
第１０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１０月１４日（金）９：３０～１１：２０ 

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 

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    松田一真 

５ 議   題 

（１） 鈴鹿市景観計画（改定案）について 
（２） 鈴鹿市景観設計の手引き（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  岡本肇 部会員，豊田由紀美 部会員 

９ 配 布 資 料  

   ・第１０回鈴鹿市景観審議会専門部会 事項書 

・第１０回鈴鹿市景観審議会専門部会 資料  

・第１０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（改定案）について・・・承認 

（２） 鈴鹿市景観設計の手引き（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，御出席頂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１０回鈴鹿市景観審議会専門部会を開催させて頂きます｡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，御承認を頂きました「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，現在，その実効性を担保すべく，法規制の検討をしている

ところでございます。また，同じく御承認を頂きました「地区別景観づくり計画（深溝地区）」

につきましては，その指定に向けまして，次回１１月１４日に開催予定の景観審議会に向け

て準備作業を進めているところでございます。 

 本日は，８月１日から８月３１日まで実施したパブリックコメントの結果に対応した「鈴

鹿市景観計画（改定案）」についてと今までの専門部会で何回か御審議頂いた「鈴鹿市景観

設計の手引き（案）」について，御審議をお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたし



ます。 

本日，春山先生，村山先生，吉島先生は御都合がつかなかったため，欠席との御連絡を頂

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１０回鈴鹿市景観審議会専門部会 事項書」「第１０回鈴鹿市景観審

議会専門部会 資料」「第１０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，議題に入らせて頂きます前に，何点かお断りをさせて頂きます。まず，議事録作

成のため，録音させて頂きます。議事録は，要約記録とし，公開とさせて頂きます。 

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頂きますので，よろしくお願い申し上

げます。本日は，部会員数６名中３名の部会員の方に御出席を頂き，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岡本部会員と豊田部会員になり

ます。部会員の皆様，よろしいでしょうか。岡本先生と豊田先生，よろしくお願いします。 

それでは，お手元に配布させて頂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（改定案）について」，事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局（西野）】 

いつもお世話になっております。よろしくお願いいたします。 

それでは，「議題（１）鈴鹿市景観計画（改定案）について」，説明いたします。まず５月

２３日の第８回の専門部会におきまして，景観計画の変更案をとりまとめて頂きどうもあ

りがとうございました。その変更案をもとに行政経営会議で審議を経て，８月１日から３１

日にかけましてパブリックコメントを実施いたしました。その結果について説明をさせて

頂きます。 

専門部会資料の議題（１）１ページを御覧ください。「鈴鹿市景観計画（改定案）につい

て」，市民の皆さまから御意見を募集しました結果，２名から３件の御意見が寄せられまし

た。寄せられた御意見の概要とこれに対する市の考え方は，下記のとおりです。１の全体的

な意見では，「鈴鹿市総合計画の内容を反映した景観計画の変更とありますが，鈴鹿市総合

計画と同じように，計画期間や目標数値の設定はないのでしょうか」という御意見を頂きま



した。この御意見に対して，案を修正していこうと考えています。修正案については，後ほ

ど説明をいたします。２の「第１章鈴鹿市の景観特性に関する意見」についてですが，ここ

で，参考資料も併せて御覧頂きたいと思います。参考資料の議題（１）にパブリックコメン

トでしめした改定案を掲載しています。その改定案の７ページを御覧ください。その一番上

に「豊かな自然的景観を保全するため，鈴鹿フラワーパーク周辺でのカンナの植栽や，海水

浴場でのゴミや流木の回収作業など，周辺住民等による様々な活動が行われています。」と

いう内容が掲載されています。先ほどの部会資料１ページ目に戻って頂いて，その内容に対

して，市民の方から「豊かな自然的景観を保全するために，他にも様々な活動が行われてい

ると思うのですが，こういった場所（ホームページ等）で，市民に，どういった活動が実際

に行われているのかを詳しく記せば，市の景観保全に携わってくれる人が増えると思いま

した。」という御意見を頂きました。 

参考資料にある改定案の８１ページを御覧ください。パブリックコメントで頂いた御意

見の中にある様々な活動については，「（４）景観形成市民団体の創設」にある景観づくりに

関する活動に該当すると考えられます。ここで，先ほどの部会資料の１ページ目に戻って頂

きまして，市の考え方として「海岸の美化や花木の植栽などの活動が，景観の保全につなが

ると考えています。そういった景観づくりに関する活動を行う団体について，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，今回の改定案に記載しています。景観

形成市民団体の登録を促進するとともに，その活動などについて，広報などを通じて広く市

民の皆さんへ周知していく予定です。」というふうに回答したいと考えています。「３ 第３

章良好な景観の形成に関する方針」に関する御意見で「私が住んでいる太陽の街には，街路

灯（街路灯のようなもの）がありますが，それ以前に危険と思われる場所に街灯がなく，子

供などが夜通るには，危ない道などが存在しており，街路灯のデザインへの配慮を考える前

に，設置についての問題を考えるべきだと思いました。」という御意見を頂きました。この

御意見に対して，案には反映できないが御意見として伺ったものとし，「危険と思われる場

所への街路灯や防犯灯の設置については，自治会に御相談頂きますようよろしくお願いし

ます。」というふうに回答したいと思います。 

それでは，一番はじめに説明させて頂いた，総合計画と同様の計画期間や目標数値の設定

に関する意見への市の対応について説明いたします。部会資料の２ページを御覧ください。

議題（１）資料２で「改定案の目次の修正」を掲載しています。参考資料の改定案の目次も

併せて御覧ください。序章の３に計画の期間と成果指標を挿入しました。また，それに伴っ

て鈴鹿市景観計画の仕組みが項ずれしました。 

部会資料の３ページを御覧ください。「３ 計画の期間と成果指標」について説明します。

景観計画は，総合計画の個別計画に位置づけられることから，計画の期間の整合を図り，成

果指標を設定していきます。「（１）計画の期間」についてですが，『鈴鹿市景観計画は，関

連計画である「鈴鹿市総合計画２０２３」及び「鈴鹿市都市マスタープラン」に即した内容

を定めていることから，計画期間についても整合を図り，２０２３（平成３５）年度を目標



年度とします。』とします。「（２）成果指標」についてですが，「計画の理念と目標の達成度

を図るため，具体的な目標数値（以下「成果指標」という。）を設定します。」とし，成果指

標として「登録・認定地域景観資産の登録数・認定数（累計）」を考えており，設定した理

由として「登録・認定地域景観資産として登録・認定を行うことにより，地域の身近な景観

資源の認知度を高め，景観意識の醸成を図ることができるため」と考えています。目標値と

して，２０１９年度は１０件，２０２３年度は２５件を考えています。次の成果指標として

「地区別景観づくり計画策定数（累計）」を考えています。設定した理由として「良好な景

観形成を図ることを目的とした地区別景観づくり計画を策定することが，住環境・景観の創

造・保全につながるため」と考えています。現状値は１件で，目標値として，２０１９年度

は３件，２０２３年度は５件を考えています。 

部会資料４ページを御覧ください。参考資料にある改定案１０ページもあわせて御覧く

ださい。景観計画と総合計画の位置づけを明確にするため「鈴鹿市景観計画は，『鈴鹿市総

合計画２０２３』に掲げる「都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること」とい

う，めざすべき都市の状態１７の実現に資する計画として位置づけています。」と修正しま

した。また関連計画の体系図の鈴鹿市景観計画のところに，「目標年度：平成３５年度」を

明示しました。 

部会資料５ページを御覧ください。参考資料にある改定案１１ページもあわせて御覧く

ださい。改定案の３段落目にある文章は，景観計画と総合計画の位置づけについて書かれた

文章であるため削除しました。 

以上で議題（１）について説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

【議長（木下部会長）】 

ありがとうございます。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｡ 

パブリックコメントに関する回答については，これからですか。 

 

【事務局（西野）】 

パブリックコメントについては，景観計画が策定された段階で発表するという形にさせ

て頂いておりますので，景観審議会が行われる１１月１４日以降になる予定です。 

 

【岡本部会員】 

３ページの成果指標の登録数，認定数の数値は現実的に達成可能な値でしょうか。 

 

【事務局（西野）】 

３年後の２０１９年度までに毎年約３件のペースなので，おそらく可能であると考えて

おります。また２０２３年までにさらに１５件ということですが，これも毎年約３件という

ことで，こちらも可能であると考えます。 



 

【議長（木下部会長）】 

成果指標を２つ採り上げられていますけれど，これ以外には無いのでしょうか。 

 

【事務局（西野）】 

成果指標を設定するのはなかなか難しいので，具体的に表されているこの２つを成果指

標に設定しました。 

 

【豊田部会員】 

総合計画２０２３の目標年度等を平成で表記してありますが，元号が変更する可能性も

ありますし，西暦や和暦が混在していて複雑な気がするのですが。 

 

【事務局（太田）】 

基本的には和暦で表現するものなので，そちらに合わせます。 

 

【岡本部会員】 

鈴鹿市緑の基本計画は目標年度を設定しないのでしょうか。 

 

【事務局（西野）】 

はい。改定もされていませんので，年度は設定していません。 

 

【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（改定案）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（１）鈴鹿市景観計画（改定案）について」，専門部会と

して了承をいたします。 

次に，「議題（２）鈴鹿市景観設計の手引き（案）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（１）について御了承を頂き，ありがとうございました。 

続きまして，「議題（２）鈴鹿市景観設計の手引き（案）について」説明します。 

部会資料の議題（２）の１ページを御覧ください。「はじめに」ということで手引きのあ

らましを記載しています。２段落目を御覧ください。「この手引きは，市民・事業者・行政・

設計者等が建築行為等※の計画・設計を行うに当たって，その手順の例を示すとともに，景

観設計のポイントを「景観形成基準」に沿って解説を行い，具体的な配慮の内容を事例に合

わせて紹介するものです。」としています。今回の大きな変更点である届出の流れについて

注意を払って頂きたいために「なお，景観法に基づく届出について，計画段階から，条例で

規定する事前相談を行って頂く必要がありますので，留意してください。」と明記しました。 

部会資料２ページを御覧ください。「第１章 景観に配慮した建築行為等の計画・設計の

進め方」について説明します。計画・設計の進め方において，全ての建築行為等に対して（１）

の項目で計画・設計の進め方を明記しています。はじめに「周辺の景観資源を探してみまし

ょう」としています。詳細は「第２章 周辺の景観資源調査」を見て頂きたいと考えていま

す。次に「景観類型別の景観形成基準を把握しましょう」としています。詳細は「第３章 景

観類型別の景観形成基準」を見て頂きたいと考えています。最後に「景観に配慮した計画を

進めましょう」としています。「これまでに把握した周辺の景観資源や景観類型別の景観形

成基準に基づいて計画を検討する際，どのような景観上の配慮ができるのかを考えてみま

しょう。」としています。詳細は「第４章 景観チェックシート」を見て頂きたいと考えて

います。次に（２）の項目で，大規模な建築行為等に対する景観法の届出について説明をし

ています。「景観法の届出対象行為に該当する大規模な建築行為等は，景観法の届出が必要

となり，景観形成基準に適合する必要があります。そのために，計画段階から事前相談を行

っていく必要がありますので，このことを念頭に計画・設計を進めていきましょう。」とし

ています。詳細は「第５章 景観法の届出制度の解説」を見て頂きたいと考えています。参

考資料「議題（２）参考資料」を御覧ください。先ほど説明させて頂いた計画・設計の進め

方について（１），（２）と分けずに，一緒にした案も考えてみました。どちらの案が良いの

か，御意見を頂きたいと思います。 

部会資料３ページを御覧ください。「第２章 周辺の景観資源調査」について説明をしま

す。「地域らしい景観の形成を考える際に留意すべき事項は地域によって異なるため，計画

地の周辺に身近な自然的景観資源や歴史的・文化的景観資源等の特徴的なものがあれば把

握しましょう。」とし，具体的な調査方法の例として，３段落目に「そのため，計画地の周

辺のまち歩き調査（半径１５０ｍ～２００ｍの範囲内）を行い，例えば，以下のようなもの

がないか探してみましょう。」ということで，下表に示した「景観資源」を探して頂くよう

お願いしたいと考えております。 

部会資料４ページを御覧ください。「第３章 景観類型別の景観形成基準」について説明

します。はじめに「１ 景観類型の把握」ということで，景観計画（改定案）で記載されて

いる景観類型について記載しており，最後の段落で「これらの景観類型別に景観特性が整理



されていますので，計画地がどのような景観類型にあてはまるかを確認し，景観特性，景観

形成方針，景観形成基準を把握しましょう。」としています。そして，次のページに「景観

類型図」を掲載しました。この図を見ながら，設計者にどのような景観類型にあてはまるか

を確認して頂きたいと考えています。 

部会資料６ページを御覧ください。「２ 景観形成基準の解説」について説明します。ま

ず，景観類型別の景観形成基準を設定する，つくるに当たって，「景観上の配慮事項」を定

め，その「景観上の配慮事項」をもとに，「景観類型別の方針」に応じて景観類型別の景観

形成基準を設定しました。その内容をわかりやすくするために【体系図】に整理をいたしま

した。部会資料７ページを御覧ください。今回新たに設けました遵守事項，協議事項の内容

についてここで説明をいたしております。 

部会資料８，９ページを御覧ください。「景観上の配慮事項」については，一覧表を掲載

しています。ここで，現行の「鈴鹿市景観計画ガイドライン」の８，９ページを御覧くださ

い。現行の景観形成基準をそのまま「景観上の配慮事項」としました。 

部会資料１０ページ，景観計画ガイドライン１０ページを御覧ください。景観類型別の景

観形成基準の作成にあたっては，今まで専門部会で御議論を頂いたところであります。復習

になりますが，どのように作成していったかを説明します。まず，景観計画ガイドラインの

基準のねらいからどの景観類型にこの基準があてはまるのかを景観類型別の方針に即して

考え，景観形成基準をより具体的なわかりやすいものにするために具体的な配慮の内容を

加味して景観類型別の景観形成基準を作成していったかと思います。このような過程で景

観類型別の景観形成基準を作成していることから，現行の景観形成基準をなしにして景観

類型別の景観形成基準を解説することが難しく，現行の景観形成基準をそのまま「景観上の

配慮事項」に設定して景観類型別の景観形成基準の解説を構成いたしました。御理解のほど，

よろしくお願いいたします。 

そして，景観類型別の景観形成基準の解説を部会資料１０ページから５１ページまで掲

載をいたしております。「景観上の配慮事項」，「配慮事項のねらい」，「具体的な配慮の内容」，

「景観類型別の景観形成基準」の内容について，今まで専門部会で御審議を頂いたことから，

ここでは構成について御議論をお願いしたいと思います。なお，写真については一部差し替

えを考えておりますので，お気づきのところがあれば御意見をお願いします。 

ここで，留意すべき事項について説明します。部会資料２１ページ，景観計画ガイドライ

ン１５ページを御覧ください。「具体的な配慮の内容」の「商業地など地域特性に配慮した

空間演出」のところについて，景観計画ガイドラインは商業地に限定した書き方になってい

ますが，景観類型別の景観形成基準の作成する際，市街地に共通して景観類型別の景観形成

基準を設定したことから，その整合を図るため，タイトルを「商業地など地域特性に配慮し

た空間演出」を「市街地の地域特性に配慮した空間演出」へ修正するとともに，その内容に

ついても「商業地では」を「市街地では」に修正します。 

部会資料２６ページから２９ページを御覧ください。「色彩」の協議事項について，ここ



にまとめて記載をいたしました。景観計画ガイドライン３１ページから５６ページを御覧

ください。色彩ガイドラインの内容が記載されています。その内容について，色彩の基準を

作成するにあたっての根拠となる資料でありますことから巻末の解説ということで，部会

資料１１６ページから１４３ページに掲載することとしました。その中で，部会資料１４２

ページを御覧ください。今までの専門部会において，「中高層建築物」，「大規模工業施設」，

「長大な壁面をもつ建築物」について市全域共通ということで，色彩ガイドラインにおける

景観特性の区分には該当しないことから形態や施設用途に応じた望ましい色彩（推奨色）と

して整理を行いました。御確認ください。 

次に部会資料５２ページを御覧ください。「第４章 景観チェックシート」について説明

します。『景観の基本計画を作成するに当たっての参考資料として，設計者用の景観チェッ

クシートを「景観資源」及び「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）」ごとに作成しています。』とし，『「景観資源」シートには，計画地の周辺のまち歩き

調査で把握した身近な景観資源の特性及び設計上配慮又は工夫した内容を記入して頂く欄

を設けています。』，『「景観類型」シートには，景観類型別の景観形成方針，景観上の配慮事

項，具体的な配慮の内容及び景観形成基準を明記しており，それらを踏まえて，設計者に設

計内容の評価及び配慮又は工夫の内容を記入して頂く欄を設けています。』としています。

一般の住宅や小規模な店舗等から大規模な建築行為等まで，全ての建築行為等について，

「景観の基本計画を行う段階から，景観チェックシートを活用し，当該計画の内容が景観上

の配慮がなされているか否かを確認することをお奨めします。」としています。また，この

四角の中に大規模な建築行為等についての留意事項を記載しております。「大規模な建築行

為等については，景観法の届出が必要となることから，計画段階から条例に基づく事前相談

を行う必要があります。そのため，計画段階から景観チェックシートを活用し，景観形成基

準に適合した計画を作成して頂きますようお願いします。なお，景観チェックシートは，条

例に基づく事前相談の申出及び景観法の届出の際に，景観計画との適合を判断する資料と

して市に提出してください。」としております。なお，「景観法の届出の対象行為及び届出の

流れについては，「第５章 景観法の届出制度の解説」に詳述していますので，確認してく

ださい。」とし，あわせて，第５章も見て頂きたいと考えています。 

部会資料５３ページを御覧ください。景観資源シートについて説明します。このシートは 

「第２章 周辺の景観資源調査」を行うに当たっての調査シートにもなっております。設計

者に現場に出向いて頂き，その現場の景観特性を把握して頂き，どのような景観上の配慮を

すべきなのかを考えて頂きたいと思っております。 

部会資料５４ページを御覧ください。景観類型シートについて説明します。景観類型ごと

にそれぞれの景観形成方針を明記し，「景観上の配慮事項」「具体的な配慮の内容」「景観類

型別の景観形成基準」とそれに対して，どのような配慮や工夫を行ったかを記入していただ

ける シートになっております。また，網掛けになっている箇所は，景観法に基づく届出の

前に条例で規定する事前相談で，計画段階で提出するときの必須事項を表しています。この



表現が良いのか，もっと良い表現があるのか，御議論をいただければと思います。景観類型

シートが部会資料５４ページから１０４ページまで掲載しております。御確認ください。 

部会資料１０５ページ，景観計画ガイドライン２ページを御覧ください。「第５章 景観

法の届出制度の解説」について説明します。「１ 届出対象行為」ですが，これについては，

景観計画ガイドラインの内容をそのまま今回の手引きの内容にしています。部会資料１０

５ページから１０９ページ，景観計画ガイドライン２ページから６ページで御確認くださ

い。 

部会資料１１０ページを御覧ください。「２ 届出の流れ」について説明します。今まで

は景観協議ということで説明をしておりましたが，条例の取扱いの中で検討した結果，名称

としては前と同じ事前相談という名称を使用させて頂きたいと思います。ただ，実際の手続

きは今まで御審議して頂いた内容と変わりはありませんので，よろしくお願いします。それ

では「（１）事前相談～行為の届出まで」の流れについて説明します。はじめに計画段階で，

事前相談申出書の提出をお願いします。その際，配置・規模，それから緑地の配置に関する

景観形成基準の協議事項について協議調整を図っていきたいと考えています。よって，それ

を協議調整できるだけの図書，ここでは必要図書 A といっておりますが，その必要図書 A

を求めていくことになります。それは具体的にはどんな図書かといいますと部会資料１１

２ページを御覧ください。例えば，「（１）建築物・工作物」であれば，必要図書 A（事前相

談）のところを見て頂きたいのですが，景観チェックシート，付近見取図，届出対象の建物

の位置と緑地の位置を確認するための配置図，建物のボリュームを確認するための外観イ

メージ図，現況写真となります。ここで具体的にどのようなことを協議調整するかといいま

すと，少し戻りますが，部会資料５３ページを御覧ください。景観チェックシートに基づい

て説明します。調査して頂いた景観資源が，どのような景観資源で，その景観資源をもって，

今回どのような設計上配慮又は工夫をしていくのかという設計者の景観の配慮上の方針を

確認させて頂きたいと考えております。 

部会資料５４ページを御覧ください。ここで網掛け部分のところを中心に協議調整を図

っていきたいと考えています。計画段階から協議しなければならない事項を絞りこんで協

議事項を選んでおります。まずは，「ア 配置・規模」に関する協議事項です。眺望を阻害

しないように突出しない高さにするとか，境界からの壁面後退とか，建物の分節化，分棟化 

などです。 

部会資料５７，５８ページを御覧ください。次に，「オ 緑化」に関する協議事項です。

緑地の位置に関することとか，敷地内にある優れた樹木の保全・維持に関することなどです。 

部会資料５８ページを御覧ください。最後に，「カ その他 C」のうち，増築に関する既

存建築物の取扱いに関する協議事項です。以上が当初，早い段階から協議調整する必要な事

項と考えています。 

部会資料１１０ページを御覧ください。その事項に関して配慮事項の通知を設計者へ通

知します。その際，景観審議会審査部会に相談したい事項があれば意見を聴くことができる



としています。また建物の計画の詳細が決まってきた段階で，追加資料として市へ必要図書

Ｂの提出を求めています。その図書Ｂに基づいて，景観形成基準の協議事項について全ての

事項の協議調整を図っていくことになります。そこで市と設計者との間で相談を行い，計画

を固めていくことになるものと考えています。そして最終的には，配慮事項回答書を設計者

から市へ提出して頂き，事前相談が終了します。その際，市の方から事前相談終了通知書を

交付します。事前相談終了通知書には，回答を頂いた内容で合意に至った事項を記載して書

面にて交付することになります。事前相談がまとまっておれば，届出を提出して頂いてから

１０日間位で短縮通知書を交付することができます。事前相談がまとまらなければ，通常の

日数の審査期間を要するものと考えています。事前相談申出書の提出から事前相談終了通

知書の交付まで，建築行為等の規模によっても異なりますが，６０日間を目安と考えていま

す。 

部会資料１１１ページを御覧ください。行為の届出から完了届までの流れのフローが書

かれています。この内容は今までと同じですので御確認をいただければ良いと思います。 

部会資料１１２ページを御覧ください。「３ 必要な図書等」について説明します。届出

対象行為である建築物・工作物，土地の開墾・土石の採取・鉱物の掘採・その他の土地の形

質の変更，屋外における土石・廃棄物・再生資源・その他の堆積の内容ごとに図書を定めて

います。そして部会資料１１０ページを御覧ください。事前相談申出書の提出のときは，必

要図書Ａを，追加資料の提出のときは，必要図書Ｂを，景観法に基づく届出のときは，必要

図書Ｃを提出して頂きたいと考えております。必要図書Ａと必要図書Ｂを合わせますと景

観法の届出で必要な添付図書を満たすことになります。必要図書Ｃについて事前相談がま

とまらなかった場合，必要図書Ａ，必要図書Ｂの図面を求めることになります。逆に事前相

談がまとまった場合は図面を求めないことになります。 

以上で議題（２）について説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

【議長（木下部会長）】 

 ありがとうございます。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】 

 届出行為の事前相談に提出する必要図書 A の景観チェックシートについてで，５３ペー

ジに届出対象行為の「有り・無し」と選択する箇所がありますが，「無し」を選んだ人も提

出する必要があるわけですか。 

 

【岡本部会員】 

 私もこの部分は気になりまして，確認の為だとは思うのですが，「無し」の人も書かない

といけないと誤解を与える気がします。 

 



【事務局（西野）】 

 基本的には全ての建築行為に対して，このチェックシートを確認して頂きたいので，この

ような形式になっております。 

 

【岡本部会員】 

 ５２ページに「大規模な建築行為等については，景観法の届出が必要となることから，計

画段階から条例に基づく事前相談を行う必要があります。そのため，計画段階から景観チェ

ックシートを活用し，景観形成基準に適合した計画をして頂きますようお願いします。」と

記載されていますが，これを見ると届出対象行為が「有り」の人だけチェックシートを書い

てくださいという解釈にとれてしまう気がします。 

 

【事務局（西野）】 

 これは全ての方に確認して頂き，景観に配慮して設計してもらうことを意識しておりま

して，特に大規模な建築行為に対して，注意してもらうためにこのような記載となっており

ますが，無い方が良いでしょうか。もし無ければ全ての人にチェックシートに取り組もうと

いう認識を持ってもらえますかね。 

 

【豊田部会員】 

 持たないと思います。建築関係の人は，届出制度の解説のところで届出対象行為を一番に

見て，後からその他を見ますから。 

 あと今回の改定案で良いと思ったのは，ページ数が記載されているので，チェックシート

を見ながら解説ページも見ることができる点ですね。しかしこのページの量は少し多い気

がします。 

 

【事務局（西野）】 

 これを改定するにあたって小さな建物はどうするのかという意見がございましたので，

参考にしてもらえるように改定させて頂いたところ，この量になりました。 

 

【議長（木下部会長）】 

 考え方としては，届出対象以外のものにも関心を持ってもらいたいという意図があるわ

けですね。 

 

【事務局（太田）】 

 今，部会長がお話された内容を５２ページに記載した方がわかりやすいですかね。 

 

【岡本部会員】 



 その方が良いと思います。 

 

【事務局（太田）】 

 わかりました。こちらも５３ページに記載されている届出対象行為の有りと無しに関わ

らず，チェックシートは確認して頂きたい考えです。 

 

【豊田部会員】 

 「第１章 景観に配慮した建築行為等の計画・設計の進め方」に「景観法の届出の有無に

ついて確認してみましょう。」のように一般の人向けの記載がされていますので，こちらに

書けば業者以外の一般の方にも意識してもらえるのではないかと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 もしくは「はじめに」をしっかりと書いた方が良いでしょうか。 

 

【事務局（太田）】 

 「はじめに」か，第１章か，第４章のいずれかに書くとすれば，最初の方が良いと思うの

ですが，いかがでしょう。 

 

【岡本部会員】 

 なるべく最初の方が良いと思います。 

 

【事務局（太田）】 

 では，全ての建築行為等について配慮をお願いしたいということをどのように表現した

ら良いでしょうか。例えば第４章で，「小規模な建築行為でも活用してください。」というよ

うな記載を入れるとか。 

 

【豊田部会員】 

 活用してもらいたいという意図はどこかに入れるべきですね。小規模なものでも鈴鹿ら

しさを出していきたいわけですから。届出のために必要なマニュアルではなくて，鈴鹿らし

い街並みをつくるために，今までやってきたことを継続していけば，鈴鹿が目指している街

になっていくと考えます。 

 

【岡本部会員】 

 そういう風に書かれた方が，小規模なもので，書く必要が無い人達の中でも意識が高い人

は書いてくれると思います。 

 



【事務局（西野）】 

 「はじめに」の文章を変更しましょうか。 

 

【岡本部会員】 

 あと「第４章 景観チェックシート」にも記載した方が親切ですね。 

 

【事務局（西野）】 

 わかりました。 

 

【豊田部会員】 

 自分の住んでいるところや，住宅を建てようとしている場所がどんな場所なのか知るこ

とができるだけでも良いですしね。 

 

【事務局（西野）】 

 御意見ありがとうございます。 

 

【岡本部会員】 

 １１０ページの「届出の流れ」で，必要図書 A，B，Cについて，図の中にそれぞれ「○ペ

ージ参照」と記載した方がわかりやすいと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 わかりました。 

 それでは，２ページの「第１章 景観に配慮した建築行為等の計画・設計の進め方」の通

りに進めさせて頂いてもよろしいでしょうか。それとこの２案をつくらせてもらおうと考

えております。 

 

【議長（木下部会長）】 

 最初は一体的に記載しているものを２つに分けたというものですよね。一般の建築行為

も対象にするのであれば，提案にあったものの方がわかりやすいと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 それでは，部会資料案で進めさせて頂きます。 

 また事務局で悩んでおりましたのが，「第５章 景観法の届出制度の解説」をどの部分に

記載するかという点でございまして，当初は，最初に記載しようと考えておりましたが，最

初に記載しますと届出に当てはまらない人は見なくなってしまうのではないかと考えまし

て，最後に記載しました。 



 

【議長（木下部会長）】 

 それで良いと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 それでは，この構成でお願いします。 

 

【議長（木下部会長）】 

 「第５章 景観法の届出制度の解説」も図を載せているだけなので，もう少し説明を入れ

た方が良いのではないかと思います。 

 

【豊田部会員】 

 この部分を最初に作る際，三重県の景観計画に関する資料を参考にしていたと思うので

すが，⑧，⑨，⑩に記載されている「築造面積」とは何でしょうか。⑨の絵も建築物ですの

で，良くないと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 県と確認をし，検討させて頂きます。 

 

【豊田部会員】 

 あと，４１ページについて，【具体的な配慮の内容】を入れてもらい，詳しくなりました

が，この部分のチェックシートは，どの辺りでしょうか。 

 

【事務局（西野）】 

 ５８ページの「カ その他」の中の「ｂ）」に光・照明に関することが記載されておりま

す。 

 

【豊田部会員】 

 このチェックで，しっかりと配慮してもらうための効力があるのでしょうか。「地域の景

観特性に応じた照明方法により，趣の演出や賑わいの創出などを工夫する。」とありますが，

過去に賑やかになりすぎた案件を受けて，この形になっていますよね。どのように協議して

いくのでしょうか。 

 

【事務局（西野）】 

 その過去の案件の際にも，照明の記述はございまして，その時は敷地の内側に対してだけ

照明で照らし，外側には散乱させないという内容でしたので，問題無いと思い，そのまま了



承したところ，こちらの想像以上に賑やかになってしまいました。 

 

【豊田部会員】 

 その案件があって，今回の見直しで，驚いてしまうような外観の建築物を減らしていこう

という形になったので，「カ その他」の「ｂ）」で行政がチェックしやすいようにし，良く

ない箇所を指摘するのに，何を根拠にしているのか，この部分には記載されていませんので

対策を立てた方が良いと思います。法律や制度の穴をすり抜けて，違和感のある建築物がで

きるのは困りますから。 

 

【事務局（太田）】 

 この記載の表現方法は仕方が無いと思っておりまして。 

 

【豊田部会員】 

 場所によって，違和感が有る場所と無い場所がありますから難しいとは思いますが，よろ

しくお願いします。あと照明についてもよろしくお願いします。 

 

【事務局（西野）】 

 わかりました。 

 

【事務局（太田）】 

 問題が発生しそうな案件が出てきましたら，その都度，相談させて頂きますのでよろしく

お願いいたします。 

 

【議長（木下部会長）】 

 最後の「【解説】色彩ガイドライン」については，最後に付ける形で良いわけですね。 

 

【事務局（西野）】 

 最後でお願いします。 

 

【議長（木下部会長）】 

 資料という形なわけですね。 

 

【事務局（西野）】 

 はい。そのとおりです。しかしまだ変更する可能性はございます。 

 

【議長（木下部会長）】 



 わかりました。 

 

【豊田部会員】 

 「【解説】色彩ガイドライン」の１４３ページに「建築物（外壁基調色）の色彩例」とあ

りますが，１４０ページと同じですよね。２回も記載する必要はありますか。 

 

【事務局（西野）】 

 １４０ページと１４３ページの他に，１３６ページと１４２ページも同じ記載になって

いますが，村山先生に事前にお伺いした際に，「写真をどちらか抜いてはどうか。」という御

意見と「病院やホテル等，景観上優れた建築物に追加変更してはどうか。」という御意見を

頂いておりますが，写真等の準備がまだできておりませんので，今後検討させて頂きます。 

 鈴鹿市景観計画の改定版も写真は入れ換える方向で考えております。風景も５年経つと

変化しますので，入れ換える方向ではありますが，前の写真の方が良ければ，それは入れ換

えないでおこうという考えです。それに合わせて「【解説】色彩ガイドライン」も見直して

いこうと考えております。 

 

【豊田部会員】 

 あと，１４３ページの「②大規模工業施設」に「極端に明度の高い（純白に近い）色彩の

使用は避けた方がよいでしょう。」とありますが，「建築物（外壁基調色）の色彩例」に使わ

れている写真が純白に近い建物なので，気になります。 

 

【事務局（西野）】 

 「極端に明度の高い（純白に近い）色彩の使用は避けた方がよいでしょう。」の部分は，

変更した方が良いということですね。 

 

【豊田部会員】 

 「（純白に近い）」を抜いた方が良いと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 わかりました。 

 

【豊田部会員】 

 写真の方もよろしくお願いします。 

 

【事務局（西野）】 

 検討させていただきますので，また御確認よろしくお願いいたします。 



 

【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（２）の質疑は

終わります。 

「議題（２）鈴鹿市景観設計の手引き（案）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）鈴鹿市景観設計の手引き（案）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，事務局，何かございま

すか。 

 

【事務局（西野）】 

 「その他」事項でございますが，報告事項として，鈴鹿サーキット内の遊戯施設の計画に

ついて報告させて頂きます。まず，遊戯施設の計画の内容について説明させて頂きます。 

参考資料１ページを御覧ください。施設の全体図です。施設名は「ぶんぶんばち」と言い

ます。「ぶんぶんばち」について，メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔等回

転運動するもので原動機を使用する遊戯施設に該当します。 

５ページを御覧ください。イメージ図で色彩の表示がされています。すべてが，景観形成

基準外の色彩になります。 

戻って頂きまして参考資料２ページを御覧ください。遊戯施設の位置は，道路から少し奥

まったところにあります。遊戯施設の高さは１８ｍあります。 

参考資料６ページを御覧ください。第２回専門部会資料の抜粋です。以前，第２回専門部

会でも御審議をして頂いたところでありますが，今回の遊戯施設は，景観法の届出対象行為

には該当しますが，鈴鹿サーキットにつきましては，遊園地としての特有の景観を形成して

いることから，景観形成基準は定めず，景観形成方針に適合していると判断し，鈴鹿市景観

規則第８条第２項第２号に規定されている「市長が良好な景観づくりに支障を及ぼさない

と認める行為」として，届出を要しない行為とし，届出の適用除外として取扱いを行ってい

るところであります。よって，今回の案件につきまして，届出の適用除外案件とし，内容に

ついては，鈴鹿サーキットから事前相談申出書という形で報告を頂きましたので，専門部会

にも報告をさせて頂きました。 

また，前回の専門部会でも報告をさせて頂きましたが，市議会の全員協議会において，い

わゆるキング観光の色彩問題に端を発し，建築物の壁面の地模様を考慮した色彩基準を作



成する必要が出て参りました。今回，時間の都合上，議題にすることはできませんでしたが，

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，長時間御審議を頂き，どうもありがとうございました。本日御承認を頂き

ました「鈴鹿市景観計画（改定案）」をもとに，行政経営会議の審議を経て，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（改定案）」の御承認を頂きたいと考え

ております。また，鈴鹿市景観設計の手引き（案）につきましては本日の部会で頂いた御意

見も踏まえ，修正を図りたいと思います。 

 最終案につきまして，部会員の皆様にメール等で御確認頂きたいと思います。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頂きます｡本日はどうも有難うございました。 

 

 

上記のとおり第１０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。 
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