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第 9回 鈴鹿市景観審議会会議録（要約） 

 

１ 開 催 日 時：平成２８年７月７日（木）９：３０～１１：００ 

２ 開 催 場 所：鈴鹿市役所 本館６階 庁議室 

３ 出 席 委 員：吉島隆子（会長），麻生洋一郎，伊藤睦，岡本肇，豊田由紀美， 

西川潤子，長谷康郎，福嶋礼子，村山顕人，矢野仁志，山本忠之 

４ 出 席 職 員：副市長 宮﨑守 

都市整備部長 松岡正朋 

都市整備部次長 小河謙一 

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）鈴鹿市景観計画の変更について 

６ 傍聴の可否：可 

７ 傍 聴 者：なし 

８ 議事録署名人：伊藤睦 委員，岡本肇 委員 

９ 配 布 資 料：第９回鈴鹿市景観審議会 事項書 

        第９回鈴鹿市景観審議会 議案書 

        鈴鹿市景観審議会委員名簿 

 

１０ 審議会の内容（要約） 

【都市計画課長】 

委員の皆様には，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を開催させていただきます｡ 

まず，最初に，副市長より挨拶を申し上げます｡ 

 

【副 市 長】 

 景観審議会の委員の皆様には，お忙しい中，第９回鈴鹿市景観審議会に御出席いただき，

ありがとうございます。 

日頃は，本市の景観行政並びに市政全般にわたり，御理解御協力をいただきありがとう

ございます。この場をお借りしまして，お礼申し上げます。 

 本日は，第９回目の景観審議会でございます。 

本市におきまして，平成２３年１月１日より鈴鹿市景観計画の運用を開始し，５年が経

過しましたが，この間，平成２５年度の第６回景観審議会におきまして，鈴鹿市景観計画

の運用上の課題を洗い出し，その解決に向けて，景観計画の見直しも見据えた景観施策を
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とりまとめるため，専門的な見地から調査審議を行う組織として，専門部会を設置してい

ただきました。 

また，前回平成２７年２月に開催させていただきました第８回景観審議会におきまして

は，専門部会で整理が行われた「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」について，審議会で御承認をいただきました。 

そして，専門部会におかれましては，審議会で御承認いただきました方向性を踏まえ，

景観計画の見直しについて，御審議をいただき，本日御提案させていただきます「鈴鹿市

景観計画（改定案）」としてとりまとめていただきました。 

ここで，改めまして，審議会委員の皆様，専門部会の委員の皆様に，景観計画の見直し

に関しまして，御尽力を賜りまして，ありがとうございました。お礼を申し上げます。 

本日の議題といたしましては，景観計画の変更に向けて，８月にパブリックコメントを

実施させていただくに当たり，専門部会で御承認をいただきました，「鈴鹿市景観計画

（改定案）」に関する事項につきまして，御審議の後，御承認をいただきたいと考えてお

ります。 

この後，担当より説明させますので，委員の皆様におかれましては，御審議いただきま

すようよろしくお願い申し上げます。 

 

【都市計画課長】 

申し訳ございませんが，副市長は公務がございますので，ここで，退席をさせていただ

きたいと存じます。御理解を賜ります。 

本日の景観審議会は，本年度初めての審議会であり，新たに御参加いただく委員の皆様

もお見えになりますので，改めまして委員の皆様方をお手元の審議会委員名簿により，御

紹介をさせていただきます。お名前を読み上げましたら，一言，御挨拶いただければと思

いますので，よろしくお願いいたします。まずは麻生委員でございますが，自治会連合会

の役選によりまして，自治会連合会の会長として御参加していただくことになりました。

麻生委員お願いいたします。 

 

【麻生委員】 

麻生です。一つどうぞよろしくお願いします。 

 

【都市計画課長】 

板谷委員におきましては，所用により本日は欠席されております。それでは伊藤委員お

願いいたします。 

 

【伊藤委員】 

伊藤でございます。三重大学で刑事訴訟法を担当しております。よろしくお願いしま
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す。 

 

【都市計画課長】 

続きまして，松浦委員が千葉大学に転任となりまして，委員の辞職届を御提出されたこ

とにより，この度中部大学中部高等学術研究所講師の岡本委員に御参加していただくこと

になりました。岡本委員お願いいたします。 

 

【岡本委員】 

皆様おはようございます。中部大学の岡本肇と申します。都市計画やまちづくりを専門

にしております。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

【都市計画課長】 

豊田委員お願いいたします。 

 

【豊田委員】 

市内で設計事務所をしております豊田です。よろしくお願いします。 

 

【都市計画課長】 

西川委員お願いいたします。 

 

【西川委員】 

西川でございます。昨年の１０月までは鈴鹿医療科学大学で教員をしておりましたが，

大学が特別養護老人ホームを設立いたしまして，１０月からはそちらの施設長をしており

ます。よろしくお願いいたします。 

 

【都市計画課長】 

長谷委員お願いいたします。 

 

【長谷委員】 

おはようございます。農業委員会会長の長谷でございます。よろしくお願いします。 

 

【都市計画課長】 

福嶋委員お願いいたします。 

 

【福嶋委員】 

福嶋礼子と申します。エッセイストとなっておりますが，地元の教育委員会でも委員を
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しております。よろしくお願いします。 

 

【都市計画課長】 

村山委員お願いいたします。 

 

【村山委員】 

村山でございます。東京大学で都市計画を担当しております。よろしくお願いします。 

 

【都市計画課長】 

続きまして矢野委員でございますが，市議会の役選によりまして産業建設常任委員長と

して，この会の委員として御参加をお願いしております。よろしくお願いいたします。 

 

【矢野委員】 

矢野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【都市計画課長】 

山本委員お願いいたします。 

 

【山本委員】 

皆様おはようございます。鈴鹿商工会議所の会頭を仰せつかっております山本でござい

ます。よろしくお願いします。 

 

【都市計画課長】 

最後に吉島会長お願いいたします。 

 

【議長（吉島会長）】 

吉島といいます。よろしくお願いします。 

 

【都市計画課長】 

ありがとうございました。続きまして，事務局につきましても，人事異動によりまして

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。 

 

【都市整備部長】 

都市整備部長の松岡と申します。よろしくお願いいたします。 

 

【都市整備部次長】 
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都市整備部次長の小河と申します。よろしくお願いいたします。 

 

【都市計画課長】 

都市計画課長の太田と申します。よろしくお願いいたします。 

 

【事務局（西野）】 

景観グループの西野と申します。よろしくお願いいたします。 

 

【事務局（中村）】 

同じく景観グループの中村と申します。よろしくお願いいたします。 

 

【事務局（西村）】 

総務・交通政策グループの西村と申します。よろしくお願いいたします。 

 

【事務局（松田）】 

同じく総務・交通政策グループの松田と申します。よろしくお願いいたします。 

 

【都市計画課長】 

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いたします。 

はじめに，事項書にもありますが，今までお世話になっておりました松浦委員が千葉大

学へ転任され，辞職届が提出されました。このことから，松浦委員の後任に中部大学中部

高等学術研究所講師の岡本肇先生にお願いすることとなりました。また，松浦委員には審

議会の副会長を務めていただいておりましたことから，副会長の選任が必要となります。

副会長につきましては，鈴鹿市景観審議会規則第２条第２項に基づき，副会長は委員の方

から互選によって選ぶこととなっておりますが，いかがいたしましょうか。 

 

≪事務局一任の声あり≫ 

 

【都市計画課長】 

只今「事務局一任」とのお声を頂きましたことから，事務局より推薦させていただきた

いと存じますが，よろしいでしょうか。 

では，副会長には都市計画・まちづくりの専門的な知識を有しておられ，現在景観審議

会の専門部会，審査部会のそれぞれで職務代理者を務めていただいております岡本委員を

推薦させていただきます。 

 

≪異議なしの声あり≫ 
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 皆様に御賛同いただきましたことから，岡本委員に副会長をお願いしたいと存じます。

改めまして，委員の皆様，よろしくお願い申し上げます。岡本委員，副会長席への移動を

お願いします。それでは，岡本副会長より一言御挨拶をいただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

【岡本副会長】 

 中部大学の岡本と申します。本日は副会長という非常に重要な役を仰せつかりました。

今後も鈴鹿の景観のために全力を尽くしていきたいと思いますので，よろしくお願いしま

す。 

 

【都市計画課長】 

 岡本副会長ありがとうございます。 

 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。 

 

≪資料確認≫ 

 

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。 

それでは，鈴鹿市景観審議会規則第３条第１項の規定に基づき，吉島会長に議長をお願

いいたします。 

吉島会長，議事進行をよろしくお願いいたします。 

 

【議長（吉島会長）】 

 本日は，審議会委員数１２名中１１名の委員さんに御出席をいただき，過半数に達して

おりますので，鈴鹿市景観審議会規則第３条第２項の規定により審議会は成立しておりま

すことを報告します｡ 

 また，本日の傍聴人は，来られていません。 

 議事に先立ちまして，鈴鹿市景観審議会規則第６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伊藤委員と

岡本委員になります。委員の皆様，よろしいでしょうか。 
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≪異議なしの声あり≫ 

 

伊藤委員と岡本委員，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，進めさせて

いただきます。 

２．議題（１）「鈴鹿市景観計画の変更について」，事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局（西野）】 

それでは，議題（１）「鈴鹿市景観計画の変更について」御説明をさせていただきま

す。 

専門部会，庁内の検討委員会，行政の意思決定機関である行政経営会議で御承認を得た

「鈴鹿市景観計画（改定案）」について今回，景観審議会で御審議をいただきたいと存じ

ます。 

議案書を御覧ください。ページをめくっていただいて，資料①「鈴鹿市景観計画の変更

について」でございますが，景観計画の主な変更内容をまとめております。ここでは，

「１．変更の趣旨」について御説明をさせていただきます。今回の景観計画の変更は，景

観計画策定から５年が経過し，関連計画の改定，社会動向の変化，景観法の運用上の課題

が生じたことから，現行の景観計画の理念や目標を踏襲しつつ，計画の整合や運用上の課

題を解決するため現行の景観計画の一部を変更するものです。 

資料②の「鈴鹿市景観計画(改定案)」を御覧ください。変更箇所は赤書き下線部分のと

ころになります。また，写真については，一部差替える予定でおります。差替えようと考

えている写真についてはマークをしておりますが，良い写真があれば，これだけでなく写

真を差替えていきたいと考えています。 

それでは，「鈴鹿市景観計画（改定案）」の主な変更点について，御説明させていただき

ます。その際，机の上に置かせていただいております現行の景観計画と資料②「鈴鹿市景

観計画（改定案）」を見ながら御説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

現行計画の９ページと資料②の１０ページを御覧ください。「２．関連計画」について

ですが，改定のあった鈴鹿市総合計画２０２３，鈴鹿市観光振興方針，鈴鹿市都市マスタ

ープランを反映した内容に見直しを行いました。 

その中で，都市マスタープランの改定について御説明をさせていただきます。 

現行計画の１０ページと資料②の１２ページを御覧ください。土地利用方針図で（仮

称）鈴鹿ＰＡスマートＩＣの設置を受けて「新土地需要エリア」「スマートＩＣ利活用エ

リア」，歴史観光拠点として「椿大神社」「神戸城跡」が新たに位置づけられました。 

現行計画の１４ページと資料②の１６ページを御覧ください。それを受けて本市におい

て景観上，特に重要と考えられる代表的な景観要素として新たに，「スマートＩＣアクセ
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ス道路」「椿大神社」「神戸城跡」を位置づけました。 

現行計画の１５ページと資料②の１８ページを御覧ください。景観類型図にその追加箇

所を明示してあります。 

現行計画の１６ページと資料②の１９ページを御覧ください。先ほど，景観類型図で表

示してある景観類型別に景観特性・景観形成方針が定められております。現行計画の策定

当時想定していなかった空き家，耕作放棄地，住民協働などの課題について景観としてど

のような方針でのぞむのかを新たに明示いたしました。 

資料②の１９ページの景観形成方針の４つ目の○を御覧ください。例えば，空き家の課

題では，空き家の予防という観点から「○ 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。」と定めました。これは全地域共通でございます。 

資料②の２０ページの景観形成方針の１つ目の○を御覧ください。耕作放棄地の課題で

は，「耕作放棄地の再生利用の促進により，農地などがもたらす自然的景観の保全を図り

ます。」と定めました。丘陵地，平野部水田地，里山水田地の共通でございます。 

資料②の２７ページの景観形成方針の２つ目の○を御覧ください。住民協働の課題で

は，例えば「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。」を新たに定めました。 

資料②の２９ページを御覧ください。都市マスタープランの改定により，新たに，代表

的な景観要素として「スマートＩＣアクセス道路」を追加したことから，その地域の景観

形成の目標及び景観形成方針を明記しました。景観形成方針としては３つの○の部分にな

ります。「○ 周辺住民等との協働のもと，建築物・屋外広告物のデザインや緑化など，

具体的な景観形成に向けたルールづくりに努めます。」と「○ ６次産業施設や観光施

設，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の誘導と緑化の促進を図ります。」と「○ 沿道の広々とした茶

畑・サツキ畑などの景観を阻害する野立て看板などの設置を規制します。」と定めまし

た。 

資料②の３４ページを御覧ください。同じく，都市マスタープランの改定により，新た

に，代表的な景観要素として「椿大神社」「神戸城跡」を追加したことから，その地域の

景観形成の目標及び景観形成方針を明記しました。御確認ください。 

ここまでは，関連計画の改定，社会動向の変化，都市マスタープランの改定を反映した

見直しでございます。 

現行計画の３２ページと資料②の３６ページを御覧ください。「第４章建築物・工作物

等の行為の制限に関する事項」でございます。現在，本市では，景観に大きな影響を及ぼ

すと考えられる大規模な建築物，工作物をつくるとき，例えば，建築物の高さ１０ｍ超

え，建築面積１,０００㎡超えの建築物について，景観法の届出をお願いしており，その

際，景観形成基準に合ったものをつくってもらい，より良い景観の形成に寄与していただ

いております。ただ，それ以外の小規模な建築物に対して，何も手立てを用意しておりま
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せん。 

資料②の３８ページの「（３）届出対象行為に当たらない行為」を御覧ください。そこ

で，今回の変更で，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について，景

観形成基準を参考にして計画・設計を進めていただくよう規定しました。 

現行計画の３４ページと資料②の４１ページを御覧ください。「２．景観形成基準」で

ございますが，現行計画の３４・３５ページに書かれていますのが，現行の景観形成基準

です。市全域で同じ基準で，少し抽象的で，場所によっては，届出者，設計者にわかりづ

らいものになっています。それを解決するため地域の景観特性に応じた基準にすることと

し，景観類型ごとに景観形成基準をつくりました。 

資料②４１ページを御覧ください。鈴鹿山脈及び山麓の景観形成基準です。それ以降，

景観類型ごとに景観形成基準を記載しております。この内容については，専門部会におい

て，かなりの時間をかけて検討をいたしました。御確認ください。 

また，資料②の３９ページを御覧ください。景観形成基準を遵守事項と協議事項に区分

しました。遵守事項は，絶対に守っていただきたい基準です。協議事項は，市と届出者と

の間で協議をしながら進めていく基準で，より良い景観の形成を図れるよう届出者の理解

を得てまいりたいと考えております。 

現行計画の３７ページと資料②の６９ページを御覧ください。「第５章良好な景観の形

成に向けた方策」でございます。鈴鹿らしい良好な景観を形成していくためには，当該行

為を誘導等するだけでなく，既存の景観資源の保全・活用も必要であると明記しておりま

す。そこで新たに「１．景観資源の抽出と認知度の向上」という項目を設け，市として，

景観資源の把握がなされていないという実態を踏まえ，地域別景観資源調査の実施及び技

術的援助，地域の景観資源の情報発信などを明記しました。また，現行計画にも明記され

ている景観資源を保全・活用する施策として，「２．景観法に基づく景観重要建造物及び

景観重要樹木の指定」があります。しかし，これらの指定は，市を代表する景観資源の保

全を目的としており，地域の身近な景観資源等を保全・活用する施策としてはなかなか難

しいものがあります。そこで，今回の景観計画の変更において，地域の身近な景観資源の

抽出・認知・保全・活用を視野に入れた総合的な景観資源の保全・活用策を整理いたしま

した。具体的には，地域の身近な景観資源を保全・活用するため，「登録・認定地域景観

資産制度の創設」を規定します。 

資料②７１ページの「４．登録・認定地域景観資産の登録・認定」を御覧ください。こ

こには，「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。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
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用に努めます。」と明示いたしました。具体的に登録地域景観資産はどのような建造物を

想定しているかというと，維持管理がしっかりされている，築造５０年以上の建造物で，

所有者の承諾を得ているものについて，登録地域景観資産に登録できるものと考えてお

り，地域にどんどんと登録地域景観資産を増やしていき，地域の景観資源の「見える化」

を図っていきたいと考えています。 

現行計画の４１ページと資料②の７５ページを御覧ください。「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。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地域の景観空間を魅力的なものに創造する最

も重要な方策であると謳っております。現行計画を御覧いただくと，「１．地区別景観づ

くり計画の策定の仕組み」について規定されていますが，そこには地区別景観づくり計画

の定める事項，計画策定に向けた支援や手続きの具体的なイメージが明らかではなく，地

区別景観づくり計画の策定に向けた取組が描けない状況にありました。今回の景観計画の

変更において，地区別景観づくり計画の策定を促進するため，現行の景観計画を補強し，

わかりやすく整理していきました。 

その中で特筆すべき事項について御説明をさせていただきます。 

資料②７５ページを御覧ください。「（１）地区ごとの景観づくりの進め方」において，

地区別景観づくり計画で定めることができる事項を明らかにしました。 

現行計画の４２ページと資料②７７ページを御覧ください。「（３）市民自らの発意によ

る計画策定への支援」において現行計画では「計画策定に向けて積極的に支援します。」

と明記されており，資料②では，その具体的な例をここで明記しました。「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。」

と定めました。 

ここで，資料②の７８ページを御覧ください。地区別景観づくり計画の策定手続きのイ

メージの一例が示されています。はじめに，「地域の景観資源の抽出」をし，その中で，

景観資源をきっかけにして，「市民主体による『地区別景観づくり計画案』の作成」が進

んでいきます。ここから先の手順として，市へ「『地区別景観づくり計画案』の提案」，そ

の提案を受けて，市として「鈴鹿市景観計画の変更」となります。 

資料②の７７ページを御覧ください。先の手順について明確にするため「（５）景観計

画提案制度による計画策定の促進」の項目を新たに設けました。その内容について，御説

明をさせていただきます。市民自らの発意によって「地区別景観づくり計画案」の作成が

なされた場合，次のステップとして景観法で規定された提案制度により，市民自ら市へ地

区別景観づくり計画案の提案をし，市がその計画案を景観計画に位置づけることをここに

明記しました。また，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

を引き下げ，小規模であっても，計画案の提案をすることができるよう明記しました。さ
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らに，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者に，景観計画提案制度

に基づく「地区別景観づくり計画」の提案を合わせて求めていくことをここに明記しまし

た。 

現行計画の４５ページと資料②の８１ページを御覧ください。「３．景観意識の醸成」

でございます。今色々と景観施策についてお話をさせていただきましたが，これらの景観

施策の実現に向けて最も重要なことは，景観意識の醸成を図ることです。現行の景観計画

には，景観に関する普及啓発が規定されています。その中で，景観づくり活動団体に関す

る規定がないことから，今回の景観計画の変更で，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の創設を，ここに位置づけております。 

以上で，鈴鹿市景観計画（改定案）の主な内容についての御説明は終わります。 

今後のスケジュールについて御説明させていただきます。 

資料③を御覧ください。本日は，７月７日の景観審議会のところでございます。次に，

７月１５日に全員協議会で議員の皆様に報告をし，８月１日から３１日まで，鈴鹿市景観

計画（改定案）のパブリックコメントを実施していきたいと考えております。そして，パ

ブリックコメントの対応を行い，１１月に都市計画審議会，景観審議会で鈴鹿市景観計画

（改定案）の御承認をいただきたいと考えています。また，景観計画変更に関連して，鈴

鹿市景観づくり条例の一部改正を１２月議会に諮っていきたいと考えております。そし

て，周知期間を経て平成２９年４月に鈴鹿市景観計画の変更及び鈴鹿市景観づくり条例の

一部改正の運用を開始したいと考えております。よろしくお願いいたします。 

以上で御説明を終わります。よろしく御審議をお願いします。 

 

【議長（吉島会長）】 

 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，御発言をお願いします｡ 

 

【福嶋委員】 

 先ほど説明いただいた４４ページ，４５ページで，景観形成の様々な事項について専門

部会で討論があったようなのですが，専門の建築家の方から見て，これらの規定は問題が

多いのか，正しく決められているのか等，専門部会で出た意見を教えていただきたいで

す。 

 

【事務局（西野）】 

 今回の専門部会で協議させていただいた主な内容としまして，景観計画と景観計画のガ

イドラインの冊子がありまして，景観法の届出を審議や確認をするのに景観計画ガイドラ

インを利用していまして，その中で景観形成ガイドラインの内容は景観計画の景観形成基

準の内容に入れさせていただき，この一冊を見ていただいたら解決できるという内容にし

ております。内容については，承認してもらえるのかどうか，不備がないかを確認してい
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ただきました。また今回の審議内容ではありませんが，届出をしていただく手順をどうす

るかということについて，現在は届出前に事前相談制度を設けていますが，実際問題とし

て事前相談が上手く成立しないということについても協議させていただき，条例改正の中

で事前協議という形で，新たにしっかり協議できる形を取っていこうと考えております。

その事前協議について，どの時期に開催し，どこまで事前協議するのかということについ

て協議させていただきました。 

 

【福嶋委員】 

 ありがとうございます。建築物の景観形成基準について，建てる側から見て，この規制

は妥当なのかどうか，豊田委員に教えていただきたいです。 

 

【豊田委員】 

 専門部会の中でも色々な意見を出させていただきましたが，具体的なものとしまして，

里山の風景を壊さないためには，どこから見て，どう判断するのか等を皆様と議論しまし

て，指針としては十分検討できるものになったと思います。 

 

【福嶋委員】 

 ありがとうございます。相互理解は難しいと思いますが，よろしくお願いします。 

 

【議長（吉島会長）】 

 他に御意見はございますか。 

 

【山本委員】 

 スマートＩＣ関係として，ここに通じる部分と椿大神社に通じる部分が景観類型別の中

で明記されておりますが，この辺りをこれから活気のあるまちづくりにしていきたいとい

う要望がございまして，個々の地権者の方も色々な御意見があるようなので，この部分に

関して事前の協議が遅れないようにお願いします。開発とまちの形成という部分で理解は

しており，新しいスマートＩＣと鈴鹿ＩＣの間は鈴鹿らしさが出ておりますが，新名神の

橋梁が建ち，橋が架かると景観がかなり変わってしまい，周辺の道路の問題とそれに関す

る人の集まりの部分で夢のような話をされる方もおり，その中でこの部分が遅れないよう

に御配慮を賜れれば良いと思っております。事前協議もあると思いますので，よろしくお

願いします。 

 

【都市計画課長】 

 事前相談や事前協議につきましては，豊田委員にも専門部会の方に入っていただいてお

りますが，設計士の方につきましては，協議期間について非常に御心配をされております
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ので，その点については十分配慮させていただいた手続方法であると私たちは認識させて

いただいております。また鈴鹿市都市マスタープランの改定によりまして，山本委員がお

っしゃられた椿大神社周辺やスマートＩＣ周辺の地域につきましては，スマートＩＣ利活

用エリアということで，基本的には農業ゾーンということですが，鈴鹿市都市マスタープ

ラン上では工業系や農業を基本とした独自産業のもの，環境のものについては都市計画補

助も容認していきたいという位置づけにさせていただいております。その中で，開発行為

が出てきた場合は，景観の方にも御協力いただきながら，その地域に合い，景観に配慮し

た建築物，そして御心配されております届出については，できるだけスムーズな形で審議

させていただくよう努めていきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 

【議長（吉島会長）】 

 ありがとうございました。他の委員の方はいかがですか。 

 

【村山委員】 

 今度開催される三重県の都市計画審議会の事前説明を受けたときに，三重県の景観計画

が変更されることで中身の説明を受けたのですが，太陽光発電のパネルが三重県内に増え

てきており，これに対して誘導をしたいという内容の変更案が出ておりました。今回の鈴

鹿市の計画の中で３６ページ，３７ページの工作物に関する届出対象行為の中に太陽光パ

ネルや，県でもあまり問題になっていなかった風力発電施設等を対象として入れなくて良

いのかどうか，考えていく必要があるのでしょうか。 

 

【都市計画課長】 

 専門部会の方でも，その内容は議論の中に入っておりませんので，逆にこちらからお尋

ねさせていただきたいのですが，三重県の都市計画審議会で，県の都市マスタープランに

太陽光パネル等に関する規定を盛り込もうとしているのでしょうか。 

 

【村山委員】 

 景観計画の変更について，規定を入れたいという案は都市計画審議会の報告でありまし

た。資料が今手元にないので，どのくらいの規模のものを対象にするかは覚えていません

が，ある一定以上のもので，屋根の上についているものではなく，特に耕作をしなくなっ

た農地などの平場に設置されるものは光の反射が問題になるので，大きな発電施設はもち

ろん，市街化調整区域や集落の周りの平場で発電する場合も問題が生じそうなので，どの

くらいの規模にするかは議論の余地があると思います。三重県の状況を確認していただい

て，鈴鹿市ではどうなのかを議論していただきたいです。 

 

【都市計画課長】 
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 三重県の景観計画の動向をしばらくは静観したいと思います。鈴鹿市の太陽光パネルへ

の考え方でございますが，太陽光パネルは鈴鹿市内でも沢山設置されておりまして，非常

に大規模なものもございます。こちらのものは都市計画法で言うところの開発行為にあた

るのか，開発許可が要るのかというと，太陽光パネルは建築物ではないので，建物を建て

る目的で土地の区画掲出を変更するという規定に当てはまらないため，どんなに造成しよ

うと建物を建てない限りは開発行為には当たらず，開発許可も必要がないということにな

ります。しかし造成をすると排水の問題が生じたり，色々な問題が生じたりしますので，

鈴鹿市では開発指導要綱を設けております。この中で，大きな太陽光パネルにつきまして

は届出をしてもらい，開発の事前協議と同じように御指導させていただいて，緑地の緑化

に努めていただいたり，排水問題においては同じような調整機能を持ったものを設置して

下流部に放流していただいたりしておりまして，周囲への緑地等で景観への配慮はしてき

ていると鈴鹿市では考えております。先ほど村山委員から反射のことが挙げられまして，

今のところ大きな苦情はいただいておりませんが，その点は今後検討していく必要があり

ますね。 

 

【豊田委員】 

 補足ですが，県内で大きな太陽光パネルを設置した事業者がありまして，パネルに森林

の陰が掛かるという理由で多くの木を切り倒してしまい，県から注意されたというのを聞

きました。開発指導がないので，このようなことをしてしまう業者さんがいらっしゃると

いうことが分かって，このことは問題だということをおっしゃっているのも聞き，専門部

会でも太陽光パネルのことは届出対象ポイントに無かったため，やはり入れた方が良いの

ではないかと思いました。 

 

【都市計画課長】 

 そうですね。今後の大きな課題だと認識しております。鈴鹿市では事前協議の段階で森

林法を所管しております農林部局にも書類が回りますので，必ずそちらの方で指導が入る

と思われます。 

 

【議長（吉島会長）】 

 そのあたり十分確認をして，進めてください。 

 

【麻生委員】 

 鈴鹿市の太陽光パネルで困っている箇所があります。開発といわれても行政は書類審査

だけで，実際に困っているのは地元の方たちでして，昔からその場所は水の被害が沢山出

ており，常総市の鬼怒川の氾濫でも太陽光パネルが濁流の被害にあったことから，設置の

際は住民の方が土地のことを一番良く知っているため，その方たちに相談して現地も見て
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もらう必要があると思います。また志摩市では山を削り，大規模な太陽光パネルを設置し

たということで，恐らくこれから水害が発生するのではないかと危惧されております。鳥

羽市におきましては，島を削って太陽光パネル等を設置し，国定公園の景観が損なわれて

いると聞きました。鈴鹿市も色々な所に太陽光パネルが設置されておりますが，設置をす

るのは簡単でも後始末をするような業者は無いでしょうから，設置の際はもっと住民の方

と相談するべきでして，条例等も設けてほしいと考えております。 

 

【都市計画課長】 

 景観的な意味合いもありますし，開発行為の問題もありますので，関係法令に基づいて

指導を引き続きしていきたいと思います。しかし森林法，農地法上の問題にならなけれ

ば，止めることは現在の状況では難しいです。その場合は指導要綱に基づいて周囲にでき

るだけ被害が出ないように排水を処理させていただいたり，景観に配慮した形で周囲に植

樹を設けていただいたりするように指導させていただくのが現状では限界です。また指導

要綱の中でも周囲の住民の方への事業の説明を求めておりますが，全員の同意を得ること

はできないということは御理解いただければありがたいです。 

 

【議長（吉島会長）】 

 ありがとうございます。他に御意見はございますか。 

 

【西川委員】 

 太陽光パネルのことで感想なのですが，私が働いている施設の目の前に大きな太陽光パ

ネルが設置されております。施設を建てる前はパネルが無かったので，施設からの景観を

期待していたところ建設中にパネルが設置され，施設からの眺めは無機質なパネルばかり

で，景観にはがっかりしました。しかし大きな建物が建って，海が見えなくなるよりは太

陽光パネルで良かったのかと思いますが，やはり無機質な感じがありますので，周囲に背

の高くならない植物を植え，緑を増やしてほしいという感想はあります。 

 

【都市計画課長】 

 太陽光発電をすることは良いことではありますので，景観も守りながら進めていくため

に植樹をする等，そのような指導をどう進めていくか検討していきたいと思っております

ので，御指導のほどよろしくお願いします。 

 

【議長（吉島会長）】 

 他にはいかがでしょうか。 

 

【西川委員】 
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 太陽光パネルのことではないのですが，第６章の「市民が主役の景観づくりに向けた取

組」はとても素晴らしいと思います。そこで具体的にどのように進めていけばいいのか簡

単に説明をお願いします。例えば個人が持っている土地の中の樹木が景観的に良いという

場合，登録するためにどのように手続をすれば良いのでしょうか。 

 

【事務局（西野）】 

 具体的には，地域の身近な景観資源に関しては登録地域景観資産と認定地域景観資産へ

の登録・認定を考えております。例えば立派な樹木があれば，登録地域景観資産の樹木の

該当要件を満たし，所有者の承諾があれば登録できるような制度にしていきたいと考えて

おり，こういうものがどんどんできていくことで，地域の景観への意識を高めていきたい

と考えております。更に地区別景観づくり計画で，樹木や建造物ではなくて，景観のまち

づくりという観点で，地域の土地の所有者の方が地区別景観づくり計画を策定するという

目的で集まっていただくのであれば，景観形成協議会ができるという制度にしておりまし

て，その制度に認定されれば，市から技術的な援助，職員や景観アドバイザーの派遣を考

えております。これは１，０００㎡以上の規模に関してですから，道路を挟んで向こう３

軒，両隣くらいの規模でも皆様の意識が高まればできるくらい，簡単にできるように改正

をしていきたいと考えております。 

 

【西川委員】 

 そのような景観形成協議会に認定されれば，費用等も援助していただけるのでしょう

か。 

 

【事務局（西野）】 

 今のところ市から景観アドバイザーや職員を派遣して，地区別景観づくり計画の作成の

お手伝いをするということを考えておりまして，景観資源はどうか等も調べたりしながら

進めていくことになると思います。そして何軒か集まっていただいて，１，０００㎡くら

いの規模であれば気軽に御相談していただける制度にしていきたいと思っております。 

 

【西川委員】 

 費用はあくまでも個人持ちですか。 

 

【事務局（西野）】 

 費用というのは具体的にどのようなものでしょうか。 

 

【西川委員】 

 個人の土地の周辺に土砂を持ってきて整備をしたり，子どもが遊べる環境へ整備したり
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する費用です。 

 

【事務局（西野）】 

 地区別景観づくり計画の作成自体は市が行うことになると思いますが，整備は市が行う

ことは考えておりません。 

 

【都市計画課長】 

 西川委員がおっしゃりたいことは，市民緑地制度のことだと思いまして，一定期間公園

等として利用していただくと用途は変更することはできませんが，代わりに固定資産税を

軽減するというような制度なのですが，鈴鹿市ではこの制度は適用しておりません。景観

におきましても予算を取ることが難しく，今回の改定におきましても認定していただいた

資産への経済的支援はできないものですから，このような表現に留まった次第です。 

 

【西川委員】 

 わかりました。 

 

【福嶋委員】 

 今回市のあらゆる政策が大きなターニングポイントとなっていて，行政指導から市民の

意識というところへ方向転換をしていると思います。教育の面でも学校審議会ができた

り，災害の面でも地元の方の意識を高めることが基本になっていたりしていて，市民の意

識づくりをどのようにしていくかが今一番の課題であると思います。また資料３のスケジ

ュールで「関係団体への説明等」とありますが，関係団体とはどのような団体なのでしょ

うか。 

 

【事務局（西野）】 

 現在考えておりますのが設計事務所等で，今回一番大きな改正が景観形成基準の改正で

して，これらに関する団体や事務所にまず御説明をさせていただくことを考えておりま

す。また景観通信というものを年に１回，３月くらいに発行しておりまして，登録・認定

地域景観資産のことを皆様に知っていただくように説明していこうと考えております。 

 

【福嶋委員】 

 例えば自治体の方には説明は行われないのでしょうか。 

 

【都市計画課長】 

 登録・認定地域景観資産の制度が条例上固まり，この家には御登録していただきたいと

いう所があれば，そこから徐々に地域の方にも知っていただいてほしいと思います。また
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景観意識の醸成は，これまでも委員の皆様に物足りないと御指摘をいただいております。

景観計画ができましたら，広報でも特集を組んでいただくことを考えております。市民以

上に職員の意識が足りないのではという御指摘もありましたので，５月に近畿大学の久先

生に来ていただいて，公共施設を担当している職員を対象に景観に関する意識醸成のため

の講習会を開いていただきました。今後地域の方達に協力を仰ぎながらどのように進めて

いけば良いのかを地域づくり協議会の協力を求めていきながら，少しずつ景観の意識醸成

を図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。 

 

【議長（吉島会長）】 

 ありがとうございました。他に御意見はございますか。 

 

【豊田委員】 

 建築士会や事務所協会と言っていただいたのですが，私たちにできることということ

で，何年か前に鈴鹿，亀山地域の景観の写真コンテストを一般の方も対象に開催させても

らったのですが，テーマを決めて，このようなことをまた開催すれば，資源が掘り起こさ

れてくるのではないかと考えます。開催に向けて協会の方と話をして，考えていきたいの

で御協力よろしくお願いします。 

 

【都市計画課長】 

 こちらこそよろしくお願いいたします。 

 

【議長（吉島会長）】 

 よろしくお願いします。他に御意見ございますか。 

 

【岡本副会長】 

 ４１ページの協議事項で示された景観類型は１８ページの景観類型図ですよね。 

 

【事務局（西野）】 

 そうですね。 

 

【岡本副会長】 

 ４１ページだけ見る方もいらっしゃると思いますので，これはページ数を表記していた

だいた方が親切かと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 わかりました。 
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【岡本副会長】 

 あと７７ページで，前回の専門部会でも議論になったと思うのですが，景観形成協議会

は景観協議会とは違うわけですよね。やはりここが分かりづらいのですが。 

 

【事務局（西野）】 

 景観計画を発行する段階で，解説のようなものを設けるという形でわかりやすくする工

夫をしていきたいと思います。 

 

【議長（吉島会長）】 

 他にはよろしいでしょうか。御意見が出尽くしたようなので，ここで事務局に論点の整

理が必要であれば御意見をお願いしたいと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 皆様どうもありがとうございました。今回の景観審議会の論点ということで，太陽光パ

ネルを景観の届出対象行為に該当させるかどうかが一つで，これは現在の枠組みの中でど

ういう内容を行っているかを明確にさせていただきながら，それでも届出対象にする必要

があるのかと県内の状況を見ながら判断をしていきたいと考えております。今回の景観計

画の変更には間に合いませんが，今後の課題として検討して参りたいと考えております。 

 

【議長（吉島会長）】 

 ありがとうございます。 

 それでは議題（１）「鈴鹿市景観計画の変更について」了承をしたいと思いますが，い

かがでしょうか。 

 

≪異議なしの声あり≫ 

 

 ありがとうございます。議題（１）「鈴鹿市景観計画の変更について」，審議会として了

承をしたいと思います。 

 続きまして，３．その他 とありますが，事務局から何かございますか。 

 

【都市計画課長】 

 本日はありがとうございました。今後の審議会開催の予定でございますが，８月に実施

いたしますパブリックコメントの結果を受けて，それに対応した「鈴鹿市景観計画」の最

終案を御審議していただく審議会を，１１月頃に開催させていただきたいと存じますの

で，委員の皆様方，よろしくお願いいたします。 
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【議長（吉島会長）】 

 ありがとうございます。これで，事項書の内容は委員の皆様の御協力を得て全て終了す

ることができました。委員の皆様，ありがとうございます。 

これをもちまして，第９回鈴鹿市景観審議会の議事を終了させていただきます。再びマ

イクを事務局にお返しさせていただきます。 

 

【都市計画課長】 

 これをもちまして，本日の審議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。 

 

 

上記のとおり第９回鈴鹿市景観審議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。 
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