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第９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８月１日（月）９：３０～１１：１０ 

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 

同課計画グループ副主幹      政谷治樹 

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） 鈴鹿市景観計画の変更に伴う景観施策について 
（２） 地区別景観づくり計画（深溝地区）について 

６ 傍聴の可否   可 

７ 傍 聴 者   なし 

８ 議事録署名人  豊田由紀美 部会員，吉島隆子 部会員 

９ 配 布 資 料  

   ・第９回鈴鹿市景観審議会専門部会 事項書 

・第９回鈴鹿市景観審議会専門部会 資料  

・第９回鈴鹿市景観審議会専門部会 参考資料 

１０ 議題の結果 

（１） 鈴鹿市景観計画の変更に伴う景観施策について・・・承認 

（２） 地区別景観づくり計画（深溝地区）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９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の太田でございます。よろしくお願

いいたします。 

 前回の専門部会において御承認をいただいた「鈴鹿市景観計画の変更案」につきましては，

行政経営会議，景観審議会でも御承認をいただき，本日８月１日から３１日にかけてパブリ

ックコメントを実施し，広く市民の皆様から御意見をいただくことといたしております。 

 ここで改めまして，部会員の皆様ありがとうございました。 

本日は，「鈴鹿市景観計画の変更」に伴う景観施策の具体的な内容と，平成２８年４月１

５日に「都市計画法に基づく地区計画の提案」がなされたことから，その地区の「地区別景
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観づくり計画」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。 

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御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９回鈴鹿市景観審議会専門部会 事項書」「第９回鈴鹿市景観審議会

専門部会 資料」「第９回鈴鹿市景観審議会専門部会 参考資料」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豊田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。豊田先生と吉島先生，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）鈴鹿市景観計画の変更に伴う景観施策について」，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。 

「議題（１）鈴鹿市景観計画の変更に伴う景観施策について」，説明をさせていただきま

す。現在検討しております景観計画の変更に伴う景観施策を実際に実行するためには，様々

な要件等を定めていく必要があります。このことについて，既に専門部会で協議をしており

ましたことから，その内容についての確認になろうかと思います。よろしくお願いします。 

それでは，専門部会資料・資料１の１ページを御覧ください。「（１）鈴鹿市景観計画に伴

う景観施策について」でございます。「第４章 建築物・工作物等の行為の制限に関する事

項」ですが，ここでは「景観法の届出に伴う事前協議」に関することです。 
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資料１の５ページを御覧ください。まず「①景観協議書の提出」ですが，景観法の届出を

しようとする者は，計画段階，つまり，その設計図書の作成に着手する前に，景観協議書を

提出し，市との協議をしていくことになると考えております。その際，提出する書類として

付近見取図，現況写真，配置図で，そこに記載していただく内容は行為地の形状・寸法，新

設物と既存物の表示，隣接する道路の表示・道路の幅員，緑地の位置を考えています。それ

と立面図で，そこに記載していただく内容は各面の方位・寸法の表示，開口部・建築設備・

軒等の位置・形状です。その内容を記載していただいておれば，事前協議を開始できるよう

にしていきたいと考えています。そして建築物・工作物の外観の仕上げ材料・仕上げ色彩，

敷地内の外構・緑化計画が定まった段階で，追加で図書を提出していただき，継続的に協議

を行っていきたいと考えています。追加でいただく図書といたしましては，外構図，これは

緑化図を含むものですが，そこには植栽・樹木等の位置・種類・高さ，外構施設の位置・材

料・面積が記載されたものです。そして立面図ですが，そこには彩色，壁面・屋根等の仕上

げ色彩の表示，壁面・屋根等の仕上げ材料の表示が記載されたものを考えております。最終

的にこの内容が明確でないと景観形成基準に適合しているか否かを判断できないので留意

する必要があります。そして市が色々と判断に迷うときに景観審議会，景観形成協議会， 

その他市長が認める団体から御意見を聴くことができることとし，その意見も踏まえて「②

協議事項の通知」で届出者に対し，配慮していただきたい内容を通知します。「③協議」で

市と届出者との間で何回か協議を重ね，「④景観協議回答書の提出」で届出者から市へ協議

事項の通知に対し回答書を提出していただき，「⑤協議終了」で協議が終了し，「⑥協議終了

通知書」の交付をいたします。その際の協議期間について御意見をいただきたいと考えてお

ります。仕上げ色彩，仕上げ材料，緑地の種別等が決まっていない段階から協議開始となり

ますことから，仮に，協議期間を３０日間と設定した場合，その間に仕上げ色彩，仕上げ材

料，緑地の種別等の内容がまだ決まっていない段階でも協議終了となり，仕上げ色彩，仕上

げ材料，緑地の種別等の内容が協議できないまま終わってしまう可能性があります。事務局

としては，協議期間を設けないようにできないかと考えております。 

次に，資料１の１ページに戻っていただいて「第５章４ 登録・認定地域景観資産の登録・

認定」についてですが，ここではまず，「登録地域景観資産の登録基準」について，以前，

専門部会で協議された内容の御確認をお願いしたいと思います。 

「１ 建築物・工作物」での登録基準としては次のページを御覧ください。「(1) 景観計

画の景観類型別の方針に適合すること。」「(2) 築造５０年以上経過した景観的・文化的価

値を有すること。ただし，築造５０年未満のものであっても市民が発意し専門家の推薦があ

ればこの限りではない。」「(3) 老朽化が著しくなく，修復・活用が可能なこと。」が登録基

準として確認されていたかと思います。「２ 樹木」では「(1) 樹木自体が長い年数にわた

り生育してきたこと。」「(2) 樹木自体の手入れが行き届いていること。」が登録基準として

確認されていたかと思います。次に，少し飛ばしていただいて，「認定地域景観資産の認定

基準」についてですが，これも専門部会で協議された内容について御確認をお願いしたいと
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思います。「認定地域景観資産の認定基準」としては，登録地域景観資産の登録基準を満た

し，かつ道路等の公共の場所から見ることができるもので，ここに記載されている景観重要

建造物及び景観重要樹木の指定要件のいずれかの要件を満たしておれば良いこととなりま

す。また「認定地域景観資産の管理等」の項目で，認定地域景観資産の現状変更の際，着手

の３０日前までに，届出を義務づけました。また「登録地域景観資産の登録の提案」「認定

地域景観資産の認定の提案」の項目で，誰でも登録・認定地域景観資産の登録・認定を提案

することができるとし，その場合，その資産の所有者等の全員の合意が必要としました。ま

た，認定地域景観資産の認定をしようとするときに景観審議会の意見聴取を義務づけまし

た。 

資料１の３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の支

援」では，景観形成協議会の認定基準について確認をお願いしたいと思います。認定基準と

しては「(1) 当該地区の地区別景観づくり計画の策定に向け，調査検討し，及びその他地

区別景観づくり計画区域の景観の形成に係る活動を行っていること。」「(2) 構成員が５人

以上であること。」「(3) 活動の内容が鈴鹿市景観計画に即したものであること。」「(4) 当

該地区の住民に活動の内容を周知されていること。」を考えています。次に「（４）景観アド

バイザー派遣制度の設置」では，景観アドバイザーに関する事項について御確認をお願いし

たいと思います。景観アドバイザーについては，良好な景観の形成に関し専門知識及び経験

を有する者，その他市長が必要と認める者のうちから，市長が任命することとし，任期は３

年で，再任は妨げないとしました。また，市が景観アドバイザーを派遣するときは，派遣す

る景観アドバイザーを決定し，景観アドバイザーへ依頼させていただくものといたしまし

た。次に，景観アドバイザーの職務については，次に掲げる事項について助言及び指導をす

るものとしました。「(1) 市が実施する景観施策に関すること」「(2) 公共事業に対し景観

に関する技術的援助又は評価に関すること」「(3) 景観重要建造物及び景観重要樹木の現状

変更の許可を行おうとする行為に対し景観に関する評価に関すること」「(4) 認定地域景観

資産の現状変更の届出を行おうとする行為に対し景観に関する評価に関すること」「(5) 登

録地域景観資産，認定地域景観資産の所有者等に対し，その保全又は活用に関する技術的援

助に関すること」「(6) 景観重要建造物・景観重要樹木の所有者等に対し，その保全に関す

る技術的援助に関すること」「(7) 景観形成協議会に対し，地区別景観づくり計画の策定及

びその運用の支援に関する技術的援助に関すること」「(8) 市長に指示された事項」を，景

観アドバイザーに行っていただきたいと考えております。次に「（５）景観計画提案制度に

よる計画策定の促進」では，景観計画提案制度に関する事項について御確認をお願いしたい

と思います。まず，市に景観計画提案書の提出があった場合は，市はその旨を告示するとと

もに，当該景観計画提案書を当該告示の日から２週間公衆の縦覧に供しなければならない

といたしました。また，市は，景観計画提案書に基づき景観計画の策定又は変更をする必要

の有無にかかわらず，鈴鹿市景観審議会の意見聴取を義務づけました。 

資料１の４ページを御覧ください。「３（３）表彰制度の創設」では表彰制度に関する事



5 
 

項について御確認をお願いしたいと思います。そこでは，市は，表彰するに当たって，鈴鹿

市景観審議会の意見聴取を義務づけました。「３（４）景観形成市民団体の創設」では，景

観形成市民団体に関する事項について御確認をお願いしたいと思います。市としては，景観

づくり活動を行っている団体について景観形成市民団体として登録することができるもの

とし，幅広く募るため，活動内容・組織体制などについて登録要件を設けていませんが，代

わりに登録の取消要件を設けることといたしました。取り消し要件としては「(1) 政治活

動又は宗教活動であること。」「(2) 営利活動又は商業宣伝活動であること。」「(3) その他

市長が適当でないと認める活動であること。」を考えております。 

以上で議題（１）の説明は終わります。よろしく御審議いただきますようお願いいたしま

す。 

 

【議長（木下部会長）】 

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｡ 

では私から質問で，前回と変わったところは資料１の５ページの協議の日数が３０日間

だったものを無くしたのですか。 

 

【事務局（西野）】 

第７回の専門部会の際に，景観協議の開始時期を基本設計の時期と提案をしておりまし

たが，それでは建物の配置等を動かすということは，実際協議ではできないので，それを動

かせる時期となると基本計画の段階ではないかということで，開始時期に関しては計画段

階とさせていただきました。計画段階ということで中身を詰めていった際に，協議の期間が

３０日間で収まるのかということもあり，協議期間は設けづらいため無くさせてもらいま

した。 

 

【議長（木下部会長）】 

分かりました。他にはございますか。 

 

【豊田部会員】 

はい。提出書類の中に，基本計画のところで立面図と書いてありますが，東西南北の４面

書くのは無理ではありませんか。スケッチ程度だったらこんなイメージとかはありますが，

立面図となると図面ですよね。 

 

【事務局（西野）】 

これはボリュームがどれくらいあるのか分かれば良いと考えているのですが，ボリュー

ムというと立面図でしか表現することができないと思いまして。 

 



6 
 

【豊田部会員】 

平面図の提出を求められていないのに，立面図だけの提出は難しいと思います。この段階

ではイメージスケッチのようなものしか書けない気がします。基本計画から基本設計に至

ってくるまでに，平面や立面が決まっていって，配置図は法律的に照らし合わせて，どれく

らい離さないといけないのか等を色々考えて配置計画を決めるので，この立面図だけとい

う書き方が気になります。 

 

【事務局（西野）】 

どのような表現が良いでしょうか。ボリュームさえ分かれば良いと考えておりましたの

で，立面図で構わないと考えておりました。 

 

【豊田部会員】 

あと立面図に「彩色が施されたもの」と記載されていますが，この段階になると外観パー

スのようになってきますが，これは大分後の話になってきますよね。早くから進めるという

ことは良いことですが，早くからこれらを求められると少し戸惑いがあります。 

 

【事務局（西野）】 

簡単にボリュームが分かるものと書いた方が分かりやすいでしょうか。表現だけの問題

だと考えているのですが，どうでしょう。 

 

【豊田部会員】 

皆様はどう思われますか。 

 

【議長（木下部会長）】 

立面図となると，しっかりと寸法も測ってあり，窓等も記載されているというイメージで，

この段階ではそれを書くことは難しいと思います。 

 

【事務局（西野）】 

では，立面図を抜いた場合どうすると良いでしょうか。 

 

【議長（木下部会長）】 

外観イメージ図というのはどうでしょうか。協議をする上でたたき台は必要ですし，協議

をして，そこから変更していけば良いですよね。 

 

【事務局（西野）】 

外観イメージ図でボリュームは分かるでしょうか。 
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【豊田部会員】 

分かると思います。それをパースとかイメージ図で書けない場合は平面図から作って，立

面図を作ってくるという形にすれば良いと思います。もしイメージ図ではどうすれば良い

か分からない方には，立面図でも構わないと説明してあげれば良いと思います。 

 

【事務局（西野）】 

では，外観イメージ図というような書き方にさせてもらいましょうか。 

 

【事務局（太田）】 

追加の際の立面図は大丈夫でしょうか。 

 

【豊田部会員】 

追加の段階では，立面図でも大丈夫だと思います。最初の段階で立面図を出すということ

が気になっただけですから。 

あと立面図の説明の際，建築設備とありましたが，それは何でしょうか。 

 

【事務局（西野）】 

私の考えでは，窓等の設備はイメージの段階でどこに設置するか計画できると思いまし

て，それらを建築設備としております。 

 

【岡本部会員】 

室外機等も含まれていますか。 

 

【事務局（西野）】 

室外機もそうですが，高さ等をイメージするのに必要になると思い，建築設備も入れまし

た。 

 

【豊田部会員】 

高架水槽等ですか。 

 

【事務局（西野）】 

そうです。これは必要ないでしょうか。 

 

【豊田部会員】 

建築設備も後の段階で考えるものですから，必要ないと思います。 
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【事務局（西野）】 

では，この表現も止めて，外観イメージ図だけにしましょうか。そして追加の図書の中に

立面図等を求めるようにしましょう。 

 

【豊田部会員】 

そうですね。最初の計画の段階で，どれ位の高架水槽が必要になるのか等は計算しません

から。 

 

【事務局（西野）】 

協議の期間を設けないということはどうでしょうか。相手方から出てこないときもあり

ますし，審査の日を３０日間等に設定すると手続も手間がかかると思い，期間を設けないこ

とは，やむを得ないと考えております。 

 

【岡本部会員】 

きっちりと決める必要はないと思いますが，目安は欲しいと考えます。 

 

【事務局（西野）】 

基本計画や基本設計にどれ位の期間を要するか明確ではないですから，およその期間で

良いでしょうか。 

 

【事務局（太田）】 

建物の大きさにもよると思いますが，基本計画だと外観イメージ図を出してもらうこと

になりまして，その後立面図を出してもらうまで，どの位の期間が必要でしょうか。 

 

【豊田部会員】 

大きさによりますね。景観協議で出てくる建築物は１０００㎡以上の大きな建物ですか

ら，比較的期間は長くなると思います。 

 

【事務局（太田）】 

大きさによりますので，最初に出したときから協議終了通知書までの具体的な日数は書

きづらいと考えます。 

 

【豊田部会員】 

設計士さんによっても変わってきますからね。 
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【議長（木下部会長）】 

そうですね。 

 

【事務局（太田）】 

こちらがいただきたい資料が全て揃ってからの日数は決めることができると考えます。 

 

【豊田部会員】 

そうですね。届出からは早くて良いと思います。 

 

【事務局（西野）】 

届出からは迅速に対応させていただきます。 

 

【豊田部会員】 

ただ，計画段階というのは景観法だけではなく，他法令との絡みが多くあるため，そちら

に対応する期間は長くなると思います。また先程のものも目安となる日数は，やはり欲しい

です。 

 

【議長（木下部会長）】 

標準では，どれ位の期間がかかりますか。１ヶ月以内ではやはり難しいですよね。１ヶ月

程度，物件の規模によっては２ヶ月にする等でいかがでしょう。 

 

【豊田部会員】 

そうですね。期間より早く終わることは問題ないですから，期間を少し長く設定すれば良

いと思います。もし６０日以上かかってしまう場合は，行政側は待つことは可能でしょうか。 

 

【事務局（太田）】 

協議を行っていて，景観協議回答書をいただいた段階で６０日を過ぎているとどうしよ

うもないです。そこからはどこで協議が不調になるか分かりませんから，ある程度決めてお

く必要があると考えております。 

 

【豊田部会員】 

確認申請が遅いのは，回答が遅いということもありますからね。ちなみに右側のくくりは

一番上からではなく，二番目からではいけないのでしょうか。計画の段階だと立ち消える可

能性もありますから。 

 

【事務局（西野）】 
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二番目の協議事項の通知で，計画段階でいただいた当初の図面について協議を行いまし

て，追加の図面についても協議事項の通知書を出しますので，期間としては一番目から設け

させていただいております。そして期間は６０日を目安にさせていただきます。 

 

【議長（木下部会長）】 

あくまでも目安ということでお願いします。縛られるのも良くないと思います。 

 

【事務局（西野）】 

事業者さんにも聞かれると思いますね。 

 

【議長（木下部会長）】 

そうですね。何日かかるのか不安だと思いますので，それに応えていただく形でお願いし

ます。 

他にはいかがですか。 

 

【岡本部会員】 

５ページの下の部分の「景観法の届出」という表現が少し気になります。景観法に基づく

届出の略称だと思うのですが，少し分かりづらいです。 

 

【事務局（西野）】 

変更させていただきます。 

その他の登録要件や認定要件については，以前御協議していただいた形にしております

が，認定地域景観資産の認定の提案や登録地域景観資産の登録の提案は，以前には御協議し

ていただいておりませんので，これについてはどんな人でも提案できる形を取らせていた

だきました。 

 

【議長（木下部会長）】 

他にはいかがですか。 

 

【豊田部会員】 

はい。景観アドバイザーに関する内容はすごく充実したと思うのですが，景観アドバイザ

ーへの報酬はあるのでしょうか。 

 

【事務局（西野）】 

あります。ここには記載しておりませんが，報酬等は規則に定めていきます。 
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【豊田部会員】 

建築士会や建築士事務所協会等の諸団体は財政難で，報酬をいただきたいという状況な

ので，よろしくお願いします。別で記載されるわけですよね。 

 

【事務局（西野）】 

はい。景観アドバイザーの任命という規則ができる予定ですので，任命された方には報酬

や旅費等を支払うということになっております。 

 

【豊田部会員】 

熊本地震の二次判定のとき，建築士会から派遣することになっても団体から報酬が支払

われないということから，向こうの地域の方達だけで対応してもらうことになってしまい

ました。それくらい財政難なので，報酬を出していただくとありがたいです。ちなみに個人

だけではなく，会にも報酬を支払うことは可能でしょうか。 

 

【事務局（太田）】 

会から御推薦をいただいた方が派遣されれば，お支払いさせていただきます。 

 

【豊田部会員】 

 団体と景観アドバイザーの契約を結んでおき，必要なときに派遣してもらうことも可能

なのかもしれないですね。 

 

【事務局（太田）】 

 特定の個人の方ではなく，団体や会の方にお願いをして，派遣をしてもらう形式にできな

いかというお話でしょうか。 

 

【豊田部会員】 

そうですね。 

 

【事務局（太田）】 

一度考えさせてもらいますので，この話は次の機会にお願いします。 

 

【議長（木下部会長）】 

ありがとうございました。御意見等出尽くしたように思いますので，議題（１）の質疑は

終わります。 

「議題（１）鈴鹿市景観計画の変更に伴う景観施策について」，５ページ目の日数と立面

図の表現，景観法の届出の部分の名称等，修正が数点ありましたが，それ以外は専門部会と
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して了承をいたしたいと存じますが，いかがでしょうか。 

 

≪異議なしの声あり≫ 

 

【議長（木下部会長）】 

ありがとうございました。「議題（１）鈴鹿市景観計画の変更に伴う景観施策について」，

専門部会として了承をいたします。 

次に，「議題（２）地区別景観づくり計画（深溝地区）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（２）地区別景観づくり計画（深溝地区）について」説明をさせていただきます。 

この区域は，４月１５日に民間会社が都市計画法に基づく地区計画の提案を行った区域

であり，都市計画法の手続としては，６月１日に鈴鹿市都市計画審議会小委員会での承認が

され，７月２９日から地権者を対象とした条例縦覧の手続に入ったところでございます。こ

の度，この区域に「地区別景観づくり計画（深溝地区）」の指定を行っていきたいと考えて

おります。 

それでは資料２の１ページ，２ページを御覧ください。「１．地区の現状・景観特性」で

すが，計画区域の位置は，鈴鹿ＩＣ近くで，富士ゼロックスの東側，大規模な開発団地の北

側に位置しており，計画区域の周辺は，農地，里山，集落があります。開発がなされた場合，

田園風景に囲まれた良好な工業地景観が形成されるものと考えております。 

参考資料の４ページを御覧ください。ちなみに，景観類型は，景観類型図に赤丸で示され

たところで「丘陵地」「幹線道路」に該当しています。 

資料２の３ページを御覧ください。「２．地区の区域」では，土地利用計画図を掲載して

います。区域面積は約１２．４haです。緩衝緑地帯を残置森林，造成森林で構成しており，

周辺の景観に調和した工業地景観を形成しています。 

資料２の４ページを御覧ください。「３．景観形成の目標」としては，「広域交通の利便性

を活かした地域の活性化に繋がる産業・技術の拠点機能と茶畑・サツキ畑などの豊かな自然

が融合して育まれる新たな工業団地として，周辺の自然的景観と既存集落の景観との調和

に配慮しつつ，魅力ある都市環境の形成を図り，鈴鹿らしさを感じられる景観形成を進める

こと」が景観形成の目標であります。次に「４．景観形成の方針」としては「（１）土地利

用」では，「工場，物流倉庫，作業所等の工業の利便性を増進するための土地利用を基本と

し，適切な都市基盤施設の配置や緩衝緑地帯を設け，周辺の自然的景観と調和した工業地景

観を形成します。」としています。「（２）地区施設の景観形成」では，「道路，調整池等の公

共施設は，景観上重要な要素であることから，工業団地としての機能を確保しつつ，周辺の

自然環境と調和のとれた整備を図ります。主要道路については，歩車分離等の整備を図り，
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ゆとりのある安全な空間を演出します。」としています。「（３）建築物の景観形成」では，

「地区の目標に相応しい建築物の形態，意匠，壁面の色彩等へ適切な誘導を図り，質の高い

工業地景観の形成を図ります。また，建築物の高さの設定に当たっては，後背の山なみ・稜

線や里山の樹林地への眺望を阻害しないようにしつつ，隣接する既存工業団地に配慮し，ス

カイライン等を整えるように促進します。」としています。「（４）緑化に関する景観形成」

では，「地区の緩衝緑地帯については，周辺の自然的景観との調和に配慮し，高木，中木，

低木をバランスよく配置するとともに，建築敷地の道路境界沿いに高木と生垣等による緑

化を促進します。」としています。「（５）広告物に関する景観形成」では，「屋外広告物は，

地区の目標に沿った工業地景観を損ねない種類，大きさ，配置とします。」としています。 

資料２の５ページを御覧ください。「５．良好な景観の形成のための行為の制限に関する

事項」について説明させていただきます。「（１）届出対象行為」ですが，地区別景観づくり

計画（道伯地区）と同じ対象行為としております。例えば，建築物であれば全ての建築物の

建築等が対象となります。 

資料２の１０ページと参考資料の９ページを御覧ください。「（２）景観形成基準」ですが，

「丘陵地」及び「幹線道路」の景観形成基準を参考にしながら景観形成基準の案を作成いた

しました。「遵守事項」ですが，色彩及び緑化は市全域の共通の基準を用い，新たに屋外広

告物の基準を設けました。その理由として参考資料の１ページを御覧ください。都市計画法

における深溝地区の地区計画案でございます。次のページを御覧ください。真ん中の下のと

ころに「建築物等の形態，意匠の制限」の項目がありますが，その中に屋外広告物の制限内

容があります。その内容と同じ基準を屋外広告物の遵守事項として定めました。 

資料２の１０ページを御覧ください。「屋外広告物は，三重県屋外広告物条例の禁止地域

の制限に準ずるとともに，自己の業務の用に供するものについては，建築物の屋上及び屋根

面に設置してはならない。」としております。 

資料２の１１ページと参考資料の１０ページを御覧ください。協議事項については，工場

の立地を前提に，丘陵地の協議事項を基本として，作成をいたしました。丘陵地の基準は参

考資料に記載されています。深溝地区の基準は資料２に記載されています。これからの説明

はこれら２つの資料を見比べながら進めていきます。「配置・規模」の基準ですが，丘陵地

の「配置・規模」の１つ目の事項をベースにして，深溝地区の「配置・規模」の１つ目を見

ていただくと「建築物の高さは，後背の山なみ・稜線や里山の樹林地への眺望を阻害しない

ようにしつつ，隣接する既存工業団地の建築物から著しく突出しないものとする。」という

基準としています。丘陵地の「配置・規模」の２つ目，３つ目と深溝地区の「配置・規模」

の２つ目，３つ目は同じ基準となります。次に「形態・外観」の基準ですが，丘陵地の「形

態・外観」の３つ目，４つ目と深溝地区の「形態・外観」の１つ目，２つ目は同じ基準とな

ります。丘陵地の「形態・外観」の５つ目の基準は，屋根や屋上の建築設備，広告物の基準

となっていることから今回の深溝地区の基準には当てはまらないものと考えました。次に

「色彩」の基準ですが，丘陵地の「色彩」の１つ目，２つ目の事項をベースにして，深溝地
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区の「色彩」の１つ目を見ていただくと「建築物等の外観に用いる色彩は，山なみや田園な

どの自然的景観を損なわない色彩や周辺の建築物などと類似した色彩を使用するなど，周

辺との調和に配慮する。」という基準としています。丘陵地の「色彩」の３つ目，４つ目，

６つ目，７つ目と深溝地区の「色彩」の２つ目，３つ目，４つ目，５つ目は同じ基準となり

ます。次に「素材」の基準ですが，丘陵地の「素材」の２つ目，３つ目の事項をベースにし

て，深溝地区の「素材」を見ていただくと「建築物の素材は，耐久性が高く時間とともに趣

が出るもの，並びに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。」という基準としています。次に「緑化」の基準ですが，丘陵地の「緑化」の５つ目

と深溝地区の「緑化」の２つ目は同じ基準となります。深溝地区の「緑化」の１つ目を見て

いただくと「道路など公共の場所に面するなど，周囲からよく見える部分を中心に，高木と

生垣等をバランスよく配置するなど，潤いのある工業地景観を形成する。」という基準とし

ておりますが，この基準について内部で少し議論になっております。道路など公共の場所に

面するなど，周囲からよく見える部分についての緑化の考え方です。工場が目立たないよう

に少し見える程度で，高木と生垣等をバランス良く配置するという考え方と，工場を積極的

に見せてオープンな空間として，それに合わせた樹木や生垣等の緑化を図るという考え方

があるかと思います。このことにつきまして，本日御欠席の村山先生から御意見を伺ってお

りますので，御紹介をさせていただきますと，「工場の建物の配置やデザインがどうなるの

かによって樹木や生垣のあり方も変わってくるので，何とも言えないというのが正直な意

見です。あまりよくデザインされていない箱のような工場だったら樹木で隠したいと思い

ますし，逆に，『見せる建物』であれば，それが引き立つような樹木を配置したいと思いま

す。」という御意見をいただいております。次に「その他」の基準ですが，丘陵地の「その

他」の１つ目，２つ目，３つ目と深溝地区の「その他」の１つ目，２つ目，３つ目は同じ基

準となります。深溝地区の「その他」の４つ目ですが，「自己の業務に供する屋外広告物の

壁面広告については，同一壁面面積（窓その他の開口部を含む。）の１０分の１以下とする。」

という基準を協議事項として設けたいと考えています。「遵守事項」でも屋外広告物条例の

禁止地域の制限に準ずるとしていることから「自己の業務に供する屋外広告物の壁面広告

については，同一壁面面積（窓その他の開口部を含む。）の４分の１以下とする。」という制

限はかかっております。協議事項では１０分の１以下で協議を進めてまいりたいと考えて

います。市内の工場を確認すると１０分の１以下としても問題はないものと判断しており

ます。 

資料２の１３ページと参考資料の１３ページを御覧ください。土地の形質の変更等の景

観形成基準でありますが，新しく開発したところですので，ほとんど想定しづらいですが，

基準として設ける必要があります。丘陵地の景観形成基準をそのまま深溝地区の基準とし

ております。 

以上で議題（２）の説明は終わります。よろしく御審議いただきますようお願いいたしま

す。 
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【議長（木下部会長）】 

ありがとうございました。御質問や御意見がございましたらよろしくお願いします。 

 

【豊田部会員】 

緑地についてで，景観の基準を地区計画の上に載せていくとのことですが，本日は深溝の

工業団地全体の協議と考えてよろしいでしょうか。 

 

【事務局（西野）】 

はい。 

 

【豊田部会員】 

緑地のお話を詳しく聞かせていただいたのですが，工業団地全体としての緑地の面積と

いうのは，地区計画の基準を満たしているわけですよね。資料２の３ページ目を見ると，工

業団地としては十分な面積の緑地が周囲にあると考えられますが，この工業団地の中に工

場や物流の倉庫が誘致されるとすると，建蔽率６０％，容積が２００％で，６０％丸々建て

たとすると残りの土地は従業員の車や大型車の駐車場関係に使っていかないといけないと

思います。そもそも工業団地を買うメリットは一体化されていることで，緑地は設けなくて

も良いと思って土地を買う人が多いと考えます。道路から見える工場の敷地や機械を隠す

ための緑地は良いと思いますが，１敷地に対して細かく設定していくということには，私は

反対です。そもそも鈴鹿市の開発事業指導要綱の関係で，高さ１２ｍを超えると指導要綱が

１つずつかかるわけですよね。そのときは指導要綱に関して，規模が大きくなったら敷地ご

とに開発が終わっていても新たに指導要綱がかかってくるわけですよね。 

 

【事務局（太田）】 

プラス５％にはならないと思います。３ページの土地利用計画図で開発区域全体に帯の

ように緑地がありますが，帯の部分は１つ１つの区画の一部でもあるわけで，そこで５％を

満たしていれば，新たに追加の５％は必要ありません。 

 

【豊田部会員】 

そうすると景観法でいうところの緑地には，買った敷地の後ろの緑地も入っていると考

えて良いでしょうか。 

 

【事務局（西野）】 

入っていると考えてもらって良いです。今回の基準で，遵守事項と協議事項に分かれてお

り，遵守事項として緑地５％以上をお願いしておりまして，緩衝緑地等が土地利用に入って
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おりますので，これで良いと考えております。中には全く緑地のない所もありますが。 

 

【事務局（太田）】 

おそらく，この区画も５％は既に満たされていると思います。 

 

【事務局（西野）】 

新たに協議を行っていく緑地をどうするかで，お互いに協議する中で道路に面する所に

は緑地の配置をお願いしていく形になると思います。このことは現在もお願いをしており

ますが，今回は工場として目立たないように緑地を配置するのか，工場を引き立てるために

緑地を配置するのかを協議の中に入れさせていただきました。 

 

【事務局（太田）】 

資料２の３ページの土地利用計画図で，緑化がされていない道路がありまして，この状態

で工場を建てられる方が土地を購入されて，その道路に面する部分，特に乗入付近をどのよ

うな協議事項で緑化をお願いしていくべきか考えております。昔のような工場や作業所は，

道路沿いを緑地によって隠すことをお願いし，対して景観的に綺麗で，見せていった方が良

いような工場もありますので，これらをどのように協議事項として表現していくと良いの

か事務局では結論付けができていないので，先生方の御意見をお聞きしたいと考えており

ます。 

 

【岡本部会員】 

可能性として魅力的な工場建築物や空間が造られることは，ほとんど無いと思いますの

で，道路沿いを緑地で隠す方が無難だと考えます。 

 

【事務局（太田）】 

そうですね。どのような工場が誘致されるか分からないですし，いかにも工場という場合

が多いので，周囲を緑地で隠すという内容を協議事項に記載する方が良いと考えてはおり

ます。しかし記載がそれだけの場合，景観的に見せていきたい工場の提案をされた際に，緑

地はしてもらう必要があると提案を断るのは残念だと思っておりますので，そのような提

案も受け入れることが可能な協議事項にできると非常に良いと考えております。 

 

【議長（木下部会長）】 

今の提案では，資料２の１１ページの「緑化」のところの記載は踏み込んだ内容なのでし

ょうか。どちらにでも解釈できるような書き方ですよね。 

 

【事務局（太田）】 
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そうですね。どちらにでも解釈できる書き方では，見栄えがあまり良くない工場が建つ場

合，しっかりと規制できないのではないかと考えております。 

 

【議長（木下部会長）】 

私としては，「高木と生垣等をバランスよく配置するなど，潤いのある工業地景観を形成

する。」の「高木と」がポイントだと考えておりまして，生垣だけでは建物が露出してしま

いますが，高木があることによって建物を隠す効果が期待できますね。立ち木の間隔は，建

物を見せるのか見せないのかで変わってくると思いますが。岡本委員が先程おっしゃられ

たとおり，この地域の特性を考えると基本的には周囲を緑地で囲んで調和させ，建築物を露

出させない方が良いと私も考えます。 

 

【豊田部会員】 

ただ工場立地法の緑地の考え方も変わってきておりまして，高木が何本，中木が何本以上

ということは無くなってきています。逆に高木が茂りすぎて，近所から苦情が出ている所も

ありますし，高木を切り，工場内部が見えるようになって開放感ができた所もありますので，

どちらが良いでしょうか。 

 

【議長（木下部会長）】 

立ち木の間隔や密度の問題ですよね。 

 

【事務局（太田）】 

以前は高木で全く内部が見えませんでしたが，現在は花壇にしたことで内部が見えるよ

うになった所もありますね。 

 

【豊田部会員】 

以前は何をしているのかわかりませんでしたが，見えるようになったことで開放感がで

き，どのような工場かわかるようになりましたし，工場側も綺麗にしないといけないと考え

るのではないでしょうか。 

 

【事務局（西野）】 

現在の書き方だと，高木を１本でも良いことにして工場を見えるようにすることも可能

ですし，見栄えが良くない場合は本数を増やしてもらえば良いので，どちらにも対応はでき

ると考えます。 

 

【議長（木下部会長）】 

私は，高木はあった方が良いと考えます。高木をバランス良く配置することで遠景，中景，
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近景など景観の調和が期待できますが，生垣だけでは近景しか補えません。高木と生垣をバ

ランス良く配置することが重要だと考えます。 

 

【豊田部会員】 

今回の場所が工業団地なので良いですが，住宅地では，葉が茂って落ちると近隣から苦情

が出ますし，道路に落ちた葉は市が管理するわけですよね。 

 

【事務局（太田）】 

住宅等に落葉した場合は住民の方に掃除してもらうしかありませんが，道路の場合は道

路管理者として清掃する形になります。 

 

【豊田部会員】 

では，なるべく落葉しない樹木にしてもらうしかありませんね。 

 

【議長（木下部会長）】 

その辺りは，また協議が必要ですね。 

 

【豊田部会員】 

あと看板について，壁面２５％以内ということですよね。工場にはイメージカラーがあり

ますが，壁面の色についても２５％以内に抑える必要がありますか。 

 

【事務局（西野）】 

色彩については厳しくて，１０％以下にしていただく必要がございます。コーポレートカ

ラー等については審査部会を開催し，そこで判断を委ねています。 

 

【事務局（太田）】 

全面ではなく，ライン状でお願いする形だと思います。 

 

【豊田部会員】 

誘致する際に，企業側に早めにこれらの協議事項を伝えておく必要がありますね。聞いて

ないとなってはお互い困りますから。 

 

【事務局（太田）】 

そうですね。重要事項内で説明をさせていただきます。 

 

【豊田部会員】 
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里山の景観を守るために，建物の高さ設定がありましたよね。 

 

【事務局（西野）】 

建物の高さ自体は，隣接する工業団地がありますので，それと比べて著しく突出していな

ければ基本的には良いと考えておりますので，ほとんどの工場ならば大丈夫です。 

 

【豊田部会員】 

では北側の里山に対しては特に配慮は要らないわけでしょうか。 

 

【事務局（西野）】 

そうですね。 

 

【豊田部会員】 

以前は半径５００ｍ以内から見て，山が見えないといけませんでしたよね。 

 

【事務局（西野）】 

既存の工業団地がありますので，それより突出しなければ大丈夫だと考えております。 

 

【豊田部会員】 

分かりました。 

 

【事務局（西野）】 

里山に隣接する所には規制がありまして，里山を阻害しないような規制となると，建物の

高さはかなり低くなるので，既存の工業団地に合わせていただくのが一番だと思います。ま

た豊田先生が気にされておりました緑化については，協議事項でございますので，最低５％

を確保していただければ良いです。 

 

【豊田部会員】 

そのことは先程聞いて安心しました。 

 

【事務局（西野）】 

道路側もこちらとしては協議していきたいので，協議事項として，このような指針で協議

していくつもりです。 

 

【豊田部会員】 

都市計画の小委員会でも話に出たと思うのですが，道路沿いは工場の立地によって乗り
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入れの場所が現在は固定されていませんので，緑地についても開発のときや地区計画のと

きにあまり言えなかったのであろうと思い，各々の工場が決まったときに協議するわけで

すよね。大型車の出入りを考えた協議になると考えています。 

 

【事務局（太田）】 

そうですね。 

 

【議長（木下部会長）】 

他に御意見はございますか。よろしいでしょうか。ありがとうございました。御意見出尽

くしたように思いますので，議題（２）の質疑は終わります。 

「議題（２）地区別景観づくり計画（深溝地区）について」，専門部会として了承をいた

したいと存じますが，いかがでしょうか。 

 

≪異議なしの声あり≫ 

  

【議長（木下部会長）】 

ありがとうございました。「議題（２）地区別景観づくり計画（深溝地区）について」，専

門部会として了承をいたします。 

 それでは，事項書の項目３において「その他」事項とありますが，何かございますか。 

 

【事務局（太田）】 

「その他」事項でございますが，先日，市議会の全員協議会で，景観計画の変更について

説明をさせていただいた際に，いわゆるキング観光の色彩，夜間照明の問題について，議員

の方々から御意見をいただき，最終的は，建築物の壁面の地模様を考慮した色彩基準を作成

する運びになりました。そこで，次回の専門部会において，そのことに関して，皆様の忌憚

なき御意見をお伺いしたいと存じます。よろしくお願いします。以上でございます。 

 

【議長（木下部会長）】 

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，長時間御審議をいただき，どうもありがとうございました。 

本日の部会でいただいた御意見も踏まえ，鈴鹿市景観計画の変更に伴う景観施策の具体

的な内容につきましては，鈴鹿市景観づくり条例の一部改正の内容に反映させていただき

たいと考えております。 

また，本日御承認をいただきました「地区別景観づくり計画（深溝地区）」につきまして
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は，今後地権者の説明会を開催し，１１月１４日の都市計画審議会，景観審議会で「鈴鹿市

景観計画の変更」の答申にあわせて「地区別景観づくり計画（深溝地区）」の指定の御承認

をいただきたいと考えております。 

なお，次回の専門部会につきましては，パブリックコメントに対応した「鈴鹿市景観計画

の変更案」と「景観設計の手引き案」を御審議していただくため，９月か１０月上旬に開催

させていただきたいと考えております。部会員の皆様，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｡ 本日はどうもありがとうご

ざいました。 
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