
1 
 

第３８回鈴鹿市都市計画審議会議事録（要約） 

 

開 催 日 時：平成２８年１１月１４日（月）１３：００～１４：４５ 

開 催 場 所：鈴鹿市役所 本館６階 庁議室 

出  席  者： 

（都市計画審議会委員）新田保次（会長），麻生洋一郎，伊藤睦，坂口博文，西川潤子， 

長谷康郎，福嶋礼子，矢田和夫，吉島隆子 

平野泰治，船間涼子，大窪博，平畑武，原田勝二 

（鈴   鹿   市）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 

（事   務   局）都市計画課計画グループ グループリーダー 奥西真哉 

同グループ副主幹 政谷治樹 

同グループ 坂田菜津美  

同課景観グループ グループリーダー 西野耕治 

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  

議 題：（１）諮問第１号 鈴鹿都市計画地区計画の変更（鈴鹿市決定）について 

    （２）諮問第２号 鈴鹿市景観計画の変更（地区別景観づくり計画）について 

    （３）諮問第３号 鈴鹿市景観計画の変更（全体計画）について 

公開非公開の別：公開 

傍  聴  者：なし 

議事録署名者：平野泰治委員，船間涼子委員 

配 付 資 料：事項書 

議案書 

参考資料①「鈴鹿市都市計画審議会小委員会での意見集約書と報告書」 

参考資料②「都市計画の提案の流れ」 

参考資料③「市街化調整区域における地区計画制度の運用基準（非住居

系）」 

参考資料④「鈴鹿市景観計画（深溝地区）」 

参考資料⑤「丘陵地と景観形成基準との比較表」 

参考資料⑥「地区別景観づくり計画」 

参考資料⑦「許可基準の概要」 

参考資料⑧「パブリックコメント募集結果（要旨）」 

参考資料⑨「鈴鹿市景観計画の変更（全体計画）について」 
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審議会の内容（要約）： 

 
幹事（都市計画課長） 

 それでは，只今から第３８回鈴鹿市都市計画審議会を開催させていただきます｡委員の皆

様には，お忙しい中，ご出席いただきまして誠にありがとうございます。それでは，まず，

最初に副市長より，あいさつを申し上げます｡ 

 

宮﨑副市長 

 皆様，本日はお忙しい中，平成２８年度初めての開催となります第３８回鈴鹿市都市計画

審議会にご出席いただきまして，誠にありがとうございます。 

 平素は，市政各般にわたりまして格別のご協力をいただき，深く感謝申し上げます。 

当審議会は，本市の都市計画に関する事項について，ご審議いただく重要な審議会でござ

います。委員の皆様方には，何かとお世話いただきますが，よろしくお願い申し上げます。 

本日諮問させていただく案件は，３件ございます。「鈴鹿都市計画地区計画の変更（鈴鹿

市決定）」について，「鈴鹿市景観計画の変更（地区別景観づくり計画）」について，同じく

「鈴鹿市景観計画の変更（全体計画）」についてでございます。 

まず，「鈴鹿都市計画地区計画の変更（鈴鹿市決定）」ですが，鈴鹿市が，都市計画決定す

るもので，工業団地の造成を目的とした地区計画でございます。 

次の２件，「鈴鹿市景観計画の変更」の地区別景観づくり計画と全体計画ですが，こちら

は，「景観計画を変更する際には，都市計画審議会の意見を聴かなければならない。」との景

観法の規定に基づくものでございます。 

 諮問については，以上の３件でございます。御審議の程，よろしくお願い申し上げます。 

 

幹事（都市計画課長） 

 本日の都市計画審議会は，副市長のあいさつにもありましたとおり，本年度はじめての審

議会でございます。本来ですと，今回の会議にて，会長を選出させて頂くところでございま

すが，年度初めに小委員会を開催する関係で，委員の皆様に御了解いただいた上で，会長職，

職務代理者につきましては，昨年度に引き続き，会長職は，新田委員に，職務代理者は，吉

島委員にお願いさせて頂いているところです。よろしくお願い申し上げます。 

さて，前委員の離職，市議会の役員改選等もあり，新たにご参加いただく委員の方もお見

えですので，改めまして委員の皆様方を審議会委員名簿により，ご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，ご挨拶いただければと思いますので，よろしくお願

い致します。 

 

（審議会委員自己紹介） 
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 以上の方々でございます。引き続き事務局を紹介いたします。 

 

（事務局職員順次紹介） 

 

 改めまして，委員の皆様，よろしくお願いを申し上げます。 

 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。ご理解を賜ります。 

 

≪副市長退席≫ 

 

ここで，資料の確認をお願いします。事項書，議案書，参考資料①～⑨と委員名簿です。

よろしいでしょうか。 

 

（資料確認） 

 

それでは，議事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，本日の傍聴人につきましては，０名ということで報告いたします。 

それでは，今回も条例・規定に基づき，新田会長に議長をお願いいたします。 

新田会長，議事進行をよろしくお願いいたします。 

 

議長（新田会長） 

 それでは，規定によりまして私が議長を努めさせていただきますので，よろしくお願いい

たします。 

 本日は，審議会委員数１５名中１４名の委員の皆さんにご出席をいただき，過半数に達し

ておりますので，鈴鹿市都市計画審議会条例第７条第２項の規定により，審議会は成立いた

しますことを宣言いたします。 

 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，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平野委員と船間委員になります。

委員の皆様，よろしいでしょうか。平野委員と船間委員，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。 

本日の案件は，３件でございます。 

それでは，事項書の順番に，諮問第１号「鈴鹿都市計画 地区計画の変更（鈴鹿市決定）」
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について事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（政谷） 

よろしくお願いします。それでは詳細について，説明いたします。 

今回，都市計画決定を行うに到った経緯でありますが，都市計画法第２１条の２に規定さ

れる，提案制度を用いて，『市街化調整区域における工業団地造成を行い，活力あるまちづ

くりを目的とした地区計画』の提案がなされ，行政案として都市計画を進める運びとなりま

した。 

まず，前段で，地区計画について。市街化調整区域での地区計画の運用について。を説明

いたしまして，続いて，提案制度と今回の経緯と合せてその流れを。その後に，本案件の『深

溝地区地区計画』の詳細について説明いたします。 

地区計画制度の変遷です。昭和５５年，都市計画法，建築基準法の改定により，地区計画

制度が創設されました。創設当時は，市街化調整区域では設定できませんでしたが，平成５

年には，良好な居住環境の維持，形成等が必要な場合，地区計画を定めることが可能となり

ました。その後，平成１０年の都市計画法の改正により，スプロール化の進行抑制を目的と

して，市街化調整区域における開発行為の立地基準に地区計画の決定区域が対象となりま

した。平成１８年度の法改正では，大規模開発の許可基準が廃止となり，地区計画の内容に

適合するものにおいては，大規模開発が許可されることになりました。地区計画とは，都市

計画法に定められた制度で，地区という身近な単位で実状に応じた計画を，行政の施策とし

て，住民等とともに作成する地区レベルの詳細な都市計画です。 

続いて，市街化調整区域における地区計画についてですが，三重県の『市街化調整区域に

おける同意指針』に基づき，鈴鹿市の『市街化調整区域における地区計画の運用基準』を策

定しておりまして，【住宅地を目的とした住居系，工業，物流業務地を目的とした非住居系】

があります。今回は，工業団地造成ですので，非住居系に該当します。 

鈴鹿市の運用基準において，さまざまな要件を満たしている必要がありますが 大きな

要点としては，まず，第一に，『三重県都市マスタープラン』・『鈴鹿市都市マスタープラン』

に適合していること。鈴鹿市の土地利用の方針ですので，適合していることが大前提となり

ます。また，地区計画区域の権利者等の全員の同意が，原則となり，面積規模は，５ヘクタ

ール以上のまとまった区域である必要があります。 

次に，提案制度について，簡単に説明します。平成１４年度の都市計画法の改正により，

都市計画決定の提案ができるようになりました。土地所有者などが，一定の要件を満たした

場合に，都市計画決定者に提案することができるもので，区域区分など都道府県で決定する

ものは，三重県に，地区計画や用途地域など市町村で決定するものは，鈴鹿市に提案するこ

とができます。 

今回の都市計画決定の流れです。都市計画の提案制度による，地区計画を用いた工業団地

造成の提案が，地域の地権者等からあり，多くの協議を経て，平成２８年４月１５日付で，
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正式に都市計画の提案を受理いたしました。その後，関係各課の課長級で構成されます，「鈴

鹿市都市計画提案審査委員会」を平成２８年５月２０日に開催し，本提案について，都市計

画法上の手続きを進めていくことに対し，異存なしとの意見を得ましたので，平成２８年６

月１日に開催しました「都市計画審議会小委員会」に諮り，専門的な見地からのご意見をい

ただきました。 

「都市計画審議会小委員会」での意見・質問などはスクリーンに要約したとおりです。ま

た，参考資料として配布させて頂きました資料①番が意見集約書と報告書ですので，後ほど

説明いたします。 

この小委員会での意見を踏まえ，地区計画の内容を精査した後，関係地権者を対象とした

条例縦覧を行いました。 

平成２８年７月２９日から 2週間縦覧を実施し，８月１２日からの１週間，意見募集を行

いましたが，縦覧者及び意見書の提出はありませんでした。 

その後，三重県との事前協議を経て，都市計画の案として作成したものを，都市計画法第

１７条の規定に基づく縦覧を実施しました。 

平成２８年１０月２４日から１１月７日まで縦覧・意見募集を行いました。３名の縦覧が

ありましたが意見書の提出はありませんでした。 

法定縦覧の結果を踏まえ，今回開催させていただきました「第３８回都市計画審議会」で

お諮りした後，三重県との本協議に入りまして，異存なしの回答をいただきましたら，決定

告示の手続に入ります。 

以上が，提案制度と今回の都市計画決定の流れです。 

 引き続いて，深溝地区地区計画の詳細について，説明します。赤で囲まれた部分が地区計

画区域となり，約１２．４ヘクタールで，深溝町，伊船町，長澤町の 3つの町に跨り，深溝

町が地区の大半を占めている区域となっています。直近には鈴鹿インターチェンジがあり，

中心市街地と繋がる都市計画道路：鈴鹿中央線である幹線道路の沿線に位置しております。

周辺には，既存工場が点在しており，新名神高速道路(仮称：鈴鹿パーキングエリア スマー

トインターチェンジ)が供用開始となったおりには，広域交通利便性に優れた位置となりま

す。 

次に，鈴鹿市のまちづくりの基本方針であります，三重県都市マスタープラン，鈴鹿市都

市マスタープランでの土地利用の方針としての位置づけです。 

まず，三重県都市マスタープランでは，工業系土地利用の方針として，「工業系土地利用

誘導ゾーン」と位置付けられ，大規模工業施設の立地を進めることとしています。積極的に

企業誘致を図り，必要な都市基盤整備を進めるゾーンとして，地区計画制度の適用を進める

エリアとされています。 

続いて，鈴鹿市都市マスタープランでは，工業ゾーンの中の鈴鹿インターチェンジ周辺ゾ

ーンとして，周辺と調和を図り工業を中心に地場産業である農業や流通業務等の民間活力

の導入を推進するゾーンとして位置づけしており，また，大規模な工業地や物流業務地の開
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発需要に対応するため，地区計画制度等による計画的な土地利用を図るべきエリアとして，

【新土地需要エリア】としての位置づけもされています。さらに，周辺環境に配慮しつつ，

立地誘導を推進する【市街地形成検討地区(工業系)】にも設定されているエリアとなってい

ることから，三重県都市マスタープラン・鈴鹿市都市マスタープランともに，まちづくりの

方針に適合しております。 

こちらは，平成２７年１月に撮影された航空写真です。赤で囲まれた所が地区計画の区域

です。 

 赤色の矢印で示しますのが，地区計画区域と繋がる都市計画道路：鈴鹿中央線の現状です。 

スクリーン左側が鈴鹿ＩＣからの眺望です。右側は，フラワー道路，市内中心部から鈴鹿

ＩＣに向かっての現況です。 

 こちらは，都市計画道路：鈴鹿中央線からの取り付け部分となります。赤の矢印のところ

から，区域内に向かっての道路が築造されます。 

 次に，スクリーン左側④の矢印が，市道：長澤９０号線。右側⑤の矢印が，市道深溝伊船

線との取り付け部分になります。 

 スクリーン左側が市道：長澤９０号線と地区計画区域との取り付け部分となります。赤の

ラインが市道：長澤９０号線で，工業団地造成に合せて新しく整備されます。 

 スクリーン右側が市道：深溝伊船線との取付け部分となります。赤の矢印で示す部分で取

り付けされる形になります。 

続いて，計画図の内容です。こちらは議案書の６ページにあります計画図と同じものです。

オレンジ色で示しますのは，幅員９ｍの道路で，都市計画道路「鈴鹿中央線」から区域内中

央部に向かって三叉路までが１号道路，そこから南へ既存の市道：深溝伊船線と繋がるのが

２号道路，また，交差点より北側に向かう道路が３号道路となり，大きく区画を三つのわけ

ております。また，黄色で示しますのは，区域内に存在しておりました，市道：長沢９０号

線の機能回復のための４号道路で幅員６ｍの道路となります。区域内北側にピンク色で示

しますのが，公共空地の水路となり，こちらも区域内に存在しておりました普通河川「大野

川」の付替え水路と，それの管理用道路を含んだものとなります。スクリーン向かって右下

の水色で示しますのは，公共空地の雨水調整池です。降雨強度が５０年確率で設計しており

ます。また，青色で示します部分は，公共空地の管理用道路。調整池の管理用の道路となり

ます。 

あと参考ですが，緑色で示している部分は，緑地となり，幅が１０～２０ｍの緩衝緑地に

なります。地区施設としての位置づけはしておりませんが，森林法の規定に基づき設置され

る緑地が開発の基準を上回るものとなり，全体で，約１９％程度の緑地が確保されることに

なります。 

 続いて，地区計画の計画書です。議案書では，２ページ，３ページに該当します。大きく

分類して，地区計画の方針と地区整備計画を記載しております。 

 まず，地区計画の方針です。地区計画の目標といたしまして，今後の展開による広域交通
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の利便性，また，既存の工業団地とともに，産業・技術の拠点をつくり，地域の活性化を図

ることを目標としております。 

 次に，土地利用の方針ですが，工場，物流倉庫，作業所等の工業の利便を増進し，適切な

都市基盤施設の配置等により周辺環境と調和した土地利用を方針としております。 

 続いて，地区施設の整備方針でありますが，先の計画図で説明しました地区施設の整備方

針です。工場敷地へのアクセスの利便性，既存市道の交通機能の拡充を図る道路の配置。区

域内の雨水を下流域へと影響を与えない構造とし，適切な維持管理を行うための管理用道

路の配置等を定めております。 

 建築物等の整備方針は，工業地，物流業務地を主とした工業団地の形成を図るため，建築

物の用途・壁面の位置，形態・意匠の制限などを定めることで，周辺景観と調和・向上を図

ることを方針としております。 

 次に，緑化の方針といたしましては，周辺の自然環境との調和を方針としております。緑

のバランスなど，地区別景観づくり計画とともに緑化の向上を図ることを示しています。 

 次に地区整備計画です。地区施設の道路，公共空地につきましては，先の計画図で確認し

ていただいたものです。 

 続いて，建築物等の用途の制限ですが，建築してはならない建築物を第１号から第１４号

まで列記しております。第１号で，用途地域の工業専用地域と同等とし，それを基本ベース

としまして，第２号以降，集客施設となりうる用途について，排除しております。ただし，

職場保育所などの就労者のために設置されるものにおいては容認していきます。 

 続いて，建築物の容積率の最高限度が２００％，建蔽率の最高限度が６０％，壁面の位置

の制限が，道路境界線から３ｍ以上に設定しております。 

 次に，建築物の形態，意匠の制限でありますが，『鈴鹿市景観計画』の『景観形成基準』

に準じた色彩とし，屋外広告物については，禁止区域の制限としまして，屋上や屋根に設置

する業務用看板は禁止します。 

 最後に，かき・さくの構造でありますが，生垣，または，３ｍ以下のフェンスと設定して

おります。以上が，地区計画の詳細の内容となります。 

続いて,参考資料①番をご覧ください。先程,都市計画の流れの中で説明しました『都市計

画審議会小委員会』での，意見の集約書と報告書になります。提案者からの案を都市計画決

定に向けての手続きの中で，専門的な見地からご審議いただいた内容を集約し，意見と対応

方針を示したものが両面刷りの意見集約書です。２点抜粋してご紹介をいたします。 

まず，１点目は，番号１番，これは県道についてですが，『４車線化するにあたり，計画

区域の出入口となる交差点付近における信号機の取付け等はどうなりますか』という質問

がありました。対応としましては，信号機の取付けについて，県との協議の段階で事業者か

ら公安委員会へ伝えていただくことといたしました。 

２点目は，番号２番，用途の制限についてですが，『就労者のための建築物の附帯施設と

は具体的にどのようなものですか』という質問について。対応としましては，福利厚生とし
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ての売店や食堂は認めますが，就労者以外を対象とした施設は基本的には規制します。 

その他，ご意見いただいたものに対して，対応を示したうえで，今後，都市計画法の手続

きを進めることに異存なしとの回答をいただきました。参考資料①の２枚目がその報告書

です。 

以上で，議題１「諮問第１号 鈴鹿都市計画地区計画の変更（鈴鹿市決定）」についての

説明を終わります。 

 

議長（新田会長） 

 どうもありがとうございました。ご質問やご意見がございましたら，ご発言をお願いいた

します｡ 

 

平野委員 

 道路等の地区施設の管理は完成してから誰がどのように行っていく予定ですか。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 地区施設については，開発許可に伴い事業者が築造・完成させますが，完成後，市が帰属

を受け，市が管理することになります。生垣は，企業が管理します。 

 

平野委員 

 汚水排水はどのようになりますか。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 汚水排水につきましては，それぞれの企業の事業内容により，環境に関する法律，条例等

に基づき，企業が，処理施設等の届出を行い，管理することになります。 

 

平野委員 

 景観の関係で，建物自体に広告物を描く場合がありますが，どのような規制になりますか。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 一定の面積について認められるものとなっております。建物の壁面の面積の１／４まで

であれば認められます。 

 

議長（新田会長） 

 ご意見等出尽くしたように思いますので，ここで意見をまとめたいと思います。平成２８

年１０月１７日付け鈴都計第９５４号で，諮問第１号の諮問がありましたことについて，本

日，審議しましたところ，原案を適当と判断し，答申をいたしたいと存じますが，いかがで
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しょうか。 

 

【異議なしの声あり】 

 

ありがとうございました。 

続きまして，諮問第２号「鈴鹿市景観計画の変更（地区別景観づくり計画）」について事

務局から説明をお願いします。 

 

都市計画課景観グループリーダー 

 議題（１）鈴鹿都市計画地区計画の変更について，ご承認をいただき，ありがとうござい

ました。引き続き審議会委員の皆様，よろしくお願いします。 

議題（２）（３）について，両議題とも「鈴鹿市景観計画の変更について」です。 

議案書７ページ「１諮問理由」のところをご覧ください。景観法で，「景観計画を定めよ

うとするときは都市計画審議会の意見を聴かなければならない」と規定されていますこと

から，都市計画審議会に諮問させていただきました。よろしくお願いいたします。 

地区別景観づくり計画（深溝地区）における「３ 住民の意見を反映させるための必要な

措置」について説明します。この措置は景観法に定められており，計画区域土地所有者に「地

区別景観づくり計画（深溝地区）（案）」を発送し，説明会を１１月１日に開催いたしました。

内容について，資料を見ていただければと思いますが，特段意見もなく，案についてご了解

をいただきました。 

議案書９ページをご覧ください。「地区別景観づくり計画（深溝地区）（案）について」で

ございます。 

議案書１０ページをご覧ください。地区別景観づくり計画区域のエリアは，議題（１）で

ご審議いただいた地区計画の区域と同じ区域でございます。よって，先ほどと重複する箇所

につきましては説明を省略させていただきます。ご了承ください。 

それでは「地区別景観づくり計画（深溝地区）（案）」について説明します。 

議案書１０ページから１２ページをご覧ください。「１ 地区の現状・景観特性」，「２ 地

区の区域」については，内容について重複しますので後ほどご確認ください。 

ただ，参考資料④をご覧ください。景観類型図では今回の計画区域は赤丸のところに位置

し，景観類型としては丘陵地，幹線道路に該当します。 

議案書１３ページをご覧ください。「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」を目標としています。 

次に「４．景観形成の方針」として「（１）土地利用」，「（２）地区施設の景観形成」，「（３）
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建築物の景観形成」，「（４）緑化に関する景観形成」，「（５）広告物に関する景観形成」毎に，

景観形成の方針を定めました。地区計画と重複しない箇所を中心に説明します。 

「（２）地区施設の景観形成」では，「主要道路については，歩車分離等の整備を図り，安

全で，ゆとりのある空間を演出します。」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，「建築敷地の道路境界沿いについては，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。 

後ほど，説明します「景観形成基準」は建築物，緑化，広告物に関する景観形成の内容を

反映したものになっています。 

議案書１４ページから１８ページをご覧ください。「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）と同じ届出対象行為

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。一般地

域は，「高さ１０ｍを超えるもの」または「建築面積１０００㎡を超えるもの」が対象であ

るため，一般地域に比べるとよりきめ細やかな景観誘導が可能になります。 

議案書１９ページをご覧ください。「（２）景観形成基準」ですが，景観形成基準は，遵守

事項と協議事項で構成されています。「建築物・工作物の遵守事項」，「必ず守るべき景観形

成基準」のことですが，色彩及び屋外広告物の基準については，議案書３ページの深溝地区

地区計画の建築物等の形態，意匠の制限と同じ基準を定めました。 

ここで屋外広告物の基準について説明をさせていただきます。「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。」としています。三重県屋外広告物条

例の禁止地域の制限とは何かといいますと，まず，野立て看板を設置することはできません。 

そこに立地する工場等の自家用の看板についても許可地域より厳しい制限が課せられます。 

参考資料⑦の２ページ目をご覧ください。壁面広告であれば，許可地域で壁面面積の１／

２まで認められますが，禁止地域は１／４までしか認められません。また，自家用看板のう

ち屋上広告や屋根面に掲出する広告は認められないとなっていますが，具体的には参考資

料⑦の４ページ目をご覧ください。こういう広告ができないことになります。 

議案書１９ページに戻っていただいて，緑化の基準は「建築物の新築については，敷地面

積の５％以上の植栽，花壇等を配置する。」としました。 
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次に，協議事項について説明します。協議事項とは，景観の魅力向上を図るため，届出者

と市との間で協議調整を行い，具体的な整備内容の共有化を図るべき基準です。 

議案書２０ページをご覧ください。まずは，協議事項の基本的な考え方について，配置・

規模の一つ目を例にして説明します。参考資料⑤の１ページ目の表の一番上を見ながら，鈴

鹿市景観計画３４ページもご覧ください。現行の景観形成基準の「ア 配置・規模」の「ａ」

に「山なみや田園の広がりなど，周辺の自然的景観との調和に配慮した配置，規模とするこ

と。」という基準があります。ただ，少し抽象的であるため，鈴鹿市景観計画ガイドライン

１０ページをご覧ください。ここに記載してある具体的な配慮の内容にもとづいて，実際は

協議を行っています。その内容は参考資料にも記載していますが，「周辺の高さとの調和」

で「○広がりのある自然的景観と調和し，周辺の建築物から著しく突出しない高さとする。」，

「○特に背景の山なみの稜線や里山の樹林地への眺望を阻害しないよう配慮する。」となっ

ています。ここで参考資料の表の真ん中にある「鈴鹿市景観計画（改定案）」をご覧くださ

い。次の議題になるのですが「景観計画の変更（全体計画）」で，景観形成基準を景観類型

別にわかりやすく見直しをしています。 

議案書２０ページをご覧ください。丘陵地の景観形成基準の協議事項が記載されていま

す。参考資料⑤の１ページ目に戻っていただいて，さきほどの具体的な配慮の内容を踏まえ

て「鈴鹿市景観計画（改定案）」は「建築物は，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，周辺の建築物から著しく突出しない高さにする。」としています。

深溝地区の景観形成基準は「鈴鹿市景観計画(改定案)」を基本としています。それに対応し

た深溝地区の景観形成基準は「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。」となります。このうち，深溝地区の独自のものは，後半の「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。」というところです。先ほど説明をいたしま

した「景観形成の方針」の「建築物の景観形成」を反映したものになっています。このよう

にして深溝地区の景観形成基準(案)を作成しています。 

参考資料⑤の１ページ目に戻ってください。「イ 形態・外観」で「鈴鹿市景観計画（改

定案）」の一番上をご覧ください。「建築物は，勾配屋根を採用するなど，周囲の緑や茶畑・

サツキ畑に融和した屋根形状とする。」という基準を定めています。これに対応する深溝地

区の景観形成基準はありません。その理由として工場の立地が想定されていることから，こ

の基準はあまり合わないのではないかと考えたためです。 

それでは特筆すべき事項について説明します。参考資料⑤の３ページ目をご覧ください。

一番下のところです。「鈴鹿市景観計画（改定案）」では，「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，緑化を進めるなど，潤いのある沿道景観を形成する。」

となっていますが，深溝地区の景観形成基準では前半部分は同じで，後半部分が「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。」としています。こ

れは，景観形成の方針の緑化に関する景観形成の内容を反映させたものです。 
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参考資料⑤の５ページ目をご覧ください。一番下のところです。「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。工場の立地を考える

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。 

議案書２２ページをご覧ください。土地の形質の変更等の景観形成基準でありますが，新

しく開発した所ですので，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。 

議案書９３ページをご覧ください。丘陵地の景観形成基準です。議案書２２ページの深溝

地区の景観形成基準(案)を見比べていただくとわかるのですが，丘陵地の基準をそのまま

深溝地区の基準としております。 

参考資料⑥をご覧ください。協議の流れについては地区別景観づくり計画（道伯地区）と

同じ手続きで行っていきたいと考えております。ご確認ください。 

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

す。 

 

議長（新田会長） 

 どうもありがとうございました。ご質問やご意見がございましたら，ご発言をお願いいた

します｡ 

 

福嶋委員 

 届出行為と協議事項で縛りはどのように異なるのでしょうか。あと緑化はいつまでに行

わないといけないのでしょうか。 

 

都市計画課景観グループリーダー 

 今回計画の内容は，どのくらいの時期なのかというお話でしたが，緑化についても届出を

いただいた時点で，景観についての内容を示していただきたいと考えております。ただ，外

構に関しましては，建物の計画がある程度決まって，外構の時に当初考えていた内容と異な

るものになることは想定しておりますので，それについては変更という形で対応していき

たいと考えております。基本的には届出者と市で，どういう内容にしていくのか共有してい

きたいと考えておりますので，多少の変更は問題ないと考えておりますが，大筋は合意を取

りながら進めていきたいです。時期的には，建物と外構は完了する時期が同じタイミングに

なると思いますが，緑化は植える時期によって植物がなかなか成長しないということもあ

るので，完了の時におっしゃってもらえれば配慮いたします。 

 届出と協議については，届出は地区計画についてで，景観では協議書の中でのやりとりに

なりますので，別の考え方になります。協議の流れの中で示しておりますが，行為の計画が

ございまして，その中で地区計画の景観協議の提出がございます。地区計画の届出の内容に

ついては，しっかりとしたものになっておりますが，協議事項は簡単に行かないこともござ
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いますので，臨機応変に対応して行きたいと考えております。 

 

福嶋委員 

 協議の場合は，計画の段階で協議がされていますが，実施された後の検査はあるのでしょ

うか。 

 

都市計画課景観グループリーダー 

 基本的には，地区計画の届出には検査がございませんので，そのとおりに進めてもらう前

提です。 

 

福嶋委員 

 わかりました。 

 

議長（新田会長） 

 他にございますか。 

 

大窪委員 

 景観形成基準の中で，緑化に関することなのですが，「高木，中木，低木をバランスよく

配置」とありますが，これらの基準は何でしょうか。 

 

都市計画課景観グループリーダー 

 高木につきましては，緩衝緑地部分を高木と考えておりまして，これは森林法に基づく規

制がかかっておりますので，高木を配置する必要があるためです。また道路沿いに緑地をど

のように配置していくかが，今回の地区別景観づくり計画の基本となります。最近の工場は，

建物を一体的に見せて，どのように緑地を配置していくのかが基本となりますので，建物の

内容によって高木の間隔や本数を指定するということは考えておりません。あくまでも建

物に適した配置にしてもらえたら良いと思いますし，その中で生垣が自然な形で配置され

れば良いと考えております。 

 

議長（新田会長） 

 高木，中木，低木に定義はあるのでしょうか。 

 

幹事（都市計画課長） 

 植物の種類によっての規定は設けておらず，高さで判断しております。 

 

大窪委員 



14 
 

 高さの基準について，高木はどれくらいの高さからになるのでしょうか。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 この緩衝帯につきましては，三重県の林地開発の規制になりますので，そちらの定義を確

認してみないと，わからないところがあるのですが，樹種等で決めさせていただくことにな

ると思います。一般的に高木に分類されているものであれば，高木になりますでしょうし，

生垣等につきましては，中木，低木に分類されるものを選んでいただくということを協議の

中で，御相談させていただく予定です。 

 

大窪委員 

 高木は，髙さが５ｍ以上のものを植えてくださいということではないのですか。 

 

都市計画課計画グループリーダー 

 森林法に基づく開発の中でも，残地森林という部分がございまして，それにつきましては，

今ある森林をそのまま残してもらうことになります。それ以外は，おそらく植樹になります

ので，何ｍ以上を植えなければならないというのは，おそらく無いとは思いますが，樹種以

外に幹周り等の規定があるかもしれません。 

 

平野委員 

 先程のところですけれども，具体的に，敷地の緩衝緑地というのは，どの部分を指すのか，

道路境界との敷地の緑化とどう違うのか，ということをお聞きしたいです。それから議案書

の１９ページ，この緑化のところに，「建築物の新築については，敷地面積の５パーセント

以上の植栽，花壇等を配置する。」とありますけれど，おそらく工場設置条例で全体の何パ

ーセントを緑化しなさいという規定があると思い，これは上乗せして５パーセントという

のか，一緒であるということなのかを教えて欲しいです。 

あともうひとつ，この参考資料の⑤の配置規模で，Ｂのところに，景観形成の改正案で「建

築物の分節化」と書いてありますが，その下のＣのところには，「建築物の分棟化」とあり

まして，この違いはあるのかということをお聞きしたいです。 

 

都市計画課景観グループリーダー 

 緩衝緑地帯というのは，地区の外周部のことを考えてございまして，道路沿いというのは，

主要道路の道路沿いと考えております。 

 

議長（新田会長） 

 中のでしょうか。 
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都市計画課景観グループリーダー 

 はい。 

 

議長（新田会長） 

 地区内の道路ということですね。 

 

都市計画課景観グループリーダー 

 緑化の基準で５パーセント以上ということでございましたが，基本的には，工業立地法に

上乗せをするということは考えておりません。敷地で５パーセント以上の確保と考えてお

ります。 

それから建物の分棟化と分節化の違いですが，なかなか言葉で説明しづらいのですけれ

ども，分棟化というのは単純に棟を分けるという様なことで考えております。分節というの

は，食い違いというか，大きい面ではなくて，小さい塊を作るようなイメージというのが分

節ということで考えております。ひとつ大きく，長大な壁面があると圧迫感がかなりあると

思います。圧力をかけるということですが，それを分節化することによって，その辺りの空

間を和らげるという意味合いがございまして，これを分節化としています。 

 

議長（新田会長） 

 分棟化より分節化の方が単位は大きいのですか。 

 

都市計画課景観グループリーダー 

 いえ，小さいです。分棟化は建物ごと分けてしまうということです。 

 

議長（新田会長） 

 建物の中がさらに段違いになるということでしょうか。 

 

都市計画課景観グループリーダー 

 そうです。それが分節化です。 

 

議長（新田会長） 

 わかりました。他にございませんか。 

 

平野委員 

 参考資料の⑤ですけれども，ここの説明の中で，「形態・外観」の「ａ」について，斜線

で引いてある，「深溝地区はありません」という中で，勾配屋根は工場には合わないから無

くしましたということですが，その上の「建築物の高さは，後背の山なみ・稜線や・・・」
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と書いてあるところは，深溝地区にも合った方が良いのではないかと思います。それと，下

の「現在の地形を活かした形態・外観とするなど，地形と調和した景観を形成する。」とあ

りますが，深溝地区の景観づくり計画にもあった方が良いと思いますので，削除する必要は

無いと思います。 

 

都市計画課景観グループリーダー 

 分棟化と分節化で，分節化を入れた理由ということですが，基本的に今回，敷地として決

まり，工場を立地するということが当初から決まっているという関係から，分棟化というの

は，倉庫やその付属棟というような形で，ある程度の面積が必要になってくるのではないか

ということなので，分棟化は難しいという判断をさせていただきました。それともうひとつ

の「現在の地形を活かした形態・外観にする」という基準でございますが，これにつきまし

ては，既に開発された敷地を対象とする関係で，もうすでに昔から森林があるということで

あれば，その基準は活かす必要があると考えております。しかし今回は既に宅地が宅地とし

て出来ておりますので，この基準については外させていただきました。 

 

議長（新田会長） 

 ご意見等出尽くしたように思いますので，ここで意見をまとめたいと思います。平成２８

年１０月１７日付け鈴都計第９５４号で，諮問第２号の諮問がありましたことについて， 

本日，審議しましたところ，原案を適当と判断し，答申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】 

 

ありがとうございました。 

それでは，本日最後の議題となります諮問第３号「鈴鹿市景観計画の変更（全体計画）」

について事務局から説明をお願いします。 

 

都市計画課景観グループリーダー 

 議題（２）鈴鹿市景観計画の変更（地区別景観づくり計画）についてご承認をいただき，

どうもありがとうございました。 

それでは，議題（３）鈴鹿市景観計画の変更（全体計画）について説明します。鈴鹿らし

い景観を実現するため，平成２３年１月に景観法に基づく「鈴鹿市景観計画」「鈴鹿市景観

づくり条例」の本格的な運用を開始いたしました。その後５年が経過し，関連計画の改定，

社会動向の変化，景観法・屋外広告物法の運用上の課題が生じたことから，景観審議会，庁

内検討委員会で運用上の課題とその解決の方向性等についてご審議をお願いいたしました。

その経過につきましては参考資料⑨にてご確認ください。これらの審議を受けて現行の景
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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鈴鹿

市景観計画の一部を変更していきたいと考えています。 

議案書２３ページをご覧ください。鈴鹿市景観計画の変更（全体計画）における「３ 住

民の意見を反映させるための必要な措置」について説明します。この措置は，景観法に定め

られており平成２８年８月１日から３１日にかけてパブリックコメントを実施いたしまし

た。参考資料⑧をご覧ください。市民の皆さんからご意見を募集しました結果，２名から３

件の意見をいただきました。内容についてはご確認ください。 

議案書２４ページをご覧ください。鈴鹿市景観計画(改定案)でございます。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，全て差替える予定で現在作業を

進めております。それでは，「鈴鹿市景観計画（改定案）」の主な変更点について，説明させ

ていただきます。 

議案書３０ページをご覧ください。「３ 計画の期間と成果指標」について，パブリック

コメントに対応すべく新たに設けました。「（１）計画の期間」につきましては，鈴鹿市総合

計画２０２３に合わせて２０２３年，平成３５年度を目標年度と設定します。「（２）成果指

標」といたしましては，地区別景観づくり計画策定数（累計）と登録・認定地域景観資産の

登録数・認定数（累計）を設定します。 

議案書３７ページをご覧ください。「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説明をさせていただきます。現行計画の１

０ページと議案書の３９ページをご覧ください。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」を，歴史観光拠

点として「椿大神社」，「神戸城跡」を新たに位置づけられました。現行計画の１４ページと

議案書の４３ページをご覧ください。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ページと議案書の４５ページをご覧ください。景観

類型図にその追加箇所を明示してあります。 

議案書４６ページをご覧ください。「２ 景観類型別の方針」において策定当時想定して

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。ご確認ください。 

議案書５６ページをご覧ください。また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。ご確認ください。 

議案書６１ページをご覧ください。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。ご確認ください。 
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議案書６３ページをご覧ください。「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１０００㎡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作ってもら

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せん。議案書６５ページの「（３）届出対象行為に

当たらない行為」をご覧ください。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ページと議案書６６ページをご覧ください。「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。議案書６８ページをご覧ください。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。ご

確認ください。また，議案書６６ページをご覧ください。先ほど，地区別景観づくり計画（深

溝地区）の中でも説明しましたが，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参りたい

と考えております。 

議案書９６ページをご覧ください。「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なかなか難しいものがあります。そこで， 「登録・認定地域景観

資産制度の創設」を規定します。議案書９８ページをご覧ください。「４．登録・認定地域

景観資産の登録・認定」では，「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，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。」と明示いた
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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ページと議案書１０２ページをご覧ください。「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。現行計画をご覧いただくと，「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説明をさせていただきます。議案書

１０２ページをご覧ください。「（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ページと議

案書１０４ページをご覧ください。「（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，議案書で

は，その具体的な例をここで明記しております。「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。」と定めました。 

ここで，議案書１０５ページをご覧ください。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。議案書１０４ページをご覧ください。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。そこで，市民自らの地区別景観づくり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。 

議案書１０８ページをご覧ください。「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
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景観計画の変更で，「（４）景観形成市民団体の創設」を新たに設け，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，議題（３）の説明は終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 

 

議長（新田会長） 

 どうもありがとうございました。ご質問やご意見がございましたら，ご発言をお願いいた

します｡ 

 

平野委員 

 先ほどの説明で出てきました，景観形成市民団体と景観形成協議会や景観整備機構との

違いを教えていただきたいです。 

 

都市計画課景観グループリーダー 

 景観形成市民団体は，花いっぱい運動や清掃活動などの景観に少しでも関与する活動を

行っている市民の団体に対して，登録する制度を設けさせていただいたものです。景観形成

協議会は景観計画の区域内において，良好な景観形成を図るために必要な協議を行うため

の団体で，景観形成協議会の組織といたしましては，鈴鹿市，景観重要公共施設があるので

あれば，その管理者で構成され，また必要と認める場合に，観光協会や商工会議所などを加

えて構成される団体となりまして，官民共同で進めていく場合に設立されます。景観整備機

構は良好な景観形成を担う主体として，一般社団法人や一般財団法人，NPO 法人の内に，景

観づくり活動の支援，景観重要建造物もしくは景観重要樹木の管理を行うことができると

認められた団体で，市がそれを指定します。設計事務所の協会なども指定することは可能で

あると考えております。 

 

平野委員 

 市が指定する景観整備機構や景観形成市民団体に指定されるとメリットはあるのでしょ

うか。 

 

都市計画課景観グループリーダー 

 景観整備機構は，法人の方が行うことに対して市が指定するということなので，直接的な

メリットは無いです。景観協議会の場合は官民共同ということなので，主体になりうること

と考えております。景観形成市民団体は登録することで，広報等で活動を知らせることがで

き，市民の景観に対する意識の醸成を図れると考えておりますが，直接な技術的援助などを

行うことは考えておりません。 
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福嶋委員 

 ９６ページに記載されている地域別景観資源調査をするのは，どこが主体となるのでし

ょうか。 

 

都市計画課景観グループリーダー 

 「景観資源の抽出の認知度の向上」の２段落目に，「市民参加による地域別景観資源の調

査を実施します。」は市が主体となって実施していく予定で，「市民主体の地域別景観資源の

調査に対して技術的援助等を行います。」は，例えば設計事務所協会で景観資源の調査を希

望している場合は，技術的援助を行っていく予定です。 

 

議長（新田会長） 

 資料の書き方についてですが，３０ページの表で「 ― 」とありますが，これは０件を意

味しているのですか。 

 

幹事（都市計画課長） 

 下線が意味するのは修正ということで，後でこの下線は消します。「 ― 」は０件を意味

しています。 

 

議長（新田会長） 

 ９８ページに登録と認定が記載されていますが，登録は法に基づいて指定登録とあるの

ですが，認定は市が認定するのでしょうか。 

 

都市計画課景観グループリーダー 

 登録地域景観資産は，市が登録するということで考えておりまして，認定地域景観資産の

方も市で認定するということで考えております。 

 

議長（新田会長） 

 登録と認定の違いは何でしょう。 

 

都市計画課景観グループリーダー 

 登録は，より簡単にできるように考えておりまして，例えば建物の場合，ある程度維持管

理ができていて，築５０年以上の建物については，所有者の承諾を得ることができれば登録

地域景観資産として登録することができるように考えております。認定地域景観資産の建

物については，登録地域景観資産の登録の要件を満たしながら，外観に優れ，地域の良好な

景観に寄与する建造物が景観審議会の中で認められれば認定ができるというもので，登録

は比較的簡単で地域の方に沢山登録してもらい，「自分達の地域には多くの景観資源があ
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る。」ということの「見える化」をしていくことが狙いです。それに加えて認定は，少し専

門的で，景観的により優れているものについて認定をしていくということを考えておりま

す。 

 

議長（新田会長） 

 登録は，景観法や文化財保護法に基づく指定登録より範囲が広いわけですか。 

 

都市計画課景観グループリーダー 

 広くというよりは，より簡単にということで考えております。 

 

平野委員 

 これから登録すべきものについて，鈴鹿市が調査をして進めていくのか，所有者の方が登

録したいという声に対して対応していくのか，どのように考えていますか。 

 

都市計画課景観グループリーダー 

 基本的には，制度ができたということを広報等で案内と募集をしていく姿勢で，はたらき

かけも考えてはおりますが，常にはたらきかけることは考えていません。 

 

原田委員 

 要望ですが，地域のことは地域の方が一番知っていますので，逐条解説等のもう少し噛み

砕いたものを付けて，地域づくり協議会の会合の中に落とし込んで頂き，年間スケジュール

も立てて，地域の景観や特性等を生かした鈴鹿市の景観法が上手くいく取り組みをお願い

いたします。 

 

議長（新田会長） 

 ありがとうございます。本日の我々の意見や質問を受けて，次に景観審議会があります。

たくさんの質問に対して，景観計画の中で理解していただくような解説を準備していただ

ければありがたいと思います。他にご意見はございませんか。 

 

平野委員 

 鈴鹿らしい良好な景観と多く出てきますが，どんな景観を鈴鹿らしいというのか具体的

にお聞きしたいです。 

 

都市計画課景観グループリーダー 

 現在の景観計画の中に「第１章 鈴鹿市の景観の特性」がございまして，基本的にはここ

に記載されているものになります。 
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議長（新田会長） 

 改定版の景観計画ではどこにあたりますか。 

 

都市計画課景観グループリーダー 

 議案書ですと３３ページから「第１章 鈴鹿市の景観の特性」が記載されております。 

 

議長（新田会長） 

 わかりました。他にはございませんか。 

 

福嶋委員 

 先ほどの「見える化」の話で，登録された場合に広報等で知らせるとおっしゃられまして，

それも一つの手段ではありますが，他市では登録された場合にメダルを配っているところ

もございまして，貰って誇らしげにされている方もいましたので，物で「見える化」を進め

るのも良いのではないかと考えます。それこそ鈴鹿らしい名産を配る等，工夫ができると思

いますし，貰った方も喜びますので，「見える化」につながるのではないかと思います。 

 

議長（新田会長） 

 ありがとうございます。担当の方，検討よろしくお願いいたします。 

 ご意見等出尽くしたように思いますので，ここで意見をまとめたいと思います。平成２８

年１０月１７日付け鈴都計第９５４号で，諮問第３号の諮問がありましたことについて，本

日審議しましたところ，原案を適当と判断し，答申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】 

 

ありがとうございました。これで，本日ご審議いただく案件は全て終了いたしました。 

答申案を事務局に作成させますので，その他事項の後に，ご確認をお願いします。それで

は，事務局から，その他事項について何かありますか 

 

幹事（都市計画課長） 

 その他事項として，報告が１点ございます。鈴鹿市都市マスタープランの上位計画にあた

る「都市計画区域の整備，開発及び保全の方針」いわゆる三重県都市マスタープランの改定

についてです。現行の三重県都市マスタープランは平成３２年を目標年次としていること

から，平成３２年を目途に，三重県において改定作業を進めております。平成２８年６月に，

三重県知事より三重県都市計画審議会に対し，この三重県都市マスタープランの調査審議
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についての諮問がなされ，７月に開催された同審議会の承認を得て，予備審査機関としての

小委員会が設置されました。平成２８年度は，この小委員会を中心に議論を進め，まず，基

本的な考え方を整理し，その後，本格的に改定作業にとりかかるものとお聞きしております。

改定の目途となる目標年次が平成３２年でもあることから，少し先のお話になるかと思い

ますが，三重県より鈴鹿市に対して，三重県都市マスタープラン改定についての意見照会が

ございますので，その際には，本審議会にお諮りし，御意見を賜りたいと存じます。よろし

くお願い申し上げます。その他事項は以上でございます。 

議長，諮問第 1号，第２号，第３号の答申案ができました。いかがいたしましょう。 

 

議長（新田会長） 

 それでは，答申案の配布をお願いします。 

 

（事務局 諮問第１号，第２号，第３号答申案配布） 

 

お手元に答申案を配布しましたので，ご確認をお願いいたします。 

 

（答申案の確認） 

 

それでは，よろしいでしょうか。異議も無いようですので，当審議会は，市長からの諮問

のありました，諮問第１号，第２号，第３号について，別紙のとおり市長に答申いたします。 

 それでは，進行を事務局の方へお返しいたします。 

 

幹事（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。本日はどうも有難うござい

ました。 

 

上記のとおり第３８回鈴鹿市都市計画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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