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第２回岩国市景観まちづくり審議会 会議録 

 

日 時 平成 26 年 11 月 11 日（火）16：00～18：00 

場 所 岩国市役所５階 51・52 会議室 

出席者 ９（/９）名 

小浦委員（会長）、伏見委員、目山委員、藤山委員、江藤委員、 

木村圭一委員、木村建彦委員、坂井委員（副会長）、杉山委員 

傍聴者 ２人 

事務局 都市建設部 松村部長 

    都市計画課 高崎課長、志賀班長、穐本主事、藤本 

    拠点整備推進課 高田課長、岸井班長 

 

○開催状況 

議題１：岩国市景観計画への重点地区追加指定について（岩国地区） 

■概要 

 事務局より、岩国地区の岩国市景観計画への重点地区追加指定について説明を行った。 

  ・岩国市景観計画における重点地区及び重点地区候補地区の考え方 

  ・岩国地区のこれまでの取り組み（経緯） 

  ・錦帯橋を中心とした錦川両岸地域の「まちづくり将来ビジョン」の策定 

  ・街なみ環境整備方針 

  ・地区施設等の整備について 

  ・住宅等の整備について 

  ・岩国市景観計画の岩国重点地区、一般地区の変更素案 

■審議  

委 員：よくここまで進めてこられ、市の行政としては非常に即効性が高いと思う。横山

地区は元々あるところから動いているが、岩国地区まで拡大するということで意

欲を感じる。よい取り組みであり、いろんな都市で先例となればと思う。一方で、

事業認定の取得反映プロセスが今回の資料にはない。横山の時には横山の景観ま

ちづくり意見交換会を開いたあと、パブリックコメントをうち、都市計画審議会

に諮ったたうえで、景観計画作成委員会側に最終的に意見聴取という形で手続き

が行われているが、岩国地区の場合は、どのようなプロセスがあったのか補足で

説明いただきたい。 

会 長：岩国地区の住民の方々と、どのように意見交換をされて、この計画内容に至った

のかということだが、説明をお願いしたい。 

事務局：平成 24 年度から 25 年度にかけて、錦帯橋を中心とした錦川両岸地域のまちづく

り将来ビジョン、まちなみ環境整備方針、事業計画を作成し、その中で地元の住

民の方々との意見交換を行ってきた。岩国地区においては、計 14 回の意見交換あ

るいは住民説明を行った。具体的には、平成 24 年 12 月に岩国地区の自治会別の
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ヒアリングを行い、その後、関係団体のヒアリングを行った。平成 25 年２月・４

月に錦見、川西、岩国、横山の 4 地区の自治会連合会の意見交換会を行った。平

成 25 年８月、９月には、岩国地区内で地区を小分けにし、意見交換会を４回実施

している。その後、平成 25 年 11 月から 12 月に住民アンケート調査、平成 26 年

1 月に、岩国・横山地区の自治会連合会の意見交換会、平成 26 年 3 月に岩国地区

の自治会連合会で説明会を行い、最終的な街なみ環境整備計画を作成した。こう

した中で、修景等についても説明を行い、ご理解をいただいたという流れとなる。 

会 長：補足説明をさせていただく。横山地区の場合は、景観計画策定前に街並み環境整

備事業で検討され運用されていた景観基準について住民の方に確認し、景観計画

の中に位置づけた。横山地区に関する内容については、景観計画の策定と一体で、

策定委員会で議論され、パブリックコメントが行われている。 

    今回は、景観計画において位置づけられている景観まちづくり審議会において、

岩国地区を重点地区に追加する計画変更を審議するものである。岩国地区につい

ては、景観に関する計画内容と基準が街並み環境整備事業の検討において地域で

合意形成が図られている。合意された内容を景観計画の重点地区の計画内容とし

て追加する計画変更の検討をここで行うものである。 

委 員：「住民」という言葉はたくさん出てくるが、商業界の意見は聞いているのか。あの

町で 50 年、100 年商売をしてきているのに、今から看板を変えろというのは。建

物にも伝統があるのと同じように、商業界にも伝統がある。これについて、ヒア

リングなり商業者だけを集めた会議はされたのか。 

会 長：にぎわい等に関する方針について、商業者からの意見は聞いているかということ

だが、如何か。   

事務局：特に商業者に限ってお集まりいただくということはしていない。 

委 員：吉川さんの話し、歴史の話しになると、必ず、横山側は家郷を集めて、岩国側は

商業者を集める。例えば、「調和」という言葉がでてくるが、行政が考える調和な

のか、商売人が考える調和なのか、もう少し具体的に分かりやすく入れると、協

力しやすい。 

会 長：サインや広告だけでなく、店の構え方や全体の店のあり方についてどのように考

えるかということか。 

委 員：その通り。 

事務局：25 年度に計画を策定し、26 年度に計画に基づいて事業を開始しているが、今年度

は道路の設計等を行い、来年度から本格的に整備をしていく。これについては、

地元の住民の皆様、地元で活動されている団体からご意見をいただきながら、協

力していく中で進めていく事業と認識している。地元の住民の皆様、団体の皆様

と協議させていただきながら、協力しながら、事業を進めていきたい。 

会 長：景観計画の方針の中で、「調和」の意味が、商業者にとってはどういう意味となる

か、分かりやすい表現を検討する。 

委 員：街なみ環境整備事業があるから、合意形成のプロセスはそちらに委ねているとい

うことであれば、景観計画の中に資料を付けたほうが、審議会でその後の検証が
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できる機会になるのかなと。また、市民の目に触れるときには、合意形成のプロ

セスとしてこうだったんだというものがないと困るのでは。 

事務局：景観計画の中に策定の経緯を載せているので、岩国重点地区についても何らかの

形で経緯を載せるよう検討したい。 

会 長：資料編に地域での景観に関する検討経過を追記する。記録を残していくことは重

要なことだと思う。 

委 員：岩国地区の自治会、住民へヒアリングした結果について、すべてではないにしろ、

基本的には本日の資料を提示したのか。反応はどうだったのか。 

事務局：本日の資料自体ではないが、街なみ環境整備事業でつくっている資料で説明して

いる。街なみ環境整備事業の説明会では大きな反対意見はなかった。景観計画の

変更に関しての説明会は、別途、開催する予定としている。 

委 員：３つの地区に分けてうまくまとめられたなと思う中で、沿道にぎわい地区の市道

錦見 61 号線については、片側だけを沿道にぎわい地区とし、もう片側はうるおい

住宅地区としている。区分別の方針でも市道 61 号線の方針が別々に書かれている。

これについては何か意図があるのか。基本的には、臥龍橋通りと同じように、「通

りの景観」とするべきだと思うが。規制をかけるのであれば、分かりやすいよう

に、道路からの景観ということで区分を合わせるべき。また、沿道にぎわい地区

の 61 号線沿いについては裏道までかかっているが、「61 号線沿いの景観」という

ことに絞ったほうがはっきりするのではないかと思う。 

会 長：沿道にぎわい地区の考え方について、市道沿道をまとまりとした通り景観として

扱うべきとのご指摘である。また、沿道にぎわい地区の指定エリアが市道に面す

る宅地だけでないようだがどのように考えているのかという質問である。 

事務局：区域を設定する際に、市道錦見 61 号線から山側については、ゆとり住宅地区とい

う形で地区を設定しているが、その反対側の沿道にぎわい地区との整合を図るた

め、基準の中ではただし書きを用いて整理している。例えば外構であれば、こま

ちなみ地区の錦見 61 号線に設けるものは、沿道にぎわい地区の基準に準拠するも

のとしている。 

委 員：景観形成ということなので、道路景観を一体的にするということであれば、わざ

わざ地区を分ける必要はないのではないか。また、裏道を表通りと同じで、裏道

の反対側は指定が異なるため、非常に分かり辛い。この辺り下級武士の町なので、

塀はあるが、実際には、表通りと裏道が一体になっていないところもある。わざ

わざ分けた意図があるのか。例えば、風致の規制の線とずれるからという理由で

あれば、それは必要ないのでは。 

事務局：実際にはご指摘のとおり、風致地区のラインを区域のラインとしており、整合を

図っている。 

委 員：風致のラインは気にする必要はないのでは。これは「景観」として、沿道に対し

て規制をかけないと、通りごとに違ってくる。実際には、ただし書きで基準は通

りごとにかかっているが、非常に分かり辛い。これはご検討いただきたい。もう

一点、臥龍橋通りについて、店舗のまちなみとして、にぎわいをということで書
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かれていることについては大賛成だが、地域において、商業者が非常に減ってき

ていることが地域の問題としてあげられる。地域の住民は歩いて通えるスーパー

を中心に他の店舗がかろうじて生きながらえている状況にある。現在、臥龍橋通

り沿いは車を駐車できるようになっており、錦見、川西、横山の住民が、あそこ

に車を停めることができることで、中央フードを中心に各店舗に足が向いている。

景観の規制や歩行整備を重視して、駐車禁止のような規制をすると、中央フード

をはじめ、各店舗さんは営業が成り立たないのではないか。こうしたことも頭に

入れた計画にしていただかないといけない。年々販売高が落ちてきており、大変

厳しい中で、駐車スペースがなくなれば、来客者がいなくなってしまう。沿道に

車を停めないようにするのであれば、何かしらの駐車場を確保する必要がある。

商業者の方は、観光客相手の方もいるし、生活を伴った方もいて、ここに悩みを

抱えられている。しっかりとご検討いただきたい。このように町になるのは、住

民として大賛成であり、建物自体の景観をそろえるということはすごくいいこと

だと思う。だが、逆に、イメージ図のように歩道が整備されて、小売商業が成り

立っていくのかどうか。駐車スペースを片側にするとか、警察も悩んでいるが、

地元から言うと、商売が成り立たなくなる。そういったことも含めてご検討いた

だきたい。エリア指定としてはいいと思う。 

会 長：いくつかの課題が指摘されたと思う。まず、沿道景観という考え方からは、通り

を挟んだ両側をひとまとまりの地区として指定すべきとの指摘。２点目は、臥龍

橋通りについて、イメージ図のように駐車スペースがなくなることは商業者にと

っては問題ではないかということ。道路の使い方は整備事業において検討される

ことであって、景観計画のイメージ図としてはどのような表現が適切かを検討す

べきである。３つ目は、臥龍橋通りの通り景観のあり方である。今の基準の表現

でいいのかということ。臥龍橋通りは、町家が並ぶ通りではないことを何度か指

摘したが、なかなか上手く整理ができていない。 

    街並み環境整備事業で整備することと、景観計画で決めることは、それぞれに役

割がある。ひとつの地区には、都市計画や事業計画が重層的に指定されている。

そのなかで景観計画は、景観の保全・創出という観点から、景観課題に応じて区

域区分することでよいのではないか。 

委 員：現在、観光ビジョンを作っているみたいだが、こちらでも問題になっている。 

委 員：駐車場の問題が解決していない。あの近くにするのかどうか、いろんな問題を抱

えているので、慎重に。でなければ、商売が成り立たなくなってしまう。 

会 長：道路の構成や使い方は景観計画とは別の話になるので、このイメージ図をどう表

現するかについては検討していただき、観光ビジョンと調整しながら適切なイメ

ージを出した方がよい。 

事務局：駐車場については、下河原の駐車場も含めて、大きな問題で、この岩国地区に来

街者が増えるということになると、駐車場も課題解決に向かっていかないといけ

ない。観光ビジョンの中で取り上げていただいて、調整したいと考えている。 

委 員：細かい点だが、Ｐ①-3（錦帯橋を中心とした錦川両岸地域のまちづくり将来ビジ
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ョン）の大切にしたいまちの魅力の住まいのところで、「多くの来街者が訪れる観

光地や身近な生活拠点であるとともに、多くの人が暮らす住宅地」とあるが、非

常に分かりづらい。「多くの来街者が訪れる観光地や、身近な生活拠点であり多く

の人が暮らす住宅地」でよいのでは。また、「生活拠点」という表現はこの文章に

必要なのか。次に、Ｐ①-4（街なみ環境整備方針）の現況調査分析の中に「公園

や緑地空間が十分に確保できていない」とあるので、課題に入れていただきたい。

次に、護岸を緑化するようなどこかに表現があったが、石垣には基本的には緑が

あるのはおかしいのでやめていただきたい。違う意図であればいいが、そう読み

取られないように。むしろ、まちの生活空間の中に緑化を導入してほしい。 

事務局：確認させていただく。 

委 員：木竹の伐採について、現在、あちこちで桜を守ろうという団体が出てきている。

横山の桜については特殊な事情もあるので、この責任の所在をきちんとしていた

だきたい。古い桜は外観としてはまずいから切ってしまえという意見もあるかも

しれないが、岩国の古い桜は日本で他になく、大変貴重であり、現在、復元でき

るかどうか実験をしているところである。桜だけに関わらず、ツツジや紅葉谷に

は歴史があるので、責任の所在というか、判断できる部署を、文言できちんと残

していただけるとありがたい。 

会 長：横山の桜の保全に関する方針を追加してほしいということ。方針や運用のところ

で書くことは可能ではあるが、まずは横山の桜についての位置付けを明確にする

必要がある。少なくとも横山の桜や樹木の保全が、景観上とても重要だというこ

とを方針に残すことで、何らかの手掛かりを記録しておくということはできる。

どう対応するかについては、改めて考えるということで、本日はいろんなご意見

をお伺いしたい。 

委 員：参考資料①のガイドラインの説明はあるのか。 

事務局：今日はガイドラインの説明はしない。これについては、まだ素案として提示させ

ていただいているだけで、変更案の中身と少し違う部分もあり、調整中である。

こういった形で、ガイドラインにおいても作成していきたい、という程度でご理

解いただきたい。 

委 員：各七町の角に誘導版を設置するとあるが、どうゆうものをイメージしているのか。

大きいものなのか。何々町と書いてある程度のものなのか。 

会 長：ここで資料について確認させていただく。Ｐ①-１からＰ①-7 については、景観

計画本体の改正案ではなく、街なみ環境整備事業の事業計画の整理となっている。

Ｐ39 以降が今回議論すべき景観計画の改正案である。Ｐ39 以降の内容については、

この審議会に委ねられているので、文言等も含めてよく検討頂き、ご質問いただ

きたい。 

事務局：誘導版ついては、庁内の関係部署と調整しながらやっていきたい。 

委 員：杉山委員にお聞きしたい。こまちなみ地区の景観形成基準について、「町屋や武家

屋敷のもつ和のしつらえと調和した佇まい」とあるが、これのイメージが何もな

い。町屋なら町屋、武家屋敷なら武家屋敷のイメージがない限り、誰も出来ない
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のでは。それから、岩国の城下町というのは、今の日本の町のように、町屋や武

家屋敷が混在した町だったのだろうかというのがもう一つの質問。というのは、

武家地は武家地、町人地は町人地で分けられていたので、本来であれば、この地

区は町屋風に、この地区は武家地風にとなるのが筋ではないかと。こまちなみ地

区の基準の書き方では、おぞましいものができるのではないかと思う。 

委 員：古地図を見ると、七町を囲むように武家屋敷が出来ている。大明小路というのは

大名行列の大名ではなく、諦名院(だいみょういん)からきた小路。あの町の根幹

として、武家と寺町があるが、中に町人を囲っている。町人がいないと、生活が

出来ないためである。武家屋敷は広く、町人の家は京都のように鰻の寝床みたい

になっていて、壁を一つに共有したもやい壁が残っている。だから古地図で見る

と違うと思う。 

委 員：そうであれば、横山地区のような武家屋敷のイメージではないという事。武家屋

敷風と言いながら、下級武士やもっと下の身分の武士もいて、それが混在し、さ

らに町人町があったのであれば、エリア設定をきちんとした方が観光地風にはな

るのかなと思う。だからといってそれを杓子定規にやると、住民の生活をしばっ

てしまうため、出来ないとは思うが。今の話しを伺うと、大まかなガイドライン

は出来るのではないかと思うが、それをするおつもりかどうか伺いたい。 

事務局：沿道にぎわい地区の市道錦見 61 号線沿いとも少し関係しているが、大明小路の通

りが武家屋敷地、それから、錦見七町も含めた、こまちなみ地区の大明小路以外

については町屋というかたちで整理し、基本事項を明記している。現段階におい

て、別の地区にするということについては考えていない。こまちなみ地区の中で、

大明小路の武家敷地と、それ以外の町屋として考えていきたい。 

会 長：補足説明をさせていただく。街なみ環境整備事業における景観形成基準の内容を

そのまま景観計画の基準とするところに少し無理がある。これについては先ほど

の議論でも指摘されたように、景観計画の役割を明確にする必要がある。 

    街なみ環境整備事業では、住環境の改善が主要な地域づくりの目標にある。町家

についても歴史的な資源の保全として地域づくりのなかに位置づけられている。

このため、歴史的には町人地と武家地があることを認識しつつ、それを岩国地区

の歴史性としてまとめてとらえ、こまちなみ地区としている。事業計画であるこ

とから、ベースの都市計画との連動が意識された地区区分となっている。このた

め、景観の特性と地域区分が合っていないと感じられるところはよくわかる。景

観の観点からは、もうすこし丁寧に歴史性に応じて地区区分をするという発想も

考えられるが、そこは、ガイドラインで示すという構成になっている。 

    事業の助成基準を、計画制度である景観計画で指定しようとするところに大きな

問題がある。この問題については、ガイドラインの作り方と合わせて、基準をも

う少し検討をするということで、前向きに計画変更の議論を進めるよう考えて頂

ければ有り難い。 

委 員：補足の感想だが、それを聞くとこの文言は納得いく。ガイドラインで、通りごと

に、この通りはこの統一のイメージで行きましょうという例を出していくと合意
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しやすいのかなと。私のところはどうしても武家屋敷風でいくという、町人地の

人がでてきても、それはそれでよいとしても、方向性はこれだというものを出さ

ないとまちなみとして一つになっていかないのかなという感想を持った。 

委 員：住んでいる住民としたら、いかに軒を揃えたり、壁面を揃えたりといった、景観

が維持できるかなと。今ぽつぽつ家が消えていったり、プレハブの家が建ったり

しているが、そういったものが規制できればいい。それから武家の家は、残って

いる塀や門をいかに保存できるか。建物自体は江戸時代の城下町のものが数件あ

るだけで、明治の後半から、大正、昭和の初めのものが混在している。それに対

しては効果を発揮してもらえるような形でやっていきたい。壁面を揃えて、屋根

を揃えてというところを今後活かしていきたい。 

委 員：屋根について。勾配屋根に規定しているが、例えば鰻の寝床になって、奥行きが

広くて、勾配屋根使えないところが本来はでてくるだろう。町屋風であれば、普

通は中土間を入れたりするのだが、現代風住宅でそんなことはしない。ハイサイ

ドライトで光を入れるという可能性をもっているが、横山のときのハイサイドラ

イトは認めていなかった。今回の岩国地区の中ではそういうものが、表に出なけ

れば認めるというイメージなのか。鰻の寝床みたいに奥行きの長い建物で、昔は

中土間があったり、通りになっていたが、今の建て方をしていたら多分そうはな

らないので、部分的に表に見えるところは、明かり取りをさせてあげるかどうか。

そういった指導の基準を決めないといけない。ガイドラインで、「表から見えると

ころはやっては困る」といったものがないとみんな協力したくてもできない。 

会 長：江戸期の様式の保全、建て替わるときにどのように誘導するか、など、基準の目

標にはいくつかのレベルがある。基準は同じでも、通りや地区の歴史性の違い、

新築なのか大事にしたい建物の修理なのかなど、状況や景観形成の目標などに応

じて実現すべきデザインや形態には選択肢の幅がある。そのあたりがわかるよう

なガイドラインにしていただきたいとのこと。 

委 員：横山の丸写しということではいけない。七町は鰻の寝床風であって、真ん中に庭

が２箇所、３箇所ある。それで廊下だけでつながっている。 

委 員：伝統的に町屋は間口で税金をかけるので、みんな間口を小さくするからどうして

もそうなる。 

会 長：町人地の町割の特性である。 

    横山の場合もそうだが、景観計画の基準を、修景助成や修理助成の基準にしよう

とすると、それ以外の新築や建て替え、改修についての基準をどう位置づけるの

かが整理されないまま、ここに至っている。変化しつつも何を維持することが岩

国地区の景観に大事なのかが、景観計画では重要であるが、計画制度と事業の整

理ができていないことが、委員のみなさんが景観からみたときの疑問として噴出

したのだと思う。 

     市は、横山地区における修景助成の運用方法を岩国地区にも適用することで、

景観計画を検討されているが、本日の委員からの多くの指摘は、その基準運用に

問題があることに由来している。計画制度としての景観計画についての考え方を
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整理し報告いただくということでよろしいか。また、気になるところなどは担当

にお伝え下さい。本日の意見およびその後のご指摘をふまえ、再整理し、みなさ

んに見て頂くということで、対応については一任頂いてよろしいでしょうか。 

《異議なし》 

 

 

議題２：今後の岩国市の屋外広告物の規制・誘導の考え方について 

■概要 

 事務局より、今後の岩国市の屋外広告物の規制・誘導の考え方について説明を行った。 

 ・規制対象区域について 

 ・地域特性に応じた許可基準の設定について 

 ・重点地区における誘導について 

 ・適用除外基準の見直しについて 

 ・既存不適格広告物への対応について 

 ・適法な表示・設置に向けた取組みについて 

  ・今後について 

■審議 

委 員：事細かく規制されるようだが、区域を分けるのもいいが、なんであれはよくて、

自分のところはだめなのかといったような、不公平に思われないエリア分けが必

要である。細かくするとそれがでてくるので、住民が納得できるような区分けで

条例を制定してもらいたい。それから、分かりやすい表現を用いて、規制を事業

者に理解してもらわないといけない。許可申請の手数も簡単になるようにしてい

ただきたい。風が吹いたら飛んで危害加えるようなものも見受けられるが、建築

上ではなかなか難しい。こうしたことも含めた条例にしていただきたい。 

事務局：現状の把握、課題を抽出していかなければ基準はできない。こうしたところに重

点的に取り組んでいきたいと考えている。 

会 長：こういった形で進めていくという報告と、これから現況調査をして、課題を抽出

したうえで、説明のあった考え方について、対応を進めていくということでよい

か。 

事務局：その通りである。 

 

 

その他：岩国市風致地区条例の概要、今後のスケジュールについて 

■概要 

 事務局より、岩国市風致地区条例の概要と今後のスケジュールについて説明を行った。 

 ・岩国市風致条例（概要） 

  ・風致地区区域区分及び区域指定の移行イメージ 

  ・スケジュールについて 
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■審議 

会 長：景観計画変更のスケジュールについて、本日、素案について議論をし、その後、

地域で説明会を開催し、２月４日の都市計画審議会で意見を聞いたうえで、２月

の景観まちづくり審議会で最終確認をするという流れとなっている。 

    基本的には考え方のフレームを大きく変えることは難しいと考えられるので、ガ

イドラインや運用レベルでの対応を考えさせていただいて、そのために必要な修

正を調整させていただくことでお願いしたい。 

    その後、委員の皆様にご確認いただいたうえで、都市計画審議会に間に合うよう

に計画内容をまとめていくという流れとなろう。この間に実施される地域での説

明会において出された意見についても、今日の審議会でご意見いただいたことと

あわせて整理されるということでよろしいか。 

事務局：その通りである。 

会 長：資料はいつごろ委員の皆様にお示しする予定なのか。 

事務局：これから検討させていただく。スケジュール的には厳しいが、都市計画審議会の

日程を調整しているため、それにあわせて、こちらもスケジュールに沿って進め

ていきたい。 

会 長：できるだけ委員の皆様には丁寧にご説明いただきたい。委員の皆様もご意見があ

れば、できるだけ早めに伝えていただきたい。ガイドラインについては、委員の

皆様も関心があるようだが、２月の審議会では出てくると考えてよいか。 

事務局：それまでには整理したいと考えている。 

委 員：江戸時代のまちなみと、明治になってからできたまちなみは大分イメージが違う。

例えば、武家屋敷の門であれば、江戸時代は観音開き、明治時代は引き戸である。

これは整理しきれないとは思うが、どういったイメージになるのか。江戸時代に

戻すのか。 

委 員：この町自体を江戸時代に戻すとか、文化財や伝建の基準にあったものにするとい

う考え方は逆になくして、変な色のものや金属がきらきらしたようなものといっ

た、特異なものが出来ないように、景観が揃った、統一感のあるまちなみをつく

っていくものと理解している。素材と色があればその町に合うのではないかとい

う程度のもので、新築や改修に適用できるものにしていただきたい。住んでいる

ものからすると、それ以上のものになると厳しい。岩国地区は、伝建を一度目指

したことがあるが、住宅地と観光という考え方でいろいろと問題があった。 

会 長：歴史的資源として積極的に保全することも重要であるが、あわせて地区の皆さん

がお住まいになり、商売するところについては、歴史的資源を手がかりとして、

歴史性や地域の暮らしの作法と調和するような住まいや店のかたちを示す方針を、

景観計画で出していければいいと思う。委員の皆様には、遠慮なくいろんなご意

見をあげていただきたい。 

 


