第１回奈良県景観審議会

開催議事録

■日 時 ： 平成２１年４月１３日（月） 午後２時００分～午後３時１０分
■場 所 ： 奈良県庁５階 第１会議室
■出席者 ：
【委

員】

岩井委員、烏頭尾委員、江川委員、長坂委員、中原委員、鳴海委員、宮前委員
井岡委員、内野委員、簑原委員
【事務局】 宮谷景観・環境局長、杉之原景観・環境局次長
（幹事）松丸資源調整課長、馬場自然環境課長、福永地域デザイン推進課長、
村田建築課長、清水風致景観課長
（地域デザイン推進課）藤野主任調整員、甲賀主査
（風致景観課）西山主幹、三原係長、堀口主査、辰己主査、小林主査

■議事：
議事：
［議題１］奈良県景観審議会の設置について
［議題２］奈良県景観計画について（諮問）
［議題３］公共事業景観形成指針について
［議題４］その他

（１）奈良県景観条例について
（２）平成２１年度景観関連事業について
（３）まほろば景観スポット百選の選定について
（４）残したくない景観の応募結果について
■公開・
公開・非公開の
非公開の別 ： 公開（傍聴者 １人）
■議事概要：
［議題１］

･ 奈良県景観審議会の会長に鳴海委員、副会長に西田委員が選任された。
・奈良県景観審議会の審査指導部会が設置された。
・審査指導部会の委員に鳴海委員、西田委員、江川委員、長坂委員、岩井委員の５名が選任され
た。このうち、部会長に鳴海委員、部会長代理に西田委員が選任された。

［議題２］

・「奈良県景観計画」は、奈良県景観審議会において「原案どおり決定することを適当と認める」
と答申することが承認された。

［議題３］

・公共事業景観形成指針（骨子案）について説明
・指針策定スケジュールについて説明

［議題４］その他

（１）奈良県景観条例について
・奈良県景観条例が議会で承認され、平成２１年４月１日に一部施行され、規制関連部分は、
景観計画の施行に合わせて平成２１年１１月１日から施行される旨を報告。

（２）平成２１年度景観関連事業について

・既存不適格となる建築物に対する修景支援事業を創設
・ＮＰＯとの協働による景観づくり人材育成事業の創設
・大宮通り沿道景観整備助成モデル事業の創設
・平城宮跡周辺の道路付属物リフレッシュ整備事業の創設
・平城宮跡周辺の道路景観向上事業の創設 以上の新規事業の概要を説明

（３）まほろば景観スポット百選の選定について

・おすすめ眺望スポットとして、５６５件の応募があり、まほろば眺望スポット百選審査会によ
り百選を決定した旨を報告。

（４）残したくない景観の応募結果について

・残したくない景観として、１１２件の応募があり、一部については公表する旨を説明。

■議事録： 以下のとおり
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議

事

録

事務局（
（三原）
事務局（
三原）：それでは、本 日ご出席の各委員
事務局（三原）
三原）：定刻となりましたので、ただ今 事務局
のご紹介をさせて頂きます。
より、第１回奈良県景観審議会を開催 致します。
株式会社クリエイティブフォーラム代表の岩
本 日の司 会進行を担 当いたします、奈良県風
井委員です。
致景観課の三原と申します。どうぞよろしくお
京都教育大学名誉教授で日本画家の烏頭尾委
願い致します。
員です。
なお、審議会につ き ましては、「審議会 等 の
関西大学教授の江川委員です。
会議の公開に関する指針」により、原則 公開と
京都工芸繊維大学教授の長坂委員です。
な っ ております。「 具体的取 り 扱 い 等 」につ き
大 阪市立 大学准教授の中原委員です。
ましては、後ほど、委員の皆様 にご検討頂きた
株式会社スペースビジョン研究所長の宮前委
いと思いますが、 現時点 では、 本日の議事進行
員です。
において不開示にすべき 内容は 含まれないもの
奈良県広 告美術塗装業協 同組合・理事長の井
と 考えておりますので、 本日の会議の「公開に
岡委員です。
よる進行」につき まして、ご了 承をお願 い致し
奈良県商工会議所 連合会・常任幹事の内野委
ます。
員です。
次に、 本日の配 付資料 でござ いますが、お手
奈良県建築士会の簑原委員です。
元、審議会資料目録に記載のとおり、「資料１」
なお、奈良県立大 学教授 の西田委員、奈良ま
から「資 料１１－ ２」までとな っておりますの
ちづくりセ ンター理事の上田委員と、奈良県ビ
で、ご確 認お願いします。
ジタ ーズビ ューロー・理事の箸尾委員は本 日ご
それでは、まず はじめに、景観・環境局長の
欠席となっております。
宮谷からあいさつさせて 頂きます。
続きまして本審議会の幹事を紹介させて頂き
ます。
宮谷局長：
宮谷局長：皆さんお忙しい中、第１回奈良県景観
奈良県・資源調整課松丸課長です。奈良県・
審議会に ご出席頂きありがとう ございます。
自然環境課馬場課長です。奈良県・地域デザイ
当景観審議会の前身であります「ふるさと奈
ン推進課福永課長です。奈良県・建築課村田課
良景観づくり推進委員会」で、一昨年の１２月
長です。奈良県・風致景観課清水課長です。
以 来皆様 の議論を 頂いています。奈良県として
次に、報告事項について事務局から説明をい
は景観をよくするため改 めて決 意を新たにして
たします。資料９から資料 １１を ご覧下さい。
います。 本審議会は 本年２月に議会で可決し、
４月１日より施行している奈良県景観条例に基
事務局（
づ き設置しています。
事務局 （ 西山）
西山）： 資 料９ を ご覧下 さい。「奈良県
景観条例について」４月１日より一部施行して
景観計画に対する策定、勧告、変更命令、良
います。委員の皆様方には一昨年の１２月より
好な景観に対する重要な施策を審議・検討して
議論 を頂いていますが、景観条例の第１０ 条で
頂きます。また、審議会の円滑な運営のために
すが 届出に係る事前の助言 について、事前に助
勧告、命令などは部会を設けて審議して頂く予
言を求めることができ、その場合景観審議会に
定です。
意見を求めることができるとなっています。ま
本日は、景観法に基づく景観計画の策定につ
た第 １６条で、景観計画の適用除外についても
いて諮問 をお願いします。景観計画はご意見を
配慮義務を課しています。第１７条では既存の
頂きパブリックコメントの手続きを経てこの５
建築物等についても 良好な景観を 図るため 必要
月には告 示し、周 知期間 を経て１１月には施行
な措 置を講ずるよう 求めることができると、委
する予定です。
員の 皆様方 のご意見 を反映 いたしました。
また、公共事業景観形成指針につきましても
それから、第５章 で良好 な景観の形成に関す
案を示しますので ご指導 願います。
る施策として、景観 住民協定を策定し、住民が
県では、景観条例と景観計画の施行を 控えま
景観づくりのルールを作り 知事が協定を認定し
して本年 度より、景観・環境局風致景観課に一
良好 な景観を推進していき ます。 第２０条では
元化しました。そして、職員を２名増員すると
景観資産の 登録として建造 物や眺望地点を 登録
と もに景観・環境 保全セ ンターを設置しまして
する制度を奈良県独 自の制 度として制定しまし
パトロール体制の強化を図っています。
た。
また、県内では明日香 村が５月１日から景観
次に資料 １０「修景支援事業等 の概要」につ
行 政団体 になる予 定です。
いてです。景観計画の策定に伴い 実施する事業
生駒市は昨年度から、斑鳩町は本年度から景
を紹介します。①建築物等 に対する景観修景事
観行政団体に向け た調査事業を行っています。
業として、既存の建築物について規制が及びま
このように市町村では景観の取 り組みが進んで
せん が、一 方で規制を行うにあた って、第 １種
います。
・第 ２種の 重点景観形成区 域について、景観計
県では、美しく風格のある奈良を創設し次世
画から不適合となる 民間 の既存建築物につい
代に引き継いで行くために先導 的、広域 的な役
て、 屋外広 告物は屋外広告物条例により規制し
割を担って参ります。皆様方のご協力を頂きま
ていますが、景観計画の施行にあわせて、 広告
すようお 願いいたしまして挨拶 と代えさせて頂
整備地区の 基準に適合しないものに対して助成
きます。
を行うということで、規制ととも に一方では良
- 2 -

好な景観に向けて助成を行います。
次に③④⑤につ きまして、遷都１３００年祭
を 迎えて、大宮通景観形成助成事業で、大宮通
りは奈良 市が景観形成団体としてまちづくりを
していますが、奈良市と協力して同じように建
築物と工作物の修景支援事業を行います。
また、景観に 配慮した道路構造物などの改善、
第二阪奈道路にウエルカムゲートを作るなど１
３００年祭に向けて公共事業の取り組みを行い
ます。
次に資 料１１「まほろば眺望スポット百選の
選定について」知 事の提 案によ って実施してい
ますが、お勧めの眺望スポットを募集し、５６
５件、スポット 数では ３２１カ所の応募を頂き、
眺望１００選審査会を設置し、この３月にまほ
ろば眺望１００選として１０５ カ所を選定いた
しました。地域の景観資 産として広くホ ームペ
ージなどで発信していき ます。 庁内関係 各課に
おいても 眺望スポットは整備して頂くよう働き
か けてい きます。
次に資 料１１の２「残したくない景観」の応
募 結果について、景観改善への 警鐘の意味を込
めて、今後の景観施策の検討材 料として募集し、
１１２件の応募を 頂きました。残したくない理
由として周辺と不調和であったり、派手と感じ
る建築物、工作物であっ たり、 管理が不 十分な
道路等や屋外広告物や視界を遮 る電柱・ 電線類
やゴミなどとなってます。庁内関係課で情報を
共 有して 今後の施策に活用していきます。
次のペ ージからは応募している主な事例を掲
載させて頂いてます。
以上４ 点について、ご 報告をさせて頂きまし

席へ移動頂けます
言ご挨拶お願いします。
鳴海会長：
鳴海会長：それでは改めまして、ただ今、各委員
の皆 さま方 のご推挙 により、奈良県景観審議会
の会長に就 任いたしました鳴海で ございます。
会長として、この審議会の目的 を皆さま 方の
ご協力のもとに達成して参りたいと思います。
どう ぞ、よろしくお 願い致します。
事務局（
事務局（三原）
三原）：ありがとうございました。引き
続 いて副会長の選任をお 願 いしたいと 思 いま
す。委員の 皆さま方 より、副会長の推薦をお願
それでは、鳴海委員に会長
でし うか。
では、鳴海会長から一

ょ

い致します。

鳴海会長：
鳴海会長：私からは、本日御欠席ではありますが、
事務局の方 で西田委員の御了解がいただけ るの
であれば、これまで「ふるさと奈良景観づくり
推進委員会」の副委員長として委員長の私 を補
佐頂きました、西田委員を副会長にご推薦させ
て頂きます。
事務局（
事務局（三原）
三原）：た だ今、鳴海会長から西田委員
のご 推薦がありましたが、 各委員の皆さま、い
かがでしょ うか。
＜ 委員全員了承 ＞
委員の皆 さまにご賛同頂きましたので、西田
委員に、副会長への ご就任をお願 いすることと
させて頂き ます。
それでは、これより、議事進行を鳴海会長に
お願 いしたいと思います。会長、よろしくお願

た。

事務局（
事務局（三原）
三原）：それでは、ただ今から議事に入
らせて頂きますが、まず は、本 審議会の会長及
び副会長の選任をお願いしたいと思います。
会長及び副会長は、奈良県景観審議会規則第
２条 第 ２ 項 の規定により、「委員の 互 選により
選任する。」とされています。
委員の 皆さま方 より、会長の推薦をお 願い致

い致します。

鳴海会長：
鳴海会長：それでは、本 日の議題 １のうち、「審
査指導部会の設置について」に入 りたいと 思い
ます。 事務局から説明をお願いします。
事務局（
事務局 （ 三原）
三原）： それでは、「審査指導部会の設
置について」の説明をさせて頂き ます。
資 料１と２をご覧下さい。本審議会は奈良県
景観条例に 基づき設置した 知事の付属機関でご
ざいます。当条例に基づき審議会の意見を聴く
こととなっ ています事項については①から ⑥に
あげ させて 頂いています。 ①②については景観
計画に関する広範な 政策的 な意見 を頂きたいと
考えます。③④⑤については、１１月１日より
施行する届出制度の 勧告や 公表、 変更命令 の不
利益処分に関して個別の案件についてご意見を
頂戴するとなっています。⑥は公共事業の景観
形成指針の策定につ きましてもご意見を頂きま
す。またそれ以外について も、知 事の方から審
議会に諮問 させて頂きます。
また、審議会の構 成につ きましては条例・規
則により規定しており、人数は１５名以内の構
成ととなっ ています。
今回委嘱させて頂いてますのは、前身であり
ます「ふるさと奈良景観づくり推進委員会」の
委員の皆様 の中から、市町 村の委員４名を 除く

します。

岩井委員：
岩井委員：私 は、「ふるさと奈良景観づくり推進
委員会」の委員長として、これまで「奈良県景
観条例」 や「奈良県景観計画」の検討にあたっ
ての幅広 い議論をおまとめ頂いてきた、鳴海委
員が、本 審議会の会長に適任と 思います。
事務局（
事務局（三原）
三原）：ただ今 、岩井委員から鳴海委員
の ご推薦 がありましたが、各委員の皆さま、い
かがでし ょうか。
＜ 委員全員了承 ＞
事務局（
事務局（三原）
三原）：委員の 皆さまもご賛同 されてい
るようですので、鳴海委員には ご多忙 のところ、
誠に恐縮ではございますが、会長へのご就任を
お 願いしたいと思 います。
鳴海委員、いかがでし ょうか。
＜ 鳴海委員 了承 ＞
-
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３名で構成させて頂いています。
また、審議会にはその定めにより部会をおく
となっており、その構成は５名以内とな ってい
ます。
この部会におき ましては、③ から⑤の不利益
処分などに係る個別案件の事案について、景観
法の公益性に関することで、専門的に審議して
頂くこととなります。
資料１の２につ きましては、景観条例２２条
の景観審議会に関する部分です。第５項 により
審議会は、部会をおくことがで きるとな ってい
ます。
第６項により第１０条、１２条、１４条の規
定によりその権限 に属された事 項については、
これらを 専門に審査する部会の決議をもって審
議会の決議とするとなっ ています。
４月１日に施行しています「奈良県景観審議
会規則」では、第 ２条で会長・副会長は 互選と
な っています。また、第 ４条で部会は５名以内
で 構成するとなっ ています。部会の委員につき
ましては会長が指名するとなっ ています。
部会の部会長は 互選により選任するとなって
います。また、部会を置くかどうかは審議会で
定めることになっ ています。
資料２をご覧下 さい。奈良県景観審議会、審
査指導部会の設置についてですが、審議会にお
いて部会を設置で きるとなっていますので、設
置についてご承認を頂け ればと 思います。
部会の審議内容 は、事前の助 言の他条例第２
２条の規定に定める勧告、命令等の不利益処分
などとな っています。また、必 要に応じ て部会
の審議内 容を審議会全体 で審議して頂くことが
ありますので、部会長の 方より 後に開催 する審
議会に報告して頂 くこととなります。
以上で、説明を 終わらせて頂きます。よろし
く ご検討 をお願いします。
鳴海会長：
鳴海会長：ただ今、事務局から説明がございまし
たが、景観条例と関係規 則の規定により、この
審議会に５名以内の部会を置くことがで きると
いうことですので、景観審議会に審査指導部会
を設置することについて、ご意見がござ いまし
たらお願 いいたします。
＜ 各委員意見なし ＞
鳴海会長：
鳴海会長：特に反対意見はないようですので本審
議会といたしましては、「審査指導部会」を設
置するということでよろしいでしょうか。
＜ 委員了承 ＞
鳴海会長：
鳴海会長：ありがとうございました。
それでは、審査指導部会委員は、景観審議会
の会長が指名することとなっていますので、会
長である 私と、副会長である西田委員、それか
ら、江川委員、長坂委員、岩井委員の５名とし
たいと思 いますがいかがでしょ うか。
＜ 委員了承 ＞
鳴海会長：
鳴海会長：ありがとうございました。
-

き

それでは、審査指導部会の部会長につ まし
ては、部会委員の 選とな ておりますが、部
会委員の
、いかがでし うか
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互

っ
ょ

皆様
？
江川委員：
江川委員：部会長も、鳴海会長にご就任頂くのが
よろしいと 思いますがいかがでし ょうか。
鳴海会長：
鳴海会長：皆様いかがでしょうか。
＜ 部会委員了承 ＞
鳴海会長：
鳴海会長：それでは、私が部会長も兼ねるという
ことにいたします。
なお、景観審議会規則（ 第４条 第６項）によ
りますと、部会長代理をあらかじ め指名するこ
ととなっておりますので、部会長代理は、これ
も本日ご欠席ではありますが、西田委員を指名
させて頂き ます。
皆様いかがでしょうか。
＜ 部会委員了承 ＞
鳴海会長：
鳴海会長：ありがとうございます。
西田委員の方には、部会委員及び部会長代理
として指名されたことについて、事務局の 方か
らご 連絡願 います。
他にご意見ありませんでしょうか。
岩井委員：
岩井委員：部会を設置すると言うことですが、複
数の部会を設置すると言うことは可能なのでし
ょうか。
事務局（
事務局（三原）
三原）：条例の規定では、部会を置くこ
とができるとなっており、 複数の部会を置くこ
とは 可能ですが、当 面必要な部会は、届出 制度
についての部会が主になります。そのほかに景
観計画の見直しでありますとか大 きな議題 があ
る場合は現在の部会の他に新たな部会が必 要か
ご検討頂きたいと思います。
鳴海会長：
鳴海会長：では、本 日の議題１のうち、「奈良県
景観審議会 等の会議の公開 等の取 り扱いについ
て」に入りたいと思 います。
事務局から説明をお願いします。
事務局（
事務局 （ 三原）
三原）： それでは、「奈良県景観審議会
等の会議の公開等の取り扱いについて」の説明
をさせて頂きます。資料３ の１、 ３の２、４を
ご覧下さい。
景観審議会においては、原則的 に公開する取
り扱 いとさせて頂き たいです。
審議の内 容につき まして も基本的に公開です
が、 情報公開条例により個 人のプライバシーに
関する事項 は内容によりまして公開・非公開を
検討します。
また、議事録につ きましては公開、非公開に
かかわらず 会長又は会長が指名する者に署 名を
頂きます。
前 身の委員会にお きましては計画策定の 総合
的な政策の議論でしたが、今後の審議会や部会
については 個々の議案内容 についての議論 とな
りますので明確にするため 署名を 頂きます。そ
4
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意見を頂きました。
外 運用
今
県としましては、この意見をふ まえ、文言修
頂き
思
正等の必要なものは内容に反映しました。この
料３
領
頂 際 手
意見と県の考え方については２ページ以降にま
続き 載っ
とめました。
料
身
ホ ムペ
次に資料 ６－２で、景観 法の規定で関係 市町
本
村の 意見 を 聞 かな け ればならないとな っ てお
も ホ ムペ
頂き
り、 市町村に意見照 会をしました。
了 頂き
思
五條市のみ意見が提出されました。その内容
終
頂き
は、 重点景観形成区 域への 五條市 の地域の 追加
ご検討 願
でした。
追加場所として、１つめは、国道１６８号・
鳴海会長：
鳴海会長：ただ今、事務局から説明がございまし
３１０号の４車線化部分、２つめは、京奈和自
たが、本 件について、ご意見が ございましたら
動車道インターチェンジ付近部分、３つめは、
お 願いいたします。
国道２４号線の拡幅工事部分の重点景観形成区
域へ の追加 要望でした。
＜各委員意見なし＞
この要望については、委員の方々に議論頂い
たとおり県の景観計画では 広域的先導的な観点
鳴海会長：特にご意見はないようですので、本審
から４車線 を有し県内の交 通網を形成する幹線
議会といたしましては、「奈良県景観審議会 等
道路の沿道を広域幹 線沿道 区域としています。
の会議の公開等の 取り扱 いについて」は「承認
また、そのインター チェンジ周辺を第２種特定
する」ということでよろしいでしょうか。
区域として指定する旨定義してきたものです。
１つめと２つめの道路は、４車線化を検討し
＜ 委員了承 ＞
ている段階 ですので、４車線にな った段階 で重
点景観形成区域に入れるか検討したいと考えま
鳴海会長：
鳴海会長：ありがとうございました。
す。
それでは、本日の議事に関する議事録 の署名
３つめの道路は、同じように広域幹線沿道区
者の指名をさせて 頂きたいと思 います。
域の 考え方 から県としては 想定していないとこ
事務局で作成された議事録が議事どおりであ
ろです。隣接する新 町区域と併せて基本的 なま
るということで、会長の 私と、委員のうちお一
ちづくりを 五條市に 考えて 頂き、 五條市が景観
人が署名をすることとなります。
行政団体になることを含めて検討 してもら える
本日の審議会の議事録署名委員は、岩井委員
よう、県としては情 報提供 を行いたい旨、 五條
にお願いしたいと 思います。
市に説明し、了解を頂いています。
よろしくお願いします。
次に資料 ６－３ですが、以上の 経緯をふ まえ
まして２月１７日に奈良県 都市計画審議会に原
＜ 岩井委員了承 ＞
案どおり意見なしとして答申を頂きました。
次に資料７ですが、景観条例に 基づき奈良県
鳴海会長：
鳴海会長：それでは次の議題、本審議会に諮問さ
知事から「景観計画」について、景観審議会へ
れました「奈良県景観計画」について、事務局
意見を求める諮問書です。
の 方から説明願います。
これまで、委員会に貴重 な意見 を頂き「景観
計画」案を策定いたしました。既に議論を 尽く
事務局（
事務局 （ 西山主幹）
西山主幹 ）：「奈良県景観計画」につい
して 頂きました内容 となっ ておりますので、ご
て、諮問 させて頂きます。
了解頂きたいと考えるところです。以上で諮問
資料５をご覧下 さい。景観計画の策定と景観
いたしました「景観計画」の説明を終わります。
条例の 今後 のスケジュールをまとめた も ので
す。 昨年の１２月から推進委員会全体を５回、
鳴海会長：
：ありがとうございました。ただいまの
専門部会を４回開き、意見を頂きました。
鳴海会長
説明に対して何かご意見はありますか。
これを ふまえ、景観計画の素 案をまとめて平
内 容については今 まで議 論を尽 くしてき たの
成２０年の１１月１３日から１ ヶ月間パブリッ
で意見はないようですので、本審議会としては、
クコメントの手続きを行い、必要な修正を行っ
「奈良県景観計画」については、原案どおり決
たうえで、市町村の意見 を聞き ました。その結
定することを適当と認めます。
果もふまえ、２月に奈良県都市計画審議会の意
次の議 題 ですが、「公共事業景観形成指針に
見聴取を行いました。
ついて」の説明をお 願いします。
「景観条例」につ きましては、２月議会に上程
しまして ３月２７ 日に公 布、この４月１日から
事務局（
一部施行されました。
事務局 （ 藤野）
藤野）： それでは、「公共事業景観形成
指針について」の説明をさせて頂きます。
「景観計画」につきましては、本景観審議会
この公共事業景観形成指針は引き続き地域デ
に ご承認いただけ れば、５月１日に告示 し、６
ザイン推進課が担当いたします。
ヶ月の周知期間をおいて、１１月１日から施行
資 料は８－１から ８－４です。
する予定です。
ま ず資料８－１ですが、奈良県景観条例 第３
次に資 料６－１で、パブリッ クコメントの内
条に 基 づ き 、「県は、地域の 特性 に応 じ た良 好
容をまとめました。意見を頂いたのは、個人団
な景観の形成に配慮 して、公共事業を実施する
体を含んで８名の方、質問等を含むと３９件の
れ以 の
については までどおりの規定と
させて
たいと います。
資
の２は、傍聴要 で、傍聴 く の
が
ています。
資 ４は、前 の委員会は県の ー
ージ
の公開でしたが、 奈良県景観審議会において
県の ー
ージの公開とさせて
ますよ
う 承を
たいと います。
以上で、説明を わらせて
ます。よろし
く
をお いします。

-
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記述 漏 落
思
第 章
別 配慮 項 項目
見
河
ダム えん堤
っ
都市土木 心
思
農 土木的
記述 重
思
事務局（
事務局（藤野）
藤野）：ラ イフサ イク ルコストについて
は、 第６章 の維持管 理の推進などで漏れ落 ちる
ことのないよう、今後指針 作成を 検討するうえ
で、委員の 意見を反映させていき ます。
農業土木に関する件ですが、公共事業景観検
討ワーキング部会の構成課には、農林部局も加
わっ ており、今後ワ ーキン グ部会の中で章 の分
け方も含めて農業土木に関する記述についても
検討していきます。
宮前委員：
宮前委員：公共事業では、河川沿いの道路や公園
沿いの道路、農地に 隣接する河川水路など、施
設に 異なる ものが隣接することがある。そのよ
うな場合、施設の周りの状況に応 じた施設整備
をどこで議 論するのかについても 指針で検討頂
きたい。
事務局（
事務局（藤野）
藤野）：ご 指摘の内容 について、第４ 章
の計画段階又は第３章の基本方針などに、委員
の意見を反映させていきます。
鳴海会長：
鳴海会長：景観検討の体制では、ふるさと奈良景
観づくり検討会や公共事業景観形成検討ワ ーキ
ング 部会について記述をするのですか。
事務局（
事務局（地域デザイン
地域デザイン推進課長
デザイン推進課長）
推進課長）：既存の検討 会
や部会は、景観形成に関する施策を検討するた
めの ものです。ここで言う景観検討の体制は、
個別な事業を実施する場合に、指針をどのよう
に運用しチェックしていくのかについて定めた
いと 考えています。
鳴海会長：
鳴海会長：いろいろご意見を頂きましたが、各委
員からの意見を参考 にされ、進めて頂きたいと
思います。
事務局（
事務局（三原）
三原）：委員の皆 さま、長時間に渡り 活
発なご意見を頂きありがとうございました。
それでは 最後に景観・環境局次長の杉之原よ
りあいさつさせて頂きます
杉之原次長：
杉之原次長：本日は長時間にわたりご審議いただ
きありがとうございました。今回の審議会は第
1 回目 ということ も あり、会議の公開 等 事務 的
なことから、諮問案件の景観計画の策定につき
ましても原案どおり適当と認めるとご承認いた
だき、ありがとうございました。
さらには、公共事業の景観形成指針の策定に
つき まして も、長時間審議いただき貴重な 意見
をいただき ましたことお礼 申し上 げます。
公共事業の景観形成指針の策定につきまして
は、委員の 皆様それ ぞれの 立場からの意見 を賜
らね ば策定できない ものと 思いますので、 今後
とも よろしくお願いいたします。
また、景観計画の施行が 終わりではなく、今

責務を有する」となっています。さらに景観条
例 第１８ 条により「知事は、公共事業を 実施す
るにあた っての良 好な景観の形成のための指針
を定める も のとする。」とな っ ています。 第 １
８ 条２項で、「 知事はこの指針を定めるにあた
り奈良県景観審議会の意見を聞 かなければなら
ない」となっています。 第３項 で「知事は指針
を公表しなければならない」となっています
また第 ５項では「知事は、公共事業を 実施す
る者に対して指針を配慮 するよう求めることが
で きる」と規定されています。
次に資 料８－２ですが、庁内で「公共事業景
観形成検討ワーキ ング部会」を設置し、４月８
日に第１ 回目を開 催しました。この部会は、公
共事業を 直接行う関係課 及び規制する関係各課
で部会が 構成されています。このワーキ ング部
会で「公共事業景観形成指針」を議論していき
ます。
次に資 料８－３ ですが、今後 の指針策定のス
ケジュールについて載せております。
１１月１日の条例の全面施行に合わせまして
「公共事業景観形成指針」を発効できるように
考えています。予定では８月頃に指針の案を確
定して景観審議会に諮り、その 後は周知期間を
経て施行と考えています。
また、４月から ８月にかけて 作成した指針案
を景観審議会の審査指導部会に 掛けて意見を伺
いたいと 考えてます。
以上が策定のスケジュールとなっています。
次に資 料の８－ ４ですが、ま だ指針の策定が
始まったばかりですので、骨子案として大まか
な 章立てを示しています。
第 １章が「目的」、第２ 章が「適用 の範囲」
として、 国や市町 村に指針に適合するよう要請
することとなっています。
第３章は「基本的事項」として、奈良県景観
計画より 基本方針を定めます。また「奈良県公
共事業等 景観形成 マニュ アル」を平成８ 年に策
定していますが、周知が 図られ ず、活用 されて
いないので、活用 できるよう推進してい きたい
と 考えています。
第４章は、「公共事業実施における配慮事項」
として、 段階別配慮を定め、調査段階、施工段
階、維持管理段階での配慮を規定し、また道路
や河川などの施設別の配慮事項を定める予定で
す。
第 ５章は、「景観形成の推進 方策」として、
庁内における景観形成を築くための取り組みと
して職員 への知識 向上の 研修などを行っ ていき
たいです。
第 ６章は、「公共施設の 維持管理の推進」と
してチェ ック体制の構築を考え ています。
以上のような内 容で、指針案ができましたら
景観審議会に意見 を伺う 予定です。
鳴海会長：
鳴海会長：ありがとうございました。ただいま説
明があっ たことについて、何か ご意見はありま

る

が れ ちているように います。
また、 ４ の２で施設 の
事 の
を ると、 川、水路、
、
などとな
ていて、
が中 のように うが、奈
良県の景観形成上、 業
な施設に関する
は 要であると いますが、いかがですか。

すか。

岩井委員：
岩井委員：この指針の第４章のところで段階的に
配慮するとなっていますが、この内容では、公
共事業の ライフサ イクル コストなど全体 に関す
-
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後は本格的な取組が必要と思われますので、皆
様今後ともよろしくお願いいたします。
事務局（
事務局（三原）
三原）：委員の 皆様 には、次回 の審議会
など日程 の詳細が決まりましたらご連絡 いたし
ますので、よろしくお願 いいたします。それで
は長時間 の審議お 疲れ様 でした。これにて本日
の審議会を終わります。
以

上
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