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日 時 令和元年９月３０日（月）１３：３０～１６：００ 

場 所 岩国市役所５階 ５１会議室 

出 席 者 １０名（／１１名） 

小浦委員、目山委員、富川委員、山本（富）委員、村岡委員、坂井委員、 

村越委員、木村委員、山本（孝）委員、杉山委員 

事 務 局 山中都市開発部長、土井公園景観課長、松林主査兼景観みどり班長、 

土井整備班長、中村技師、池田主事 

都市開発部公園景観課 

関 係 課 産業振興部錦帯橋課 

善村錦帯橋課長、清水世界遺産推進班長、鮎川主事 

関 係 者 ㈱オオバ（４名）景観計画変更業務受託業者 

会議の公開 ■公開  □非公開 

傍 聴 者 １名 

報 道  ０社 

 

１ 会議次第 

１. 開会 

２. 議題 

１）議案第２号：景観重要建造物候補について 

（旧玖珂鉱山選鉱場工作物及び付帯施設） 

２）議案第３号：景観重要樹木候補について（荒玉社のしだれ桜） 

３. その他 

１）景観重要建造物／樹木の指定方針について 

２）第２回いわくに景観賞について 

３）景観計画の変更について 

４）風致地区条例について 

４. 閉会 

 

２ 配布資料 

   資料１ 景観重要建造物候補について（旧玖珂鉱山選鉱場工作物及び付帯施設）    

   資料２ 景観重要樹木について（荒玉社のしだれ桜） 

   資料３ 景観重要建造物／樹木の指定方針について 

   資料４ 第２回いわくに景観賞について 

   資料５ 景観計画の変更について 

   資料６ 風致地区条例について 

   補足資料１ 景観重要建造物候補の登録名称及び登録方法について 

   補足資料２ 岩国行波の神舞について 
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３ 審議経過 

○司会 定刻となりましたので、ただいまから、第２回岩国市景観審議会を開会させてい

ただきます。本日は、お忙しいところ、本審議会にご出席をいただき誠にありがとうご

ざいます。それでは、審議会の開会にあたり、都市開発部長よりご挨拶申し上げます。 

○山中部長 皆さんこんにちは、都市開発部長の山中でございます。本日はお忙しい中「第

２回岩国市景観審議会」にご出席いただき大変ありがとうございます。またご都合のつ

かれました委員さんにおかれましては、朝から現地の確認をしていただき大変お疲れさ

までした。さて、本日の議題であります「景観重要建造物及び景観重要樹木」でござい

ますけれども景観計画の中では、「景観上地域の重要なシンボルとなる」「周辺の景観づ

くりの牽引役を担います。」という風に規定しております。地域の皆さんが誇りに思って

おられる大切な建造物や樹木といったものを、地域の方だけでなく市民の皆様の大切な

財産としてこれからも守り伝えていく必要があると考えております。本日の景観重要建

造物、旧玖珂鉱山跡地の工作物、それから行波のしだれ桜についてご審議のほどよろし

くお願いいたします。本日はお忙しい中ありがとうございます。 

○司会 ありがとうございました。次に、本日の委員の出席についてご報告申し上げます。

本日は、児玉委員が所用によりご欠席されております。以上により本日は、委員 11名中

10 名の出席があり、岩国市景観条例施行規則第１９条第３項の規定を満たしております

ので、本日の会議が成立していることをご報告申し上げます。 

 次に、資料の確認をさせていただきます。（資料の確認） 

それでは、これより本日の議事に移らせていただきます。 

 ここからは、岩国市景観条例施行規則第１９条第２項の規定により、小浦会長に議事進

行をお願いします。それでは、よろしくお願いいたします。 

○小浦会長 皆さんこんにちは、今日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうご

ざいます。午前中時間の許す方とは、本日議題となっています景観重要建造物及び樹木

の対象につきまして見させていただいたところです。今日は、たくさん資料があります

ので、順番に審議していきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

議題１「議案第２号 景観重要建造物候補について」                  

○小浦会長 それでは、議事を進めていきたいと思います。その前に一つ質問をさせてい

ただいてもよろしいですか。「その他」の資料３で「景観重要建造物／樹木の指定方針に

ついて」という資料が入っています。本日は、景観重要建造物／樹木の候補を２件検討

しますがこちらとの関係はどのようになっていますか。 

○事務局 「景観重要建造物／樹木の指定方針について」は、前回の審議会でご指摘のあ

った項目について変更させていただきました。指定方針そのものについては何ら変更事

項はありません。指定候補の募集段階の手続きについて変えさせていただきました。今

回の旧玖珂鉱山と荒玉社のしだれ桜の選定において方針が変更になるものは一切ござい

ませんので、「その他」として後ろに付けさせていただいたところです。 

○小浦会長 そういうことは、大事だと思いますので「前回の議論を受けてこうしました。
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ただし今回の選定において方針が変わるわけではありません。その上で進めたいと思い

ます。」とかの説明を最初にしていただかないと、なぜ方針の変更が後ろにあるのかよく

分からないですからね。指定方針に変更はないということで、手続き的なことについて

改めて後で確認するということよろしいですか。 

○事務局 はい。 

○小浦会長 それでは、議題に入りたいと思います。景観重要建造物候補について説明を

お願いいたします。 

○事務局  

議題１「議案第２号景観重要建造物候補について」のご説明をいたします。 

第１回景観審議会においてご指摘をいただいた「景観重要建造物候補の登録名称」及

び「景観重要建造物候補の登録方法」についてご説明いたします。現地確認の内容を踏

まえたうえで、議決をお願いいたします。「景観重要建造物候補の登録名称」についてご

説明いたします。当初、登録名称を「美川ムーバレー（旧玖珂鉱山跡群）」としておりま

したが、第１回景観審議会において、現在の施設名称「美川ムーバレー」は、レジャー

施設の名称であり景観重要建造物の登録内容と直接関係がなく、事業形態の変更等で名

称が変更になる可能性もあり登録名称としては相応しくないとのご意見をいただきまし

た。また、「旧玖珂鉱山」のみの登録名称では坑道内部など今回の登録範囲外も含まれる

ため、登録名称を「旧玖珂鉱山選鉱場工作物及び付帯施設」とすることといたしました。

登録範囲は、選鉱場内にあった貯鉱舎基礎、選鉱場水路口、選鉱場搬出所を「旧玖珂鉱

山選鉱場工作物」とし鉱務見張小屋、石積み擁壁をその「付帯施設」と位置づけること

にいたしました。つづきまして、「景観重要建造物の登録方法」についてご説明いたしま

す。景観重要建造物の登録については、旧玖珂鉱山選鉱場の工作物を一つの建造物とし

て登録します。また、「景観法第１９条１項」及び「景観法運用指針」に則り鉱務見張小

屋、石積み擁壁を景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成している付帯施設と

捉え「旧玖珂鉱山選鉱場工作物及び付帯施設」として一つの景観重要建造物として登録

いたします。景観重要建造物の登録は、「旧玖珂鉱山選鉱場工作物及び付帯施設」とし枝

番を各工作物等としてリスト化しています。参考事例といたしまして補足資料１に、萩

市の景観重要建造物「金谷神社の社殿及び工作物等」を添付しています。こちらの建造

物は、「本殿」、「拝殿」、「回廊」を「金谷神社の社殿」として景観重要建造物に登録され

ています。また、「牛屋」や「鳥居」等を「一体となって良好な景観を形成している土地

その他の物件」として「工作物等」にまとめられています。以上となります。 

○小浦会長 今日、午前中に現地を見ていただいた方もいらっしゃいます。結局名称が「旧

玖珂鉱山選鉱場工作物及び付帯施設」ですね、皆さんご意見を頂けたらと思いますがい

かがでしょうか。建造物については分かりましたが、この建造物が、この地域にとって

どのような意味があり、景観的にどのような位置付けをされているのかについてのご見

解をお話しいただけますか。 

○事務局 旧玖珂鉱山は、タングステン産出量が日本一になるなど美川地域の誇りであり、
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かけがえのない産業遺産であります。往時の建造物が多く残されており美川地域の人々

にとって大切な産業があったことを伝えるシンボルであり、岩国市としては、景観重要

建造物に指定をしたいと考えています。それと『山と川の景観ゾーン（玖北地域）』の景

観重要建造物の指定の方針とも整合しています。「建造物の外観が地域の景観上の特徴を

有しているもの」、「道路その他公共の場所から容易に見えるもの」、「近代から現代に通

じる産業遺産として、地域の景観のシンボルとなっているもの」ということです。 

○小浦会長 はい、分かりました。皆さんいかがでしょうか。 

○坂井委員 今日見させていただいて、旧工作物と新たに作られた物等があり、美川開発

で所有されている資料等を再度確認して選鉱場の屋根を取り外した状況がどうだったの

かという資料等の集積も工作物の保存だけではなくて、そういう資料も含めて保存する

必要があると思います。鉱山を開発されてきて色々な経過があるのでしょうが、そうい

うものをしっかり把握していただきたいと思います。私の意見としては、希少性と書い

てあるように閉山した鉱山は、活用されない所がほとんどですので、昔の工作物の保存

管理をしっかりやってもらうためには、ぜひとも登録していただきたいという気持ちを

持っています。そういう資料をある範囲でしっかり管理していただきたいと思います。 

○木村委員 玖珂鉱山だけでタングステンの産出量が日本一なのですか。それとも河山鉱

山を含めて日本一ではないのですか。それとタングステンは喜和田鉱山が日本一ではな

いのですか。 

○事務局 基本的には、産出量は喜和田鉱山のほうが多かったようです。時期によって産

出量にばらつきがあり、玖珂鉱山が日本一になった年もあるようです。 

○木村委員 選定されると注釈として沿革が出るのでしっかり調べておいてください。後

から指摘されないように注意してください。 

○小浦会長 ご指摘の通りだと思います。 

○村岡委員 この資料の中で、藤ヶ谷鉱山の表記があるのですが、「玖珂地域鉱山跡地位置

図」の中に見当たらないのですが。 

○事務局 おおよその位置は分かりますが、正確な位置が分りませんでした。 

○村岡委員 文章を読んで藤ヶ谷鉱山はどこにあるのかとなるのではないかと思います。 

○小浦委員 鉱山の話が出ていますが、鉱山の風景として対象とするのかどうかという事

において、先ほど坂井先生からもご指摘があったようにかなり改変が進んでいます。だ

から悪いという訳ではありませんが、鉱山の跡地だから「鉱山選鉱場跡工作物」なので

すよね。いま選鉱場があるわけではありませんから、「旧玖珂鉱山選鉱場跡工作物及び付

帯施設」なのだと思います。この建造物に価値を見出す場合、坂井さんのご意見では、「こ

の場所の歴史を踏まえて保存活用して欲しい、それにしては改変が進んでいるので、ど

こまで何が変わっているかを分かった上で指定した方がいいのではないか。」ということ

でした。私もその通りだと思います。もし鉱山の価値を見出して指定するのであれば、「ど

れだけ改変されていてどういう方法で景観として保全活用していくのか」という目標を

持って指定した方がいいような気がします。そうではなくて鉱山跡地を使ったある種の
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テーマパークとして、遊園地やテーマパークとしての風景とすることもありだとは思い

ます。テーマパークが悪い訳ではありません。鉱山跡地として見るかテーマパークとし

て見るかだと思います。鉱山跡地として見る場合、改変をある程度確認しておく必要が

あると思います。そうではなくて鉱山の歴史を踏まえたテーマパークの景観であれば改

変があってもいいけれども逆にその場合は、歴史的価値をどのように表現していくかと

いう事になると思います。いまの資料は、鉱山跡について書かれていますので、そうで

あればそれなりの評価をしないといけない。むやみやたらと改変が進むというのは、問

題なのかもしれないし、その辺が中途半端な状態で見せてもらったような気がします。

指定しないという訳ではありませんが、どういう位置付けで指定するかということがこ

の場所をどう使っていくのかということに関わってくると思いますが、その辺りはどう

ですか。 

○事務局 坂井委員からご指摘がありましたような現前の資料を入手できていませんので、

その辺をもう一度資料収集していきたいと思います。それと藤ヶ谷鉱山につきましても

位置を確認できませんでしたので、範囲を広げまして収集し整理しまして次回お示しい

たします。 

○目山委員 違和感がありますのは、慶長年間からやっている鉱山だといいながら慶長年

間を意識できるような施設が一つもない。選鉱場の施設はおそらく昭和２０年代以降だ

ろうと思いますが、ピークが昭和５０年台となれば現代の施設です。近代の景観遺産と

いう訳でもない。その景観の本質となるような選鉱場の建物自体も一切ない。だから指

定が適切なのかなという気がします。鉱山施設の工作物としての景観意義として指定に

持っていく場合に違和感がないのだろうか。それから、歴史は慶長から始まっているの

でしょうけれど慶長年間の話をするのには、あまりに飛び過ぎていて残っている遺物に

慶長年間のものが一切ない。その辺りの違和感を払拭できるようなストーリー立てがで

きないだろうかというのがあります。もう一点納得がいかないのは、鉱山施設としての

遺構として扱うとしたら、鉱山として運営されていた時の状況を見せて検証するものが

施設の中に一切無いことです。このテーマで景観重要建造物として検証する事はいいの

だろうかという疑問があります。例えば、市のほうで用意されている写真集で比較され

ているように、「かつては鉱山として活用されていて日本一のタングステンの産出量があ

った施設の一部です。」というような表示がされて鉱山跡地というのが透けて見えるとい

うか、比較ができ学習ができる施設であった方が望ましいと思います。ただそこまで美

川ムーバレーさんに要求するかは別にして、市の方で、検証をするならそれでいいです

が。そういう事をやったうえで、この鉱山跡地とゆうか跡地施設として位置付けをする

のであれば、先ほどから皆さんが言われている項目とも一致します。そういう風にある

べきなのではないかという気がします。それと、会長が言われました、登録のパターン

２種類の後の方ですが、後の方で指定するのであれば、登録する理由があるのかなと思

います。後の方では改変されすぎているし、ただの民間施設でしかも美しい景観とか良

好な景観として位置付けるにしては、ちょっと無理があると思います。指定するのであ
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れば、「旧玖珂鉱山選鉱場跡工作物」の位置付けをきちんと年代特定も含めて行い、かつ

ての使われ方に対して今の施設が残っており、これはその時代の景観として意味のある

ものなんだと訴えた上で残すのでなければ意味がないと思います。 

○小浦会長 中々難しい問題だと思いますが、景観重要建造物ですので、伝建の建造物の

ような歴史的価値を検証するとかまでは必要性を求めているわけではありません。地域

の人々がその地域で生きてきた誇りという言葉を使われていましたが、そういったとこ

ろを体現しているという事で、いいところもあります。そこのバランスがすごく難しく

て、地域の鉱業や鉱山を生業としてきたことが誇りであるのであれば、鉱山的な遺構と

してのあり方として建造物を維持する必要があると思います。そこら辺のバランスが難

しいと思います。必ずしも慶長まで遡らなくてもいいと思いますが、「ここで人々が働き

鉱物を産出し地域産業を担い広域的なネットワークをつくった。」と言うことを大事にし

たいと思うのであれば、それは学術的・歴史的検証の程度をどこまで行うかは置いてお

くとしても鉱山の遺構だということが見えるということは大事だと思います。鉱山の遺

構が見えることが大事だとするとどこまでが保全されるべきなのかという程度問題があ

ります。目山先生がおっしゃるように改変が進んでおり遺構があまり見えないですよね。 

どの辺で折り合いをつけるのかというところがあると思います。例えば、坂井さんは、

遺構をある程度は守ってほしいというご発言だったと思いますが、美川開発さんの事業

に対して特段制約は掛けたくないとのお話も出ています。事業に対して制約を掛けない

のであれば何をしてもいいのかというとそれは違うと思います。その辺りの折り合いを

どうお考えになるかという問題もあります。 

○村越委員 鉱山跡として指定するのであればちょっと気になったのは、掘り始めて途中

でストップした所に赤い鉄骨の鳥居があるのですが、神社でもなんでもなくてただ皆の

安全を祈ってそうした場所があるのならそれは意味があると思いますが、たまたまそれ

を利用したと言うのであれば、すべてに対して自由にしてもらうと言うのは問題がある

と思います。ある程度は制約を掛けないと景観が崩れてしまうのではないかという懸念

があります。 

○小浦会長 それをどのように表現するかということが、機能だけではなく景観には意味

があるのでそういう風にするのは問題だというご指摘ですね。もし遺構だったらきちん

と遺構を残せばよいと思います。 

○村越委員 何かを作るにしてもこの景観を壊さないように配慮のもとに何かを作っても

らえればイメージがそのまま保てると思います。 

○小浦会長 今の物を壊して元に戻す必要はないですけれども既にそれだけ景観が壊れて

いるという状況の中で目山先生がおっしゃるように、ここに選鉱場があったということ

が分かるような取組みをするかしないかとかですね。ただ事業主さんはあまり関心のな

い世界であると思われますので、それを前提にどのように風景として受け取れるかとい

うことだと思います。景観は、地域が生きてきた成果ですとか、結果ですとか、完全保

存と言うような世界ではない所もあります。私たちは何に価値を見出してそれを位置付
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けるか、というところが問われるのでしょうね。それではすこし鉱山について調べてい

ただいて、どのような方針で行くかということをすこし検討いただいて次回１１月の審

議会においてご説明頂くということでいかがでしょうか。 

○富川委員 例えばこのような鉱山跡地を守るということで、民間施設が入り込んでいる

施設を私はあまり見たことがありません。足尾銅山とか象山索道には、「ここにこういっ

た集落がありました。」という案内板があります。足尾銅山も広いですけれど山がいくつ

もあって山全体が集落であったり、ここにこういう製錬場があったというような遺構が

あったり建物があったりします。あとダムがあるなど広い範囲の中でそのような施設を

残していこうという取組みがなされています。そういう取組みは足尾に限らず北海道の

方もあります。全体として見る場合には、一部が観光施設化したとしてもほんの一部を

観光施設として利用されています。ここはこのように利用されていますという風になれ

ば、全体的な歴史も生活の歴史も押さえられるのではないかと思います。そういう広い

視野に立った景観になるのではないかと思います。石見銀山では結局石見銀山の辺りの

大森集落だけでは世界遺産になれませんでしたけれども、日本海の方にも広げて文化遺

産という形にしました。この地域は、他にもたくさん鉱山があるので全部をまとめても

いいのではないか、そういう見方はできないのかなと思いました。 

○小浦会長 制度が違いますので、景観重要建造物としては概念が違います。おっしゃっ

ていることはすごく分かりますが、それを実行しようとするともう一仕事か二仕事しな

いことには議論に戻ってこられないことになってしまいます。そういう問題としてする

かどうかですね。これからこの場所をどう位置付けていくかでいいと思いますので、地

域にとってこの場所をどのようにとらえて、そのなかでムーバレーをどのような位置づ

けにするのかということが必要かと思います。景観重要建造物の指定には地域全体の議

論は必然ではありませんが、あると意味が位置付けられますよね。価値づけの中では必

然ではありませんけれども、どのような方式で考えて行くのかを踏まえてすこし議論を

整理して頂いて必要な資料を整備いただくということでいかがですか。 

○一同 はい 

○小浦会長 それではそういうことで、お願いいたします。 

議第２「議案第３号 景観重要樹木について」                     

○小浦会長 「景観重要樹木候補について」の説明をお願いいたします。 

○事務局                                 

議題２「議案第３号景観重要樹木候補について」のご説明をいたします。 

第１回景観審議会においてご指摘をいただいた『山と川の景観ゾーン（玖北地域）』の

「景観重要樹木の指定方針」との整合性のなかで、「５）種類・樹齢・学術的価値や自然

保護的価値にかかわらず、地域住民に大切に守られ、地域の誇りとなっているも」の中

で「学術的／歴史的価値が無い」との表現をしておりましたが、これを削除し『このし

だれ桜は、地域住民が定期的に「しだれ桜」の生育・保全に支障となる物の撤去や樹木

の伐採を行うなど、地域住民に大切に守られています。桜の開花時期には多くの写真愛
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好家が当地を訪れ賑わっています。』に変更いたしました。また、神舞と神楽の関係につ

いて、文化庁の重要無形文化財登録内容や岩国行波の神舞保存会からの聴取により行事

名称が「岩国行波の神舞」で、行事内容は「神楽」であることを確認いたしました。 

○小浦会長 地域の人にとって地域のシンボルとなる神楽を舞う場所で、河原だったり境

内だったりそういったところの連続性の中で非常に重要な樹木だということは理解でき

ました。おそらく文化的な理由としてとても大事に皆さんが関わってらっしゃるという

のは、今日見させていただいて本当に分かりました。 

○木村委員 桜がすばらしいということですが、神舞とは関係ないのですよね。桜を指定

するのですよね。 

○小浦会長 そうです。ですが神社の境内でも神楽を舞うと教えてもらいました。一体と

なった風景になるということです。 

○坂井委員 市内全域であれば、相当に由来があったりする樹木があるとおもいます。例

をあげると「楠の巨木群」などです。これは何かの指定を受けているのですか。 

○事務局 県で指定されています。 

○坂井委員 市の方でどの程度の基準で景観重要樹木として指定していくかによって、そ

の辺りが基準になるのではないかなと思います。この桜を仮に指定した場合それと同等

のものがどれくらいあるのか。今から２０～３０位指定しようとした時に一本桜で見栄

えがいいとは思いますが、都市部の市民の人が意識されているのか。桜でいえば一本桜

と言うよりも錦川沿いの土手の桜群だとかというと市民にはピンとくると思います。そ

れからシャクナゲであれば天然記念物に指定されているシャクナゲの群生地の方が皆さ

ん、全員じゃないにしてもあそこは有名だったねという風に意識が上がります。どの辺

のレベルにするのかで基準が変わってくるのだろうと思いますが、その辺の考えは別に

まだ考えられていなくて３０ヶ所だとか４０ヶ所だとかそれとも１０ヶ所くらいを指定

しようと思えば、本当にこの桜が、そのレベルまで認識されているのかという気がしま

す。 

○小浦会長 その方法で指定すると全市で調査をしなければならなくなります。それを踏

まえて指定していくという方法をとればそれはそれでいいと思います。 

○事務局 第１回の審議会においてもそういったご質問をいただきました。その場でもお

答えはさせていただきましたが、会長からも全市内的な調査になるとのご意見をいただ

きました。それを踏まえて全市内の自治会に対して班回覧というかたちで地域の景観的

お宝である建物とか樹木について応募をしていただくことを考えています。 

○坂井委員 数限りなくこれから数年間の内で１００本出てきてもいいということですか。 

○事務局 可能性はあると思います。 

○坂井委員 それを検証して守っていくとなると市の負担も費用も相当掛かるのではない

ですか。 

○事務局 先ずは、審議会の委員の皆様に自治会を通じてこのような応募が各市内から上

がってきておりますという事をお示しさせていただいて、景観重要樹木のご審議をいた
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だくことを考えています。 

○坂井委員 絞り込んでこれくらいを指定するというのではなくて、審議会の中で認めら

れればいいということですね。市で管理している所は指定しなくても管理してもらえる

からよいけれど、これが重要なのは、みんながよいと思っているような樹木が民間だっ

たら伐採されたりするので景観維持するために残していきましょうねという強い意味が

あると思います。ある程度の費用を出してでも例えば重機を入れないと剪定できないよ

うな場合でも必要な時はそれくらいやることも必要ということですか。 

○事務局 そのようになります。その管理を含めて市の方から例えば樹木医に見ていただ

くとか保存管理していく費用について助成していくという流れになります。 

○坂井委員 このクラスの樹木であれば相当出てくるような気もしますが、景観上のこと

ですから見えない所についてはしょうがない。見て市民が確かにすばらしいと感じられ

るという事であればそれに価値はあるのかなと思います。 

○事務局 景観計画の中に、各ゾーン地域毎に景観重要樹木の指定方針が示されています。

それぞれの地域・ゾーンにおけるそういった景観重要樹木としての選定方針と基準があ

りますのでそれに沿った形での議論をしていただいて審議していただければと考えてい

ます。 

○坂井委員 指定の数に限りが無いのであれば、行波の地域にとってはシンボルですし、

よいと思います。ただ、そういう基準で選ぶのであれば、基準の曖昧さで、ここにもあ

る。よって相当な数が地域ごとに出て来そうな気がします。 

○小浦会長 行波地区は、岩国市の中でどのような集落として特徴的な位置づけがあり、

その中でこの桜はどのようなシンボル性になっているのか。岩国は合併をしてとても広

くなっていますのでそれぞれの地域がそれぞれの個性のなかで生きているような感じが

します。中々比較は難しいと思います。むしろ地域毎の個性がうまく伝わるようにゾー

ン毎に考えていけたらと思います。ゾーンが大きくて地域まで落とし込んでいませんの

でゾーン毎でも色々難しいのですが町・集落ごとの色合いがあると思います。 

○坂井委員 市内のなかでもこの地域は神舞を７年に一度やっています。これは国に指定

された無形文化財でそのお社に生えている桜ということでシンボルとして誰にとっても

ある程度納得できるだろうと思います。これ自体の意味合いとしたらそういう意味では、

市民がこの桜が選定された時には、「あ、たしかにね」という感想を持たれるのではない

かと思います。写真を撮られたりなんかでわりと趣味の範囲では知れ渡っている樹木で

はあると思います。こういう樹木を新たに指定してその地域のシンボルをもう一つ作っ

て行くということからも意味合いがあるだろうと思います。そういう意味で私の気持ち

としては、選定していただきたいという物件ではあるのですが、レベル的に他の物が出

てきた時にどうかというのは少し危惧しています。ただ、地域ごとに景観上のシンボル

として皆さんが認められると言うのであれば、選んでいただきたいと思います。 

○小浦会長 地域を同じレベルで比較するのではなくて、風景とか景観は地域性が高いの

で、そこでの暮らしや地形、文化などと一体になっている物であってその中での樹木の
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あり方でいいのではないかと思います。同じ基準で比較する必要はないと思います。 

○杉山委員 岩国市内に、しだれ桜は他にもありますがここの桜はすごくシンボリックで

す。重複しますが、神舞がある荒玉社にしだれ桜があり、しかも形が良くてそういう意

味ではずば抜けていると思います。 

○小浦会長 やはり全体像が大切ですよね。ただ桜ということではなく、ここで行われて

いる事とか場所性とかの風景により「一つの桜が地域の人にとって価値づけられている。」

でいいのではないかと思います。むしろその生態的な天然記念物の物に対するのではな

く、一つの風景としてあるということの方が価値があると思います。 

○杉山委員 城山に古い桜があります。それから錦川清流線の駅にも桜があります。最初

は北河内駅から始まっています。そういうことを調べて行くと「岩国市の桜群」という

登録もあるのかなという気もするのですが、ソメイヨシノが大半で虫食いがすごく激し

い桜なので、それを私たちは守っているのですが、そういう意味では大きくなって「三

春の滝桜」のようにはならないでしょうが、一つのこういうしだれ桜があるというシン

ボリックなものとしていいのではないかなと思います。 

○小浦会長 いかがでしょうか。この桜は地域の一つの表情としていいのではないかと私

も思います。景観重要樹木につきましては「荒玉社のしだれ桜」として指定するという

ことでよろしいでしょうか。 

○一同 はい 

○小浦会長 それではそういうことで、進めて頂きたいと思います。 

その他１「景観重要建造物／樹木の指定方針について」                 

○小浦会長 「その他１」について先ほど少し聞いていますので、簡単に説明をお願いい

たします。 

○事務局 景観重要建造物／樹木の指定方針について                  

その他１「景観重要建造物／樹木の指定方針について」のご説明をいたします。指定

方針自体は変わりないのですが、前回ご議論いただいた中でのご指摘を踏まえての変更

事項というかたちで説明させていただきます。第１回景観審議会の中でご審議いただき

ました「運用していく中で、必要に応じ修正を加えていく」ことを可決いただきました。

それと、審議の中で、ご指摘のあった、「指定の対象」の項目については、先ほども説明

しましたように国宝や重要文化財等については指定対象外であるということを明記いた

しました。「景観重要建造物・樹木指定までの流れ」の図①において、従前の記述にあり

ました「推薦の場合は、推薦者が所有者に推薦する旨の承諾を得ておきます。」との文言

を第１回景観審議会でご指摘の通り削除いたしました。推薦時点では所有者の承認は必

要ないことと削除修正をいたしました。以上となります。 

○小浦会長 前回議論したことを反映したとのご説明ですけれどよろしいでしょうか。何

かご質問・ご意見はございませんでしょうか。 

○坂井委員 この提案や推薦は、随時ですか。 

○事務局 はい、随時受け付けています。 
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○小浦会長 何でもかんでも景観重要建造物・樹木候補として、審議会に諮られても困り

ますので、景観重要建造物・樹木の予備軍みたいなインベントリーを先ず作り、随時集

めて検証しながら議論する必要があります。推薦した人が景観重要建造物・樹木候補に

なったと思ってしまうと結構大変なことが起こる気がしますので、先ずワンステップそ

ういうインベントリーを作ったほうがいいと前回発言したと思うのですが。 

○事務局 先ほどご説明させていただいたとおり、今後、市民の皆さまから広く応募して

いただくのですが、応募いただいたものを市の方でエントリーリストを作成して委員の

皆様にお見せするということを考えています。 

○坂井委員 議案として出ているのは審議事項ですよね。出てきたものを全て議案として

あげるのは大変だと思います。その他の中で議論するのですか。 

○小浦会長 随時、景観重要建造物・樹木の推薦を受け付けるのですかと聞かれ、それは

受けますと言われた訳ですよね。推薦を出した側は、景観重要建造物として指定される

ことを前提に推薦される訳です。色んな物が推薦されてくるかもしれない中で、全部受

け取って大丈夫ですかということを前回から申し上げています。色々なレベルのものが

あるという話の中で、一回そういう景観重要建造物予備軍あるいは、樹木予備軍のよう

なものをワンクッションいれた方がよくないですかということを前回お伺いしました。 

景観重要建造物の推薦書類となると景観重要建造物候補として受けなければいけなくな

りますから全部この審議会で審議しなければならなくなります。そういう段取りで大丈

夫ですかということをお伺いしています。 

○事務局 会長がおっしゃられたように、予備軍という形で受け付けさせていただき、そ

の中から、市の方から審議会の方に審議していただくものについて予備軍の中からリス

トアップして審議していただくということを考えていきます。 

○小浦会長 もともと推薦が出てこないというお話しがありました。出てこない場合に、

何もしなくていいのかということもあると思います。これは指定方針ですからこれ自体

はこれで問題はないと思いますが、市として今後どのように景観重要建造物・樹木の運

用をしていくかの検討をお願いします。 

その他２「第２回いわくに景観賞について」                     

○小浦会長 「いわくに景観賞について」の説明をお願いします。 

○事務局 第２回いわくに景観賞について                       

その他２「第２回いわくに景観賞について」のご説明をいたします。岩国市にある素

晴らしい景観に貢献している建造物を作った方々や、まちなみ・まちづくり活動に携わ

っておられる方々を表彰したいと考え平成２９年度に「第１回いわくに景観賞を開催い

たしました。開催の意義として、本市の良好な景観の形成に貢献していると思われる建

造物やまちなみ・まちづくり活動を称え、１つの良い事例として紹介し、景観に対する

関心を高めていただき、施主・作り手・市民が、良好な景観に寄与するような建造物の

建築やまちなみ・まちづくり活動を自主的に取り組んでいただくことを期待いたしまし

て、景観賞として表彰をしています。なお、この賞は、個々の建造物のデザインや活動
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の内容そのものに対して表彰をするわけではありません。施主・設計者・活動団体・個

人が、周辺の景観やその特性に気遣い、建築・改築・修繕・活動をしていく中で、どの

ような意図をもって、どのような配慮や工夫を施したのか、また、それが、この周辺の

景観づくりにどのような効果を与えているのかという点を評価していただきまして表彰

しています。また、本市では、景観賞の表彰を行うことにより、施主・設計者・活動す

る団体・個人が、景観上、良いものとなるよう、小さなことからでも、建築・改築・修

繕・活動などにおいて、自主的に工夫することによって、周辺景観の魅力が向上されて

いくことを目指しております。第２回いわくに景観賞を６月１日～８月３１日までの間

で募集を行いました。その結果『建造物部門』９件、『まちなみ・まちづくり部門』９件、

計１８件の応募をいただいております。このうち、『建造物部門』につきましては、１ペ

ージに記載をさせていただております通り、１０月１１日（金曜日）に現地確認を予定

させていただいております。候補地が市内広範囲におよぶことから９時３０分～１５時

３０分の現地確認の時間として予定をさせていただいております。ご参加いただける景

観審議会委員の方で現地確認を計画しておりますのでよろしくご参加のほどお願いいた

します。なお、１１月１８日（月曜日）に予定しております「第３回景観審議会」にお

きましては、この景観賞の諮問と答申をしていただくよう予定しております。開催時期

が近づきましたら、別途ご案内をお送りいたしますので、ご出席の程よろしくお願いい

たします。 

（日程調整） 

○事務局 候補に上がりました日の中で、みなさんにメール等でお伺いしますので、その

中でどの先生がという訳ではありませんが、会長がおられる日という事で意見が一致し

ておりますので、委員の皆さんが多い日で調整させていただきます。 

○小浦会長 お願いします。まちづくり部門は説明を受けて選ぶ手順でよろしかったでし

ょうか。 

○事務局 資料を見ていただいて決めていただくという形です。資料は応募者などにヒヤ

リングを行い、調書を作成します。 

○小浦会長 判りました。では日程調整はお願いいたします。出来るだけ現地を見ていた

だけたらと思います。 

その他３「景観計画の変更について」                         

○小浦会長 「景観計画の変更について」の説明をお願いいたします。 

○事務局 岩国市景観計画の変更について                       

その他３「岩国市景観計画の変更について」のご説明をさせていただきます。本市で

は、平成 25年３月より「岩国市景観計画」を策定し、「自然と歴史を未来へつなごう 美

しい景観のまち 岩国」を基本理念に、良好な景観の保全・形成に取り組んでまいった

とこであります。なかでも、横山地区や岩国地区につきましては、良好な景観を有する

本市を代表する地区としまして、景観重点地区を指定し、きめ細やかな景観形成に取り

組んでいます。そのようななか、平成 26年度より平成 30年度にかけまして、「錦川下流
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域の文化的景観保存調査」を実施いたしましたところ、岩国の都市のはじまりでありま

す岩国城下町を中心とした錦川下流域において、自然・風土と人々の生活・生業により

育まれた「文化的景観」の価値が明らかとなってまいりました。本業務では、これらの

文化的景観の取組みを受け、文化的景観の価値を保全・継承した景観形成を推進すると

ともに、今後、重要文化的景観に選定申出をする区域を対象に、適切な景観の保全・形

成が図られているかについて調査・検証を行いました上で、必要な事項に関する見直し

を行い、岩国市景観計画の改訂を行っていくものです。今回は、景観計画の変更の背景

となります「文化的景観」と「景観計画」の関係や今後のスケジュール等につきまして

資料にまとめておりますので、ご説明をさせていただきます。 

１．『岩国市景観計画』の見直しの背景と目的                      

今回の景観計画の変更につきましては、「錦川下流域の文化的景観」を景観計画に位置

づけますとともに、文化財保護法に基づく「重要文化的景観」を文化庁に選定申出する

ために、選定を検討している範囲が、重要文化的景観の保護の視点から適切な措置が図

られているか等について検証を行い、見直しが必要なものにつきましては、現計画の見

直しを行っていくというものです。 

２．「文化的景観」について                              

「文化的景観」とは、「地域の風土に根ざして営まれてきた人々の生活や生業のあり方

を表す景観地」のことをいいます。つまりは、文化的景観は、私たちが自然や風土と共

生していく中で育んできた原風景といえるものであります。農山漁村や町場の商店街、

都市のまちなみなど、身近にある何気ない風景の中には、地域の生活・生業に根差した

景観が数多く存在しており、こうした景観の文化的な価値を評価し、地域で受け継ぐた

めには「文化的景観」の保護に向けた取組が必要となってまいります。文化的景観は、

平成 16年文化財保護法の改正によりまして、新しい文化財の種類として定められ、文化

的景観の中でも特に重要なものにつきましては、「重要文化的景観」として国が選定する

制度が整えられております。 

３．景観計画と文化的景観の関係                           

  現在、本市において選定申出を検討している「重要文化的景観」は、文化財保護法にお

ける制度上の位置づけとして、景観計画区域内にある文化的景観のうち「重要なところ」

であると規定をされています。そのため、景観法に基づく景観計画におきまして、「景観

計画区域内にある文化的景観」を位置づけることが必要となってまいります。また、重要

文化的景観に選定されるには、保存のために必要な措置を講じているものとされ、重要文

化的景観の区域については、景観計画における景観の保全のあり方についても連携が求め

られています。 本市では、景観形成に取り組む５つの大きなまとまりといたしまして、

景観形成のゾーン区分を行っています。岩国の文化的景観は、平成 31 年３月に作成され

た『錦川下流域における岩国の文化的景観保存調査報告書』におきまして示された範囲は、

景観計画における「市街地の景観ゾーン（岩国地域）」に含まれるエリアとなっています。 

そのため、「市街地の景観ゾーンにおいて、錦川下流域における岩国の文化的景観の位置
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づけが必要」となってまいります。また、錦川下流域の文化的景観における象徴的景観地

のうち、岩国城下町として示された範囲を中心に、現在、重要文化的景観の選定申出に向

けた検討を行っております。この重要文化的景観の区域における保全措置につきましては、

景観形成基準との整合が求められることから行為の制限に関しまして、「横山重点地区」

「岩国重点地区」、「市街地の景観ゾーン」を対象としまして景観形成基準の検証が必要」

となってまいります。 

４．見直しの体制                                  

文化的景観の取組みをふまえた岩国市景観計画の見直しについては、重要文化的景観の

選定に向け策定が進められている『文化的景観保存活用計画』と連携・整合を図りながら、

見直しを行ってまいります。 

５．スケジュール                                  

  今後のスケジュールにつきましては、本年度中に景観計画の改訂案を取りまとめ来年

度前半にパブリックコメント、都市計画審議会等への意見聴取を行ってまいりたいと考

えています。なお、スケジュールにつきましては、今後、進捗状況等にもよりまして、

変更が生じる可能性がありますので随時景観審議会の委員の皆様に、ご報告をさせてい

ただきます。 

○杉山委員 景観ゾーンの中で、尾津のハス田は、どのような位置付けになっているので

しょうか。 

○錦帯橋課 文化的景観の中におきまして、おおよそ御庄地区から河口域にかけての範囲

につきまして、岩国市の文化的景観としてまとめてまいりました。その中で、城下町地

区の周辺につきましては文化的景観においての岩国城下町地区の都心域として整理をし

ております。河口域につきましては、吉川家の開作によって、城下町地区を守る生産域

として開作地域が広がっていきました。中でも尾津地域については、今もハス田として

営農が続いており景観上の重要な地区として位置付けております。このたび重要文化的

景観の申し出を考えております。文化的景観保存活用計画の策定については、ひとまず、

城下町地区を中心に考えております。尾津地区については、もう一つの生産域としての

特長的な景観地としての象徴地としては位置付けておりますが、保存活用計画につきま

しては城下町地区を中心に行いますのでのその旨の検討をお願いいたします。 

○杉山委員 いま関わっていまして、ツアーを組んで岩国市場の海側から広大なハス田を

見ますと素晴らしい景観が広がっています。ハス田の成りたちを調べておりますと、吉

川家が開作していった石垣とかが残っています。そして樋門は文化財に指定されました

が、石垣で土手を作って開拓していった成りたちが残っています。 

○小浦会長 ご指摘のように重要な景観だと認識されています。文化的景観としては、重

要な場所であると思いますが、今回は、城下町を中心として考えていくということです。

景観計画の中に文化的景観というものを、どのように書くかという選択肢がありますの

で、尾津のことも視野にいれた書き方をするのかしないのかも一つの選択肢であると思

います。このスケジュールで行くのですか、いけますか。 
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○坂井委員 文化的景観保存活用計画策定委員会の事務局とここの事務局で連携を取るよ

うになっていますが、文化的保存活用計画策定委員会の事務局は変更に向けてもう動か

れているのですか。 

○錦帯橋課 錦帯橋課の方で、教育委員会・文化財保護課を事務局に取り込んでいます。

文化的景観保存活用計画策定委員会ですが、本年の３月に設置しております。こちらの

方で文化的景観保存活用計画の策定について更新等を検討している最中です。何かあり

ましたらこちらの審議会にもご相談しながら連携して進めていきたいと考えております。 

○坂井委員 この審議会の中で、色んな情報を教えてもらえるということですか。 

○錦帯橋課 はい。 

○木村委員 錦見地区は、商業地域で空き家になっている古い建物、残したい建物がたく

さんありますよね。そういったものも含めてということでしょうか。 

○錦帯橋課 文化的景観については、もちろん歴史性を伝える建物は重要となりますが、

そもそもが、地域や地形・風土・歴史等に基づく生活・生業が重要となってきます。岩

国地区については、商業地として発展してきた経緯があります。文化的景観の制度で守

っていくことについては、そのような生活・生業をどのように守っていくかということ

が、検討の課題となってくると思います。 

○目山委員 解りにくいですよね。例えば、文化財保護法に文化的景観ができた時、東北

で文化的景観を調査してそれを位置付けるという仕事をしましたが、その時の分かり易

い例として、福島のあんぽ柿があります。干し柿なのですがあんぽ柿を干してある風景

が文化的景観ですと言われたときに「食べて感じる」「見て感じる」こういった掴み所の

ないものを文化的景観といっているのだと、そうすると岩国の場合は、九つの穴の開い

たレンコンのハス田と言われた時にこれが文化的景観ですとなるのだと思います。なの

で、一概に説明が付かないものが多く地域ごとにイメージが違うので何とも掴み所がな

いのですが、九つの穴のレンコンのハス田と言われたら一言で岩国を表していますよね、

そういう意味では、この尾津のハス田が文化的景観なのだという気がします。 

○小浦会長 今、ご質問は岩国地区の話ですよね、やっぱり何を守っていくのか何を活か

していくのかという事の対象としては生業が行われてきた場所という意味での建物とか

があります。都市は、生きているので生きるためには、生業が変わっていくことがあり

ます。商業地というのはそこで様々な商業活動をしてきたという場としての意味がある

と思います。今やっていることが必ずしも続いてきたわけではないのですから、変わり

つつもその都市のその場所で生活と生業が賑わっているそのような風景としての場のあ

り方として木村さんがおっしゃるように、建物も守って行かなければならないと思いま

す。 

○木村委員 岩国市の方で柳井町とか鍛冶屋町とか町名を残すために看板を作ったりして

いるのは、知っていますが景観と言われると、ちょっとピンときません。 

○小浦会長 そういう所をどのように活かし守っていくかということで守るだけではない

ということがあると思います。様子を見ながらどうなるかというところで連携できれば
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と思います。 

 その他４「風致地区条例について」                          

○小浦会長 「風致地区条例について」について説明をお願いいたします。 

○事務局 岩国市風致地区条例について                        

その他４「岩国市風致地区条例について」のご説明をさせていただきます。前回の景

観審議会におきまして、坂井委員より岩国一丁目土手町において既存のまちなみを守る

ためホームページ等に担当課と協議のうえ基準の緩和ができる旨を明記してはどうかと

のご提案がありました。今回は、岩国市風致地区条例についてご紹介をさせていただき

ます。「風致地区」とは、都市における風致を維持するために定められる、「都市計画法

第８条第１項第７号」に規定する地域地区であり、良好な自然的景観を形成している区

域のうち、土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域につい

て定めたものであります。本市では、山口県条例を引き継ぐ形で、平成 27 年 4 月より「岩

国市風致地区条例」を施行いたしましてし、城山や錦川などの自然環境と、錦帯橋や岩

国城などを主体とする歴史的景観が調和した、自然的景観の保全と継承に取り組んでお

ります。 

１．現状                                      

風致地区条例では、自然的景観保全の観点から「高さ」や「建ぺい率」、「壁面後退距

離」等について規制を設けており、敷地に一定の余裕を求めております。一方で「景観

計画」では、錦川沿いの横山・岩国の建築物につきまして、建物の高さの調和を保つと

ともに屋根傾斜を錦川方向に向けることで、町なみの連続性を保ち、錦帯橋や錦川から

の景観に配慮することを求めております。歴史的に町家が連なる町なみが形成されてき

た岩国地区におきましては、風致地区条例によって、特に建ぺい率や壁面後退距離に規

制がかかることで、敷地に空間が生じ、町家としての景観の印象は薄くなることとなり、

今後の課題となってきております。平成 27 年度以降の錦川沿いの風致地区条例による申

請につきましては位置図のとおりであります。新築につきましては３件（うち１件増築）、

その他は屋根・外壁等の修繕となっており、新築物件はいずれも風致地区条例で定める

基準の範囲内で建築をされております。 

２．許可基準の緩和規定について                           

「岩国市風致地区条例」を制定しました際に、山口県の条例事務取扱要領についても

同じく引き継ぎ、これを一部修正する形で、「錦帯橋風致地区内行為許可等についての運

用基準」を定めております。この運用基準により、「岩国市風致地区条例」第５条のただ

し書の取り扱いにつきまして、主に敷地や間口が狭小な場合には、建ぺい率や壁面後退

距離についての緩和を規定しており、申請者の申し立てにより適用の可否につきまして

判断をしております。 

３．今後の展望                                   

これまでのご説明のとおり、建ぺい率や壁面後退距離について、敷地形態によって基

準の緩和を規定しておりますが、特に岩国地区におきましては、そもそも風致地区条例
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と景観計画の制度趣旨の整合性がとれていないところもあり、これについては市として

も解消の必要があると考えております。しかし現在の風致地区条例の規制が、歴史的な

まちなみを残すこの地区の、新たな土地開発の抑止力となっている点についても否めな

いところであります。そういったことからも、当面は現在の緩和規定を必要に応じて適

用していくとともに、今後岩国地区の区域指定について検討してまいりたいと考えてお

りますのでよろしくお願いいたします。 

○小浦会長 ありがとうございます。坂井さんどうですか。 

○坂井委員 資料を取り揃えていただき、ありがとうございます。私がこの中で指摘した

いのは、ガイドラインと運用基準についてで、一般の人が見ると基本的に規制基準です

から、大変厳しいという判断が出てきます。現在この運用基準の緩和規定も数字を全て

入れられています。「建ぺい率」であれば４/１０、前面が広い場合は６/１０，８/１０

という数字があり本当に必要なのか。建築の壁面後退距離について、１ｍであるところ

を５０㎝にするとなっています。単純に５０㎝でいいのかという事をご指摘させていた

だきたい。ゾーン区分を見ていただきたいのですが、土手沿いの状況について基本的に

は、バスセンターから義済堂の所までが、古い建物がある土手沿いです。今の建ぺい率

から言えば義済堂の跡地しか建物が基本的には建ちません。義済堂の跡地は、再開発で

造成して風致地区条例に適合した建物にしている。４/１０それから１ｍ以上の壁面後退

という形にするとこのような立地でしかできない。緩和していただきたいエリアは、こ

の地域と横山側で錦帯橋の上側の公衆便所から下流に向かって龍江のところまで。横山

側は第２種に、岩国側は第３種になっています。大きな違いは、高さで１５ｍと１０ｍ

です。緩和規定は、平成２７年に山口県から岩国市に移管されたときに作られたのだろ

うと思いますが、今のガイドラインを見たら設計者なり住宅メーカーや不動産業者であ

れば、ここに空地があってもまず「建物は立ちません。」という返事が来ます。土地を持

っている人は解体して空地にするしかない。もう何件か出ておりますが、私が以前にや

ったのは、移管前ですが、県や市と相談して、改築される場合は、壁面後退はありませ

んでした。壁面後退を勝手にする場合はかまいませんが。古い建物を所有者が改築する

場合はそういう基準でやっていただいたことがあります。この間口が狭くて奥行きが長

い敷地のなかで後退距離があり、緩和基準に数字を入れられて決めているので、１ｍは

当然無理ですので、５０㎝が緩和基準ですとなる。足場が建って工事の施工ができるの

で民法でも５０㎝が基準なのです。建築基準法で言えば、周辺の建物の状況に応じて敷

地いっぱいに建物が建っている場所はたくさんあります。私の家も境界上に壁面があり

ます。今のままでは、風致の掛かっている土手町では全て壊してしまうことになります。

土地を二つ合せないと通常の建物は建ちません。それを緩和してもらい、壁面後退を５

０㎝にしても建たない所がたくさんあります。その基準の数値を決めようと言うのでな

くて、担当部署と建築の計画をされる場合は、景観条例と風致が掛かっていますが、緩

和規定もあるので事前協議をしましょうというのをこのガイドラインに入れてもらえま

せんか。今のガイドラインを見るとこの土地は使えませんという事になります。横山も、
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土手沿いの土地以外の敷地が広いところはこの基準を活用できます。土手沿いについて

は、第２種、第３種ともに協議をして景観が壊れない建物の間口で建物が建てられると

いうように検討していかないと現在の状況では、建物が建たないのではないかと思いま

す。もう一つは、景観条例で謳っている軒先を出来るだけそろえてほしいというのが、

駐車場や浄化槽の問題で景観が守られない物理的な状況も出てきています。このことに

ついてもどう配慮していくのかということを、早急に詰めなければ景観ばかり景観を守

りましょうと言っても物理的には実行ができないことになります。基準法なり法令には、

「このかぎりではない」という緩和規定が書いてありますが、実際には目にされていな

い。運用基準において、このように木なんか植えられません。その状況にあったような

参考事例を書いていていただいて事前協議によって周辺地域の環境に合わせた建物を建

てる場合には緩和できますよ、ということを書いていかないと難しいと思います。 

○小浦会長 おっしゃることはよく分かます。 

○坂井委員 運用基準の内容について、私は知りませんでしたが、事務局が処理される時

にこれで判断されているのであれば、なおさら今の環境は守れませんので何とかしてい

ただきたいと思います。 

○小浦会長 おっしゃることはよく分かるのですが、これをしようと思ったらいくつかの

ステップが必要だと思います。土手町の特徴としてこのような街並みがあるということ

をある程度共有する必要がありますし、価値づける必要があります。横山側ももちろん

で、それが一つには文化的景観でやっているような価値づけの問題。ここが他と違うと

いうことをまず言わないと、制度的に同じ規制が掛かっている時にそこだけ違う運用を

しようとすると、そこは何らかの価値があるから違う運用にしましょうという段取りが

必要だと思います。ガイドラインの中に書けるようになるためのワンステップが必要だ

と思います。そのために文化的景観を入れるというのは一つの手段としてあると思いま

す。何かをしようとするとみんなにとってこの場所は特別だとかそこの場所のまちはこ

ういうことだと表明する必要があります。そこは行政法的に段取りを踏んでやって行か

ないといけません。なにも風致を外すという問題に限らなくて価値を裏付けていくこと

でいいと思いますのでそのための手続きなり段取りをお願いするというのが妥当な方針

だと思います。それは文化的景観と連動してくる話です。土手町だから特にあの風情と

いうか、建て方というか、架け方というのは川とは関係なくてもいいものですし、他と

は違うという価値付けの中での話だと思います。その辺をご理解いただいて次を早くす

るということだと思います。 

○坂井委員 高さについては、１５ｍまでとなっていますが、平均地盤からの高さや付帯

する工作物の高さは１/３までは高さに関係なく建てていいようになっているがそれは

逆に緩和はやめていただきたい。エレベーターで必要になることもないし、基本的には

看板を出すためにしかなりません。高さの緩和については、その辺をもう一度見直して

いただきたい。錦帯橋世界遺産であそこからの景観を特に重要視しているので、早急に

あの地区だけでも対応を考えていただきたい。 
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○小浦会長 その移行期間をどうするのかということはあると思いますが、風致政策とい

うのは、おそらく景観計画を合わせたなんらかの運用を結審するかどうかだという問題

だと思いますので、その辺をどう考えられるかといことだと思います。動いてしまって

がたついてしまうと中々価値の位置づけが難しくなると思います。ぎりぎりのタイミン

グかちょっと危ないくらいかなと個人的には思いますが、だからといって仕込み的には

きちんとやったほうがいいと思いますので、無茶のない範囲で無茶をするということで

よろしくお願いします。長い間ご審議いただきましてありがとうございました。 


