのですよね。 

 

【事務局（西野）】 

 はい。 

 

【岡本部会員】 

 ミスプリントかと思いますよね。 

 

【議長（木下部会長）】 

 必要がなければ消しても良いと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 景観設計の手引きの中のａ ) ，ｂ )， ｃ )と改定版のａ ) ，ｂ )， ｃ )を関連させて

いるのですが，無い方がわかりやすいですかね。 

 

【議長（木下部会長）】 

 改定版だけを見た場合，混乱すると思います。 

 

【事務局（西野）】 

 無くした場合，景観設計の手引きをどのようにまとめるかを考える必要がありますね。 

 

【事務局（太田）】 

 お互いが関連しているということを明示して，文字の設定をやり直す方が良いですね。 

 

【議長（木下部会長）】 

 そうですね。御検討お願いします。 

 

【事務局（太田）】 
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 御指摘ありがとうございます。早速検討させていただきます。 

 

【議長（木下部会長）】 

 他に御意見ございますか。 

 

【豊田部会員】 

 今度の審議会では，本日のことを審議するのでしょうか。 

 

【事務局（西野）】 

 そうです。 

 

【豊田部会員】 

 ありがとうございます。 

 

【議長（木下部会長）】 

 他に御意見ございますか。よろしいですか。 

色々な御意見・御指摘がございましたが，本日の内容に問題があるという御指摘は無か

ったですね。運用上の課題は色々あるということですが，特に問題は無いということで，

専門部会として，御提示していただいた案を了承したいと思いますが，いかがでしょう

か。 

 

（異議なし） 

 

【議長（木下部会長）】 

 ありがとうございます。専門部会として，この計画案を了承したいと思います。では，

続いての議題としてその他に移りますが，事務局側は何かございますか。 

 

【事務局（太田）】 

 本日は特にございません。 

 

【議長（木下部会長）】 

 わかりました。議事事項としては以上となりますので，改めて進行を事務局にお返しし

ます。 

 

【事務局（太田）】 

 本日は御議論いただきましてありがとうございました。御指摘いただいた件につきまし
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ては，早速検討しまして，より良いものへ修正させていただきたいと思います。 

今後の部会と景観計画の予定としまして，市の決定機関である行政経営会議にあげさせ

ていただいて，行政案が決定されます。そして景観審議会を開催させていただいて，議会

の全員協議会で諮った後に，８月のパブリックコメントで様々な御意見をいただいて，そ

れに対応した新たな景観計画の変更案，景観設計の手引き案を９月に予定されている専門

部会で協議をしていただきたいと思います。 

そしてもう１点，今後審議していただく案件が控えておりまして，場所は鈴鹿インター

チェンジ付近での都市計画提案制度に基づく地区計画の提案が提出されておりますので，

御審議していただくこととなると思います。時期としましては，おそらく８月に専門部会

を開催させていただく予定ですので，計画案が出ましたら事前説明等で先生方に御連絡さ

せていただくことになりますので，お忙しい中申し訳ありませんが，よろしくお願いしま

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８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   吉 島   隆 子 

           【原本は自署】 

 

署名人   岡 本    肇 

                               【原本は自署】 

 


