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第１０回 鈴鹿市景観審議会会議録（要約） 

 

１ 開 催 日 時：平成２８年１１月１４日（月）１５：１５～１７：００ 

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，坂口博文，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 

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 

同課計画グループリーダー 奥西真哉 

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）諮問第１号（平成２７年１月９日付け鈴都計第１１３４号） 

「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」を踏ま

えた「鈴鹿市景観計画」の変更及び「鈴鹿市景観づくり条例」の一

部改正について 

 

（２）諮問第１号（平成２８年１０月２４日付け鈴都計第９８６号） 

鈴鹿市景観計画の変更について～地区別景観づくり計画（深溝地区）

～ 

 

６ 傍聴の可否：可 

７ 傍 聴 者：なし 

８ 議事録署名人：坂口博文 委員，西川潤子 委員 

９ 配 布 資 料：第１０回鈴鹿市景観審議会 事項書 

        第１０回鈴鹿市景観審議会 議案書 

第１０回鈴鹿市景観審議会 参考資料 

        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１０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｡ 
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【副市長】 

 景観審議会の委員の皆様には，お忙しい中，第１０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。 

前回７月７日に開催させていただきました景観審議会におきまして，パブリックコメン

トを実施するにあたり，鈴鹿市景観計画の変更の素案として「鈴鹿市景観計画（改定案）」

をとりまとめていただき，どうもありがとうございました。 

本日の議題といたしましては，諮問案件が２件ございます。1つ目は先ほどお話しをさせ

ていただきましたパブリックコメント実施後の対応に伴う「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について」でございます。もう１つは，現在，都市計画決定

の手続きを進めている深溝地区地区計画区域に「地区別景観づくり計画（深溝地区）」の指

定を行うための「鈴鹿市景観計画の変更について」でございます。 

御審議の程，よろしくお願い申し上げます。 

 

【都市計画課長】 

 鈴鹿商工会議所の役員改選に伴い，山本委員から坂口委員への変更について報告をさせ

ていただきます。山本委員におかれましては，鈴鹿商工会議所会頭就任以来，鈴鹿市景観審

議会委員として御尽力をいただきました。お礼を申し上げます。また，今回，新たに御就任

いただきました坂口委員よろしくお願い申し上げます。ここで，坂口委員から御挨拶を賜り

たいと思います。坂口委員，お願いします。 

 

≪坂口委員 御挨拶≫ 

 

【都市計画課長】 

 坂口委員，よろしくお願いいたします。 

申し訳ございませんが，副市長は他の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。 

 

≪副市長 退席≫ 

 

【都市計画課長】 

 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４

種類ございます。 

 

≪資料確認≫ 
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【都市計画課長】 

 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１０名（１名遅参予定）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坂口委員と

西川委員になります。委員の皆様，よろしいでしょうか。 

 

≪異議なしの声あり≫ 

 

【議長（吉島会長）】 

坂口委員と西川委員，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。 

 今回は，２つの議題がございます。それでは，議題（１）平成２７年１月９日付け鈴都計

第１１３４号による諮問第１号「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」

を踏まえた「鈴鹿市景観計画」の変更及び「鈴鹿市景観づくり条例」の一部改正について事

務局から説明をお願いします。 

 

≪豊田委員 到着≫ 

 

【事務局（西野）】 

 議題（１）平成２７年１月９日付け鈴都計第１１３４号による諮問第１号「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」を踏まえた「鈴鹿市景観計画」の変更及び「鈴

鹿市景観づくり条例」の一部改正について説明します。 

参考資料１ページを御覧ください。この諮問は，平成２７年２月の第８回鈴鹿市景観審議



4 
 

会に諮問させていただいた事項でございます。その後平成２８年７月の第９回鈴鹿市景観

審議会でパブリックコメントを実施するにあたり，鈴鹿市景観計画の変更の素案として「鈴

鹿市景観計画（改定案）」をとりまとめていただきました。それを受けて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いただきます。参考資料２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．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

いう御意見をいただきました。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．『第１章 鈴鹿市の景観特性』に関する意見」では，「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。」という御意見をいただきました。ここで，議

案書の表紙をめくっていただきますと，鈴鹿市景観計画（改定案）が出てまいります。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。この様々な活動が

パブリックコメントの意見で出されている様々な活動と同じ内容を指すものと思われます。

改定案の８１ページを御覧ください。これらの様々な活動は，「（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。よって，参考資料の２

ページ目に戻っていただきまして，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』に関する意見」で，「私が住んでいる太

陽の街には，街路灯が（街路灯のようなもの）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

いただきました。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，自治会にご相談いただきま

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。 
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それでは，一番はじめに説明させていただいた，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。 

パブリックコメント案を修正して対応していきたいと思います。 

改定案の３ページを御覧ください。序章の「２ 計画の理念と目標」の次に「３ 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。「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，「鈴鹿市総合計画２０２３」に合わせて，２０２３（平

成３５）年度を目標年度と設定しました。「（２）成果指標」についてですが，「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，２０

２３年度は５件を考えています。 

次の成果指標として，「登録・認定地域景観資産の登録数・認定数（累計）」を考えていま

す。改定案７１ページを御覧ください。「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。」と明示いたしました。地域の身近な景観資

源を登録地域景観資産として登録を促進し，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。 

改定案３ページに戻っていただきまして，成果指標として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」であります。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。 

改定案１０ページを御覧ください。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。 

それ以外の現行の景観計画の変更点につきましては，前回の景観審議会で御承認いただ

いた鈴鹿市景観計画（改定案）のとおりでございます。なお，景観計画（改定案）に掲載さ

れている写真につきましては，可能な限り，最新のものに更新する予定です。 

次に「鈴鹿市景観づくり条例の一部改正（案）」について説明します。現在変更作業を進



6 
 

めています「鈴鹿市景観計画（改定案）」におきまして，新たな景観施策を盛り込んでおり，

その実効性を担保するための法規制について検討を進めてきました。その結果，今回の新た

な景観施策は，市民の財産権を大きく制限するものでないことから，ほとんどの施策につい

ては，規則・要綱等で対応できることが分かってまいりました。しかし，その中で景観法及

び景観法施行令の規定により条例で定める必要がある施策があり，その施策についてのみ

条例の一部改正で対応していきたいと考えております。それがどの景観施策かといいます

と，改定案７７ページを御覧ください。「（５）景観計画提案制度による計画策定の促進」の

２段落目を御覧ください。当該計画案，つまり「地区別景観づくり計画案」のことですが，

この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。」と

規定しておりますが，その施策が条例の一部改正に該当します。 

参考資料３ページを御覧ください。景観法第１１条で，「第８条第１項に規定する土地の

区域」，これは景観計画区域のことでありますが，その土地の区域のうち，一体として良好

な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって政令で定める

規模以上のものについて，「景観計画の策定又は変更を提案することができる。」と規定して

おり，景観法施行令第７条で，「法第１１条第１項 の政令で定める規模は，〇・五ヘクター

ルとする。ただし，」中略しますが，「景観行政団体は，条例で，区域を限り，〇・一ヘクタ

ール以上〇・五ヘクタール未満の範囲内で，その規模を別に定めることができる。」と規定

されていることから，景観計画提案制度の地区の規模面積を引き下げるためには，条例の一

部改正が必要となります。 

鈴鹿市景観計画（改定案）の次のページを御覧ください。このことから「１ 改正(案)の

趣旨」ですが，地区別景観づくり計画の策定を促進するため，小規模であっても景観計画の

提案を行いやすくするため，景観計画提案制度の地区の規模面積を引き下げるべく，条例の

一部改正を考えています。「２ 改正(案)の内容」ですが，景観計画提案制度の地区の規模

面積に係る規定の改正で，地区の規模面積を，０．１ヘクタールとすることを考えています。 

以上で，議題（１）について説明を終了します。よろしく御審議のほど，お願いいたしま

す。 

 

【議長（吉島会長）】 

 今回，景観計画の変更手続きにおいて，景観法第９条第８項に基づき，鈴鹿市都市計画審

議会からの意見聴取が必要となりますので，事務局から報告をお願いします｡ 

 

【都市計画課長】 

 議題（１）の内容につきましては，本日１３時から開催されました第３８回鈴鹿市都市計

画審議会において御審議をいただき，原案を適当と判断していただいた答申をいただいて

おりますことを報告いたします。 
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 また，いくつか御質問もいただいておりまして，７１ページの「登録・認定地域景観資産

の登録・認定」において，登録と認定の違いであったり，登録・認定したのなら認定証のよ

うなものを付けることはできないかという御要望をいただきました。あと７９ページの「景

観協議会」と「景観整備機構」，８１ページの「景観形成市民団体」のそれぞれの違いにつ

いて，登録することでのメリットは何かという御意見をいただきました。 

 

【議長（吉島会長）】 

 都市計画審議会から原案を適当と判断する答申をいただいたということですが，平成２

７年１月９日付け鈴都計第１１３４号で，諮問第１号の諮問がありましたことについて，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】 

 ３ページの目標値の設定の数で，現在は０件ですが，登録していなくても良い場所はある

と思いますので，最初の方はもう少し件数があっても良いのではないかと思いますが，この

値はどのようにして決められたのでしょうか。 

 

【事務局（西野）】 

 内部で議論したところ，候補の数は多いですが，所有者の方の同意等が必要になりますの

で，それらのことを考えて，２０１９年度までは年間３件と良ければもう１件を目標に設定

しました。下半期につきましては，４年間で１５件ということなので，年間４件ほどを目標

に進めていく予定でございます。もう少し多くした方が良いとは思いますが，制度の認知度

等を考えると，最初の方は上手く進むか分かりませんので，この値に決めました。 

 

【福嶋委員】 

 分かりました。 

 

【議長（吉島会長）】 

 他に御意見ございますか。御質問等がないようですので，議題（１）に関する質疑は終わ

ります。 

それでは，平成２７年１月９日付け鈴都計第１１３４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，いかがでしょうか。 

 

≪異議なしの声あり≫ 

 

【議長（吉島会長）】 



8 
 

 ありがとうございました。それでは，諮問第１号につきまして，原案を適当と判断し，答

申をいたします。答申案を事務局に作成させますので，「２．その他」のあとに，御確認を

お願いします。 

 続きまして，議題（２）諮問第１号「鈴鹿市景観計画の変更について～地区別景観づくり

計画（深溝地区）～」についてですが，平成２８年１０月２４日付け鈴都計第９８６号にお

きまして，市長から本審議会に諮問がありました事項でございます。それでは，議題（２）

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）平成２８年１０月２４日付け鈴都計第９８６号による諮問第１号「鈴鹿市景観

計画の変更について～地区別景観づくり計画（深溝地区）～」について説明します。 

議案書の議題（２）の鏡の資料を御覧ください。「１ 諮問理由」といたしましては，鈴

鹿市景観づくり条例に基づき，景観計画の変更手続きにおいて景観審議会の意見聴取が必

要となります。よろしくお願いいたします。 

御審議をいただきます「地区別景観づくり計画（深溝地区）」のエリアは，現在，都市計

画決定の手続きを進めております深溝地区地区計画の区域と同じ区域でございます。 

「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。出席者は土地所有者の方が３名，その

他の方が１名の合計４名でした。内容について，資料を見ていただければ分かると思います

が特段御意見もなく，案について御了解をいただきました。 

次のページを御覧ください。「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。深溝地区の計画案の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，鈴鹿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８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。 

計画案３ページを御覧ください。「２．地区の区域」では「計画図」を掲載しています。

区域面積は約１２．４ヘクタールです。緩衝緑地を残置森林，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。 

計画案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」を目標としています。 
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次に「４．景観形成の方針」として，「（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，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，「敷地の緩衝緑地については，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，屋外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。 

計画案５ページから９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行為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。 

計画案１０ページを御覧ください。「（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，参考資料１６ページの深溝地

区地区計画の「建築物等の形態又は意匠の制限」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１８ページを御覧ください。壁面広告であれば，許可地域で同一壁面面積の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

２０ページを御覧ください。こういう広告ができないことになります。 
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計画案１０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。改定案４０ページを御覧ください。

景観計画（改定案）の景観形成基準の遵守事項に該当しています。 

計画案１０ページに戻っていただいて，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。 

計画案１１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，景観計画

（改定案）における丘陵地の協議事項を基本として，景観形成基準の協議事項を作成いたし

ました。 

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９ページを御覧ください。表の真ん中に先ほど御承認をいただいた丘陵地の景観

形成基準（改定案）を整理しております。表の一番上の項目を御覧ください。「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。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「４．景観形成の方針」の「（３）

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。 

次に「イ 形態・外観」で，鈴鹿市景観計画（改定案）の一番上を御覧ください。「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１１ページを御覧ください。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，「４．景観形成の方針」の「（４）緑化に関する景観形成」の内容を反映させたもので

す。 

参考資料１３ページを御覧ください。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１

０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。 
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計画案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。 

改定案６６ページを御覧ください。丘陵地の景観形成基準です。計画案１３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分かるのですが，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１４ページを御覧ください。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。御確認ください。 

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

 

【議長（吉島会長）】 

 先ほどと同じく，今回，景観計画の変更手続きにおいて，景観法第９条第８項に基づき，

鈴鹿市都市計画審議会からの意見聴取が必要となりますので，事務局から報告をお願いし

ます｡ 

 

【都市計画課長】 

 議題（２）の内容につきましても，本日１３時から開催されました第３８回鈴鹿市都市計

画審議会において御審議をいただき，原案を適当と判断していただいた答申をいただいて

おりますことを報告いたします。なお何点か御質問もいただいておりまして，「地区別景観

づくり計画（深溝地区）」の４ページの「（４）緑化に関する景観形成」に「高木，中木, 

低木」と記載されておりまして，これらに基準はあるのかという御質問や，「建築敷地の道

路境界沿いについては，高木と生垣等」という記載があると同時に，緩衝緑地という表現に

ついて説明させていただきましたので，それらの違い等について御質問をいただきました。

参考資料９ページに記載されている「分節化」と「分棟化」の違いについて，また緑地の５％

の規定は工場立地法に更に上乗せなのかという御質問をいただきました。 

 

【議長（吉島会長）】 

 都市計画審議会から原案を適当と判断する答申をいただいたということですが，平成２

８年１０月２４日付け鈴都計第９８６号で諮問第１号の諮問がありましたことについて，

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】 

 深伊沢地区で意見を聞いたとのことですが，土地所有者４名は届出者と同一人物になる

のでしょうか。 

 

【事務局（西野）】 
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 １名は土地所有者です。 

 

【福嶋委員】 

 それを工場主の方に転売するわけですか。 

 

【事務局（西野）】 

 ここの土地所有者の方は，将来取得予定の開発業者が１名。隣接する土地を持たれている

方が１名。元から持たれている方が１名。鉄塔を保有する業者が１名となります。 

 

【福嶋委員】 

 これから工場を建てようとするわけではないのですね。 

 

【事務局（西野）】 

 そういうわけではないです。 

 

【福嶋委員】 

 後から出てくる届出書とは別なわけですね。 

 

【事務局（西野）】 

 はい。 

 

【福嶋委員】 

 ここで特に意見がなかったということはどのような状況でしたか。 

 

【事務局（西野）】 

 案について御承認いただいたわけですが，案とは関係ないところで新たな工場の用途の

制限はないかという御質問を受けまして，工場専用地域と同じくらいの用途になると説明

させていただきました。 

 

【福嶋委員】 

 より細やかな要望をお願いし，土地所有者の方は転売をするわけなので，あまり負担感は

無いと思うのですが，売るときに規制があると売りにくくなると思います。このことについ

て危惧はありませんでしたか。 

 

【都市計画課長】 

 ４名の方がいらっしゃったのですが，実際は２名で，残り２名は付き添いという形でした。
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１名の方は開発事業者の方で，もう１名は隣接する工場の方でして，完成後にどのような工

場が来るのかは心配されておりましたが，景観計画では業種の制限はしておりませんので，

恐らく普通の工場か物流施設だと思います，とだけ回答させていただきました。 

 

【福嶋委員】 

 分かりました。 

 

【村山委員】 

 地区別景観づくり計画の案を御説明いただきましたが，基本的に工場や物流施設が立地

することを想定して，内容をかなりカットしていると思います。この事業用地に工場や物流

施設が来るという担保は何でしょうか。つまり開発事業者さんは工場や物流施設を誘致す

ることを目指し，このプロジェクトを進めているわけですが，それを目指すのは良いのです

が，例えば上手く企業が来なくて商業施設になった場合とか，景観の方でそれを想定してい

ないと，そこが欠陥になってしまうと思います。 

 

【事務局（奥西）】 

 立地の可能性といたしましては，地区計画の届出で用途の制限をしております。基本的に

建てられるものが工業専用地域並みとなっておりますが，それに加えて，工業専用地域では

許容されるカラオケボックスや店舗，ショールームは建てられないと別記させていただい

て，地区計画で明確に提示させていただいています。 

 

【村山委員】 

 そうしますと，何十年後かに工場が撤退して次のものが入ってきたとしても，地区計画が

ある限りは，基本的には，工場や物流倉庫になるわけで，この景観計画で大丈夫だと考えて

良いわけですね。 

 

【事務局（奥西）】 

 はい。 

 

【岡本委員】 

 土地所有者の話についてですが，今回出席すべき土地所有者の方は全員出席したという

認識でよろしいでしょうか。 

 

【事務局（西野）】 

 全員ではなく４名中２名の方です。計画案は事前に郵送させていただいて，必要であれば

説明会を開催させていただくと通知させていただきました。 
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【岡本委員】 

 では，この後に説明会を開催する可能性もあるわけですか。 

 

【事務局（西野）】 

 いえ，今回が最後でした。 

 

【岡本委員】 

 分かりました。 

 

【村山委員】 

 今後類似のものが出てきた際の対応に対する意見で，「地区別景観づくり計画（深溝地区）」

の２ページの航空写真を見ますと，本日議論している赤い枠線の南側に商業施設が集積し

ている場所や，赤い枠線と幹線道路との間に敷地があります。新しく開発するところの景観

の水準を引き上げるためには地区別景観づくり計画は当然でしょうが，調整区域の中で開

発地区が島のようにあり，既に開発されたところで施設の更新が起こりそうなところにつ

いては一体的に計画を作成して，エリア全体の景観の方針がありますと更新の頻度が高い

商業施設が入れ替わる際に，景観の水準を上げることができるのではないかと考えます。都

市計画法の地区計画に関しては，開発申請と合わせて細かく区切ることができるのですが，

景観では広めに取って全体の景観の向上を目指しても良いと思います。 

 

【事務局（西野）】 

 ありがとうございます。今後参考にさせていただきます。 

 

【福嶋委員】 

 この航空写真を見ますと，赤い枠線の上側に森林がありますが，この森林は工業団地を造

るために無くしていくのか，私個人としては森林を残しても良いと考えておりまして，どの

ようにお考えでしょうか。 

 

【都市計画課長】 

 土地の所有者の方や開発事業者の方の意向によりますが，立地的には，更に工業団地を拡

大するための地区計画制度を用いた開発行為は可能ではあります。しかしそのような話は

まだございません。森林を残した方が良いのかどうかは，森林法の関係もございますので，

関係部局と調整した上で，地区計画制度で開発を認めていくかを協議していきたいと考え

ております。 
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【福嶋委員】 

 分かりました。 

 

【議長（吉島会長）】 

 他にいかがでしょうか。御意見等出尽くしたように思いますので，議題（２）に関する質

疑は終わります。 

 それでは，平成２８年１０月２４日付け鈴都計第９８６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，いかがでしょうか。 

 

≪異議なしの声あり≫ 

      

【議長（吉島会長）】 

 ありがとうございました。それでは，諮問第１号につきまして，原案を適当と判断し，

答申をいたします。答申案を事務局に作成させますので，「２．その他」のあとに，御確

認をお願いします。 

続きまして，「２．その他」とありますが，事務局から何かございますか。 

 

【事務局（西野）】 

「２．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いただきます。 

まず，遊戯施設の計画の内容について説明させていただきます。参考資料２６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。 

次の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。全てが，景観形成

基準外の色彩になります。 

戻っていただきまして参考資料２４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２８ページを御覧ください。第２回鈴鹿市景観審議会専門部会資料の抜粋です。       

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
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う形で報告をいただきましたので，景観審議会に報告をさせていただきました。よろしくお

願いいたします。 

 

【議長（吉島会長）】 

 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｡ 

 御質問等がないようですので，質疑は終わります。 

 

【都市計画課長】 

 議長，２つの諮問の答申案ができました。いかがいたしましょう。 

 

【議長（吉島会長）】 

 それでは，答申案の配布をお願いします。 

 

≪事務局 答申案配布≫ 

      

【議長（吉島会長）】 

 お手元に答申案を配布しましたので，御確認をお願いいたします。 

当審議会は，市長からの諮問のありました２件について，お手元のとおり市長に答申いた

します。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した。 

これをもちまして，第１０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】 

 本日はありがとうございました。 

委員の皆様のおかげをもちまして，鈴鹿市景観計画の変更及び地区別景観づくり計画（深

溝地区）を取りまとめることができました。 

特に，鈴鹿市景観計画の変更につきましては，平成２５年１０月の第６回景観審議会で 

景観法の運用上の課題を解決するため，専門部会の設置の御了承をいただいて以来，景観計

画の変更に向けて，景観審議会３回，専門部会を９回開催し，精力的に御審議をいただきま

した。委員の皆様，本当にありがとうございました。 

本審議会の後，景観計画の変更の告示を行い，１２月定例会で景観づくり条例の一部改正

を議案提出していきたいと考えております。また，景観計画の変更にあわせて，現行の「鈴

鹿市景観計画ガイドライン」を変更し，「鈴鹿市景観設計の手引き」を策定していきます。

委員の皆様，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
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ございました。 

 

 

 

上記のとおり第１０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
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