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《桑名市都市整備部都市整備課 

まちづくり景観室長 久保 康司》 

 

私からは、皆さんにお配りしており

ます桑名市景観計画概要版とパワー

ポイントの画面の両方を使い計画の

概要について簡単にご紹介させてい

ただきます。 

最初に桑名市の概要についてご紹

介をさせていただきます。 

平成 16 年 12 月合併し、市域約

136 平方キロメートル、人口約 14

万 2 千人で、名古屋市からは約 30

キロ、近鉄特急ですと約 15 分の位置

にございます。 

地形的には、三重県の最北部に位置し、

揖斐、長良、木曽川が集まったデルタ

地帯と、北側に位置する鈴鹿山脈・養

老山脈などから市域が形成され、平地、

河川、山地などから構成された様々な

景観資源が多く存在しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、先ほど市長からもご紹介させ

ていただきましたとおり、先人から受

け継いだかけがえのない市民共通の

景観資産を守り、活用し、さらには、

生活・文化・産業に磨きをかけ、美し

さに満ちた質の高い郷土づくりをめ

ざすことは私たちの大きな責務であ

ると考えております。 

そこで、桑名市では、平成 18 年 9

月に定めました桑名市総合計画の「水

と緑と歴史が育む豊かな快適交流文

化都市～住み良さ日本一をめざして

～」の実現化に向けて、市特有の自然

景観や歴史的景観、都市景観を保全・

創出するために「桑名市景観計画」を

定めたところでございます。 

この計画は、５つの章に分けてまと

めております。 

 

桑名市の景観と桑名市景観計画の紹介 
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第１章の「景観計画区域」では、桑

名市全域を「景観計画区域」とし、緩

やかな規制・誘導をしていく区域を一

般地区としています。 

今後、この景観計画区域のうち、景

観形成上重要な地区につきましては、

地区にお住まいの皆様の合意を得て、

位置づけます「重点地区」というもの

を定めていきたいと考えております。 

また、特に本市の誇れる美しい眺望

景観が望める区域を「眺望保全区域」

として指定していきたいと考えてお

ります。 

本計画では、眺望保全区域の指定の

方針に基づき、多度山を眺望の対象と

し、七里の渡跡周辺の堤防付近を視点

場と位置付け、そこから多度山に向か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

って、揖斐川・長良川沿いに望む部分

で、図面上のピンク色で着色しました

エリアを多度山眺望保全区域として

おります。 

眺望保全区域内には多度山が隠れ

るような高い建物は、ご遠慮願いたい

ということでございます。 

景観計画区域には、旧市街地や多度

門前町などに見られる歴史景観や、木

曽三川や多度山などの自然景観、桑名

駅周辺や丘陵地に計画的に開発され

た住宅団地などの都市景観など、それ

ぞれの地域が持つ景観の特性に応じ

まして、水辺、緑、歴史の３つのゾー

ンと、９つの地区に分け、それぞれの

地区に対しまして、良好な景観の形成

に関する方針を定めております。 
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第２章の「良好な景観の形成に関す

る方針」では、市の特徴であります歴

史景観、自然景観を守るとともに、こ

れからのまちづくりに対して、景観を

意識したまちづくりの展開を踏まえ

方針を掲げております。 

「基本理念」は「育まれてきた水と

緑と歴史をみんなで守り、新たな魅力

として育てる水郷景観まちづくり」と

し、以下に３つの「基本目標」を掲げ

取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

景観形成の基本方針では、自然景観

や歴史的景観、都市景観など、いろい

ろな景観に対して、その取り組み方針

を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、石取祭や多度祭りなど代表的

な伝統行事や季節行事などを心象景

観と表現しまちの景観として位置付

けています。この伝統行事や季節行事

の取り組みは、郷土への愛着心の育成

など結果として良好な景観の形成に

関する取り組みに繋がるものと考え、

誰もが参加でき、ともに楽しむことが

出来るものとなるよう、その取り組み

を促すものとしています。 

地区別の良好な景観の形成に関す

る方針では、市域全域をそれぞれが持

つ景観の特性に応じて９つの地区に

区分し、それぞれの地区固有の景観を

保全するための方針を定めています。 
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員弁川沿い地区は、いなべ川と濃州

道と呼ばれる街道沿いに発展した田

園地区で、地区の南側は四日市市、朝

日町と接しています。濃州道沿いには

格子のある家並みも見られ、また、南

部の里山には、正和台や赤尾台の住宅

団地開発も見られます。このような地

区特性から、員弁川や田園風景、里山

と調和のとれた、潤いある景観の形成

を図るものとしています（図１）。 

次に揖斐川河口地区です。揖斐川と

員弁川の河口部に発展した田園地帯

です。国道 23 号や伊勢湾岸自動車道

の湾岸桑名インターチェンジは本市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の代表的な玄関口となっています。こ

のような地区特性から、田園風景と調

和のとれた、広域的な玄関口として誇

れる景観の形成を図るものとしてい

ます（図２）。 

次に揖斐川沿い地区です。揖斐川右

岸に広がる里山と田園地区で構成さ

れ、大半が農用地区域となっています。 

美濃街道沿いには古い建物や寺社仏

閣が見られ、一部の集落では連続した

槇垣の町並みが見られます。このよう

な地区特性から、木曽三川や田園風景

と調和のとれた、美しく快適な景観の

形成を図るものとしています（図３）。 

図１ 員弁川沿い地区の景観形成に関する方針 
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図２ 揖斐川河口地区の景観形成に関する方針 

図３ 揖斐川沿い地区の景観形成に関する方針 
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次に輪中地区です。木曽三川に囲ま

れ、河川との共生の中に広がる田園地

区で、木曽川を挟んで木曽岬町や愛知

県に接しています。全域が水郷県立自

然公園内にあり、輪中地帯特有の田園

風景が広がっています。地区北部には 

国営木曽三川公園施設が、南部には、

多くの観光客が訪れるレジャー施設

が見られます。このような地区特性か

ら、地区の成り立ちを象徴する輪中特

有の景観を大切にした景観の形成を

図るものとしています（図４）。 

次に丘陵地地区です。市域の西側か

ら中部にかけてなだらかに連なる丘

陵地地区で大規模な住宅開発が見ら

れる地域です。地区中央には、計画的

に開発された住宅地と桑名市総合運 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動公園など設備が充実した公園も見

られます。このような地区特性から、

丘陵地の緑と調和のとれた、うるおい 

と活力のある景観の形成を図るもの

としています（図５）。 

次に山地地区でございます。市域の

北部にあり多度山により構成される

山地地区で、西側にいなべ市、東員町

と、北側は岐阜県に接しています。季

節の彩り豊かな多度山は、公園やハイ

キングコースがあり市民に親しまれ

ています。また、山頂からは木曽三川

や伊勢湾などの眺望景観が楽しめま

す。このような景観特性から、季節の

彩り豊かな養老山地の自然環境を大

切にした景観の形成を図るものとし

ています（図６）。 

図４ 輪中地区の景観形成に関する方針 
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図５ 丘陵地地区の景観形成に関する方針 

図６ 山地地区の景観形成に関する方針 
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次に桑名中心市街地地区でござい

ます。東海道の宿場町を中心に発展し

た地域で、桑名城祉や七里の渡、六華

苑や西諸戸邸など歴史的な資源も多

く見られます。桑名駅周辺では、再々

開発による地区の更新が一部みられ

るものの、老朽化による空き店舗など

も見られます。このような景観特性か

ら、桑名の中心部として誇れる、魅力

と賑わいのある景観の形成を図るも

のとしています（図７）。 

次に多度中心市街地地区でござい

ます。多度大社と多度駅周辺に発展し、

住宅地、商業地を中心とした地区です。 

上げ馬神事などの伝統が継承されて

いる多度大社があり、その参道には伝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

統的な建築様式を継承したまちなみ

が一部残されています。このような景

観特性から、門前町や美濃街道沿いの

歴史的環境を大切にした景観の形成

を図るものとしています（図８）。 

最後に、長島中心市街地地区でござ

います。長島城址周辺や東海道沿いに

発展した住宅地と商業地を中心とし

た地区です。長島城址に残るクロマツ

の大樹は地域のシンボルとなってい

ます。地区の中心部を流れる長良川に

沿って、潤いのある水辺環境が形成さ

れています。このような景観特性から、

長島城址として、また、長島中心部と

してふさわしい景観の形成を図るも

のとしています（図９）。 

図７ 桑名中心市街地地区の景観形成に関する方
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図８ 多度中心市街地地区の景観形成に関する方

図９ 長島中心市街地地区の景観形成に関する方
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 第３章「良好な景観の形成のための

行為の制限に関する事項」でございま

す。一般地区及び多度山眺望保全区域

において、良好な景観の形成のために

届出が必要となります行為ならびに

規模が定められております。 

一例ではございますが、建築物など

の高さについては「１０ｍ」を超える

もの、１０ｍ以下でも建築面積が「１，

０００㎡」を超えるものは届出してい

ただくことになります。当市の場合は、

低層で良好な住宅地の比率が高いこ

とから、それ以上となる建築物を届出

対象としているものでございます。 

届出を必要とする行為の一覧表で

ございます（表１）。建築物や工作物、

開発行為や土石の採取、堆積などに対 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し、ある一定の規模のものについて届

出していただくことになります。 

なお、法で規定される行為について

は届出が不要となっております。どの

ようなものかと申しますと、森林法、

砂利採取法、河川法、農地法など他法

令の許可を受けて行う行為や通常の

維持、修繕工事などの管理行為などが

該当することになります。 

次に景観形成基準でございます。届

出された行為について景観形成基準

を定め、地区の景観と調和したものと

なるよう誘導していくことになりま

す。 

この景観形成基準には、先ほどご説

明しました９つの地区共通に適用さ

れます「共通の基準」と、地区の景観 

表１ 届出を要する行為の一覧表 
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特性に応じて独自に適用されます「個

別の基準」との組み合わせにより定め

ております（図 10）。 

共通の基準には、建築物であれば規

模や配置、壁面の位置、形態意匠など

の項目について配慮していただくこ

とになります（表２）。また、建築物

又は工作物の新築等について、外壁な

らびに屋根についての色彩の基準を

設けております。一例を申しますと、

一般地区において建築物等の外壁に

使用可能な色彩の範囲を、赤い外枠で

囲まれました範囲で表示しておりま 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。建築物等の屋根材として使用可能

な色彩の範囲を、青い外枠で囲まれた

範囲で示しております。原色に近い色

合の外壁や屋根はご遠慮いただきた

いということになります。 

こちらは、多度山眺望保全区域の色

彩の基準でございます。一般地区との

違いは外壁上層部に対し使用可能な

色彩の範囲をきびしくしております。

広域的な景観に影響を与えやすい建

築物の上層部と背景となる多度山と

の調和を図ることを目的としていま

す。 

 

 

図１０ 共通基準と個別の基準の組み合わせ 
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表２ 景観形成基準の「共通の基準」 
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表３ 「別表 色彩基準」（共通基準の続き）と「個別の基準」 
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 多度山眺望保全地区における高さ

の最高限度のシミュレーションでご

ざいます（図 10）。多度山の稜線の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/3 を保全するために、各地区にお

ける建築物の高さ（標高）を計算式に

よって建築物の最高限度を算出しま 

 

 

図 10  視点場から多度山への眺望を保全するための 

高さの最高限度のシミュレーション 
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す。高い建物はご遠慮いただきたいと

いうことになります。 

これは、地域特性に応じた個別の基 

準となります。この「個別の基準」に

ついては、地域の特性によって、より

きめ細かい基準を設けることにより、

地域にあった良好な景観を誘導して

いきたいということです。 

 次に、第４章 景観重要建造物、景

観重要樹木の指定の方針についてで

ございます。地域の景観を特徴づける

建造物や樹木は、本市における良好な

景観の形成上重要であると考えます。 

このような、地域の歴史・文化が形態

意匠に色濃く現れているものや、樹姿

や樹勢が優れているもの、多くの市民

に親しまれているものなどを指定す

るよう、検討していきたいと考えてお

ります。 

第５章 景観重要公共施設の整備

に関する事項についてでございます。 

道路、河川などの公共施設は、地域の

景観の形成上重要な要素のひとつで

あり、良好な景観の形成を先導してい

く必要があります。そこで、景観重要

公共施設に位置づけ、公共施設の整備

等に関する事項を定めております。 

本計画では、ご覧の４つの河川と 13

の道路について、管理されております

国や県、市の所管課と協議の上、定め

ております。 

最後に、より良い景観を形成してい

く上で、この「桑名市景観計画」は必

要不可欠でございます。しかし、景観

計画による法的拘束力はそれほど強 
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いものではありません。今後、この計

画による届出制度の運用を進める中

で、まずは市民の皆様や事業者の皆様

に景観についてより理解を深めてい

ただくことが重要と考えております。 

その結果として、さらに地域の特色を

活かせる景観づくりを進める手法と

して、法的拘束力を持った地区の指定

なども視野に入れた取組を、お住まい

の市民の皆様と一緒に進めて行くこ

とができればと考えておりますので

よろしくお願いいたします。 

簡単ではございますが以上で終わ

ります。ご静聴ありがとうございまし

た。 

 


