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（１）鈴鹿市景観計画に伴う景観施策について 
 
景観計画 景観施策の方向性 景観施策の詳細 
第４章 建築物・工作物等の行為の制限に関する事

項 
（建築行為等に係る景観協議） 
○景観計画区域内において景観法の届出をしようとする者は，その設計図書の

作成に着手する前に，当該届出に係る建築行為等の計画の内容について市長と

協議を行わなければならない。 
○市長は，建築行為等について景観協議を行おうとするときは，次の各号に定

める団体の意見を聴くことができる。 
(1)  鈴鹿市景観審議会 
(2)  景観形成協議会（地区別景観づくり計画の区域内に景観形成協議会が設
置されている場合に限る。） 

(3)  その他市長が認める団体 
○景観協議は、次のいずれかに該当するときに終了するものとする。 
(1) 景観協議が調ったとき。 
(2) 景観協議が調わないこととなった場合において，当該建築行為等を行おう
とする者が市長に協議を終了するよう書面により申し出たとき。 
○市長は、景観協議が終了したときは、当該建築行為等を行おうとする者に対

し、当該景観協議の結果を「協議終了通知書」により通知するものとする。 
○市長と景観協議を行った者は、当該「協議終了通知書」に市長との合意事項

の記載がある場合は、当該合意事項を遵守しなければならない。 
○市長は，景観協議が調った場合においては，届出書の提出があったとき，速

やかに「届出に係る行為の着手制限期間短縮通知書」を交付する。 
※別紙資料参照 

（景観協議図書） 
○付近見取図 
○配置図（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） 
○立面図（各面の方位・寸法の表示，開口部・建築設備・軒等の位置・形状）

○現況写真 
（追加景観協議図書） 
建築物・工作物の外観の仕上げ材料・仕上げ色彩及び敷地内の外構・緑化計画

が定まった段階で，速やかに下記図書を市長に提出のうえ事前協議を行うもの

とする。 
○外構図（緑化図を含む）（植栽・樹木等の位置・種類・高さ，外構施設の位置・

材料・面積） 
○立面図（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） 
 
 

第５章 良好な景観の形成に向けた方策 
２ 景観法に基づく景観重要建造物及び景観樹木

の指定 
（４）景観重要建造物・景観重要樹木への技術的援

助等 
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。 

（援助） 
○市長は，景観重要建造物，景観重要樹木の所有者等に対し，その保全のために技術的援助を行うことができる。 
（景観重要建造物・景観重要樹木の保全に関し景観アドバイザーの指導助言を受けることができる） 

４ 登録・認定地域景観資産の登録・認定 
景観法に基づく景観重要建造物・景観重要樹木，

（登録地域景観資産の登録） 
○市長は，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と

（登録地域景観資産の登録基準） 
１ 建築物・工作物 
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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。このた

め，鈴鹿市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。 
 

認める建築物，工作物，樹木を，登録地域景観資産として登録することができ

る。 
○市長は，登録地域景観資産の登録をしようとするときは，あらかじめ，その

所有者（権原に基づく占有者又は管理者がある場合は，それらの者を含む。以

下「所有者等」という。）の同意を得なければならない。 
○市長は，登録地域景観資産の登録をしたときは，次のことを行うものとする。

(1) 登録地域景観資産登録通知書の通知 
(2) 市の広報紙への掲載その他の方法により広く市民へ周知 
(3) 登録地域景観資産の表示 

(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。 
２ 樹木 
(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。 

（登録地域景観資産の登録の提案） 
○何人も，景観計画区域内の建築物，工作物，樹木について，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と認めるときは，登録地域景観

資産として登録を提案することができる。（その場合，所有者等の全員の合意が必要） 
（登録地域景観資産の管理等） 
○登録を受けた登録地域景観資産の所有者等は，当該登録地域景観資産を，その現状を損なわないよう管理に努めるものとする。 
○市長は，必要があると認めるときは，登録を受けた登録地域景観資産の所有者等に対し，当該登録地域景観資産の現状を変更し，又は所有権その他の権利を

移転したことについて，報告を求めることができる。 
（認定地域景観資産の認定） 
○市長は，一定の地域における景観の形成上，重要な歴史的又は文化的価値が

あると認める建築物，工作物，樹木を，認定地域景観資産として認定すること

ができる。 
○市長は，認定地域景観資産の認定をしようとするときは，あらかじめ，鈴鹿

市景観審議会の意見を聴くとともに，その所有者等の同意を得なければならな

い。 
○市長は，認定地域景観資産の認定をしたときは，次のことを行うものとする。

(1) 認定地域景観資産認定通知書の通知 
(2) 市の広報紙への掲載その他の方法により広く市民へ周知 
(3) 認定地域景観資産の表示 
 

（認定地域景観資産の認定基準） 
登録地域景観資産の登録基準を満たし，道路等の公共の場所から見ることが

できるもので，次のいずれかの要件に該当すると認めるときは，認定するもの

とする。 
１ 建築物・工作物 
(1)  地域の自然，歴史，文化などの特性が外観に現れており，地域の景観の
シンボル的な存在となっていること。 

(2)  外観が優れ，地域の良好な景観に寄与していること。 
(3)  地域の人々に親しまれ，愛されていること。 
２ 樹木 
(1)  巨木・古木など，地域の自然，歴史，文化などの特性が現れており，地域
の景観のシンボル的な存在となっていること。 

(2)  樹姿（樹高，樹形）が優れ，地域の良好な景観に寄与していること。 
(3)  地域の人々に親しまれ，愛されていること。 

（認定地域景観資産の認定の提案） 
○何人も，景観計画区域内の建築物，工作物，樹木について，一定の地域における景観の形成上，重要な歴史的又は文化的価値があると認めるときは，認定地

域景観資産として認定を提案することができる。（その場合，所有者等の全員の合意が必要） 
（認定地域景観資産の管理等） 
○認定を受けた認定地域景観資産の所有者等は，当該認定地域景観資産の景観の形成上，重要な歴史的又は文化的価値を尊重し，その現状を損なわないよう管

理に努めるものとする。 
○当該認定地域景観資産の現状を変更しようとするときは，現状を変更する行為に着手しようとする日の３０日前までに，その旨を市長に届け出なければなら
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ない。（認定地域景観資産の現状変更に関し景観アドバイザーの評価（指導助言）を受けることができる） 
○認定を受けた認定地域景観資産の所有者等は，所有権その他の権利を移転しようとするときは，あらかじめ，その旨を市長に届け出なければならない。 
（援助） 
○市長は，登録地域景観資産，認定地域景観資産の所有者等に対し，その保全又は活用のために技術的援助を行うことができる。 
（登録地域景観資産・認定地域景観資産の保全・活用に関し景観アドバイザーの指導助言を受けることができる） 

第６章 市民が主役の景観づくりに向けた取組 
１ 地区別景観づくり計画の策定の仕組み 
（３）市民自らの発意による計画策定への支援 
市民自らの発意により，様々な制度を活用した地

区別景観づくり計画を策定しようとする場合には，

それぞれの制度に求められる基準を満たすことが

認められた上で，計画策定に向けて積極的に支援し

ます。 
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。 

（景観形成協議会） 
○一定の地区内の土地所有者等は，当該地区の地区別景観づくり計画の策定及

び推進を図る上で必要な活動，調査，検討等を行おうとする場合は，規則の定

めるところにより市長の認定を受け，景観形成協議会を設立することができ

る。 
○市長は，景観形成協議会の認定をしたときは，景観形成協議会認定通知書を

通知する。 

（景観形成協議会の認定基準） 
(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。 

 
 

（援助） 
○市長は，景観形成協議会に対し，地区別景観づくり計画の策定とその運用を支援するために技術的援助を行うことができる。 
（景観形成協議会の活動支援に関し景観アドバイザーの指導助言を受けることができる） 

（４）景観アドバイザー派遣制度の設置 
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。 
アドバイザーは景観等に関する専門家や地域の

実情について熟知していることが望ましいため，地

元の建築家や，地区別景観づくり計画の策定に主体

的に関わった市民などを選任することが考えられ

ます。 

（景観アドバイザー） 
○市長は、良好な景観の形成を図るため、景観アドバイザーを設置することが

できる。 
○景観アドバイザーは，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。 
○景観アドバイザーの任期は，３年とする。ただし，再任は妨げない。 
○市長が景観アドバイザーの派遣を必要とするときは，派遣する景観アドバイ

ザーを決定し，依頼するものとする。 
○景観アドバイザーは，当該職務を行うに当たっては，常に客観的な立場から

公正かつ公平に遂行しなければならない。 
○景観アドバイザーは，職務上知り得た個人情報若しくは秘密を漏らし，又は

自己若しくは第三者の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も

また，同様とする。 
 

（景観アドバイザーの職務） 
○景観アドバイザーは，次に掲げる事項について助言及び指導をする。 
(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)  前各号に掲げるもののほか，市長に指示された事項 
○景観アドバイザーは，当該職務において，良好な景観の形成上重要である又

は単独で判断することが困難であると認めるときは，他の景観アドバイザーと

合議することができる。 
（５）景観計画提案制度による計画策定の促進 
景観計画提案制度は，景観法第１１条に基づき，

（景観計画提案） 
○景観計画提案を行おうとするものは，景観計画提案書を市長に提出するものとする。 
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景観形成協議会のほか，土地所有者やまちづくりＮ

ＰＯ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。 
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→０．１ｈａ）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。 
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。 

○市長は，当該景観計画提案書の提出があった場合は，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。 
○市長は，景観計画提案を受けた場合において，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を

聴かなければならない。（法第１３条：都市計画審議会への付議，法第１４条第２項：都市計画審議会への意見聴取） 
 
○景観法施行令（平成１６年政令第３９８号）第 7条ただし書規定により条例で定める規模は，0.１ヘクタールとする。 
 

３ 景観意識の醸成 
（３）表彰制度の創設 
景観に関して他のモデルとなるような優れた活

動や建築物などを対象に，表彰する制度の創設を進

めます。また，表彰された活動などについては，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。 

（表彰） 
○市長は，景観づくりの推進に寄与した個人，団体等を表彰することができる。 
○市長は，当該表彰に当たっては，あらかじめ，鈴鹿市景観審議会の意見を聴かなければならない。 

（４）景観形成市民団体の創設 
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。 

（景観形成市民団体） 
○市民等は，景観まち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。 
○市長は，景観形成市民団体の登録をしたときは，次のことを行うものとする。

(1) 景観形成市民団体登録通知書の通知 
(2) 市の広報紙への掲載その他の方法により広く市民へ周知 
○市長は，必要があると認めるときは，景観形成市民団体に対し，その活動の

内容について報告又は説明を求めることができる。 

（景観形成市民団体の登録の取り消し） 
○市長は，景観形成市民団体から登録の取消しの申出があったとき，又は景観

形成市民団体が次のいずれかの活動に該当すると認めるときは，その登録を取

り消すものとする。 
(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。 
 

 


