第３回

奈良県景観審議会

■日時：
日時：平成２２年１１月２９日（月）
■場所：
場所：奈良商工会議所 中ホール
■出席者 ：
【委

開催議事録

午後２時００分～午後３時４０分

員】岩井委員、上田委員、烏頭尾委員、江川委員、長坂委員、
鳴海委員（会長）、宮前委員、井岡委員、内野委員、渕上委員

【事務局】宮谷景観・環境局長、杉之原景観・環境局次長
（幹事）資源調整課長（代理出席

西岡主幹）、自然環境課長（代理出席

地域デザイン推進課長（代理出席

山崎課長補佐）、

市川課長補佐）、細川建築課長、清水風致景観課長

（地域デザイン推進課）高安主任調整員、甲賀主査、中村主事
（風致景観課）藤野課長補佐、三原係長、堀口主査、辰己主査、西川主任主事

■議事：
議事：
［議題］１ 奈良県景観計画と景観条例の運用について
２ その他の景観施策について
■公開・
公開・非公開の
非公開の別 ：
■議事概要：
議事概要：
［議題］ １

公開

（傍聴者１人）（報道関係）

奈良県景観計画と景観条例の運用について

（１）届出制度
（２）公共事業景観形成指針に基づく景観検討の試行
（３）景観住民協定認定制度
（１）景観法に基づく届出の状況について件数、届出行為ごとの事例などの報告を行い、意見等は次の
とおり。
・（自販機）独自のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを設けている景観行政団体と自販機業界のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝとの整合性について
調査が必要。また、近接に電柱がある場合などはグレー系の方が適当な場合もあり、一律に規制・
指導するのではなく工夫されたい。
・（携帯基地局）樹木が背景のとき茶色は適当であるが、塗装処理によりつやが出て背景に浮いてし
まうこともある。一律の指導は難しいと思われるが、以前、総務省が発行した景観に合う電波塔の
報告書なども参考に指導方法を検討されたい。

顕彰するのも必要。
伝統的な意匠・形態であれば一定の水準になってしまっており、奈良という土地柄を考えればそ
れで良いのかもしれないが、新 しいものを計画するときは、 誰が、何を、どうすれ ばいいの かわか
らない状態。指導する側も景観形成基準に適合させるだけの説明では景観は良くならず、協議を重
ねて相手に納得してもらうような専門職員の配置等の体制づくりも必要。

・（景観形成基準）悪いものを罰するだけでなく良いものを
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（２）公共事業景観形成指針に基づく景観検討の試行について報告を行い、意見等は次のとおり。
・

・
・

・

シートの配慮すべき事項、区分が細かい。各項目が平均点を取るように記入され、視点
が平準化 する不安がある。メリハリを持 たせ、重要なポイン トが埋もれないようにして欲しい。
景観検討

最初に景観資源を地図に落として整理することが重要。
育つものだから、ものが出来た時点は完成ではなく、5年後、10年後に完成していくもの
である。（事後の評価が必要。）
景観は

フロー図の構造物意匠審査会は指導助言を行うところか。蓄積するデータは活用すべき（図
に左向きの矢印が必要）。
検討

（３）景観条例に定
報告を行

［議題］

※

った。

める景観住民協定認定制度について制度の概要および認定地区等の状況について

その他の景観施策について
（１）主要 交差点周辺 における 屋外広告物 規制の強化
（２）市町 村の景観行政団体へ の移行状況
（３）その 他（景観セミナーの開催結果について）

２

める「広域幹線沿道区域」の交差点周辺における屋外広告物規制の強化、県
内市町村の景観行政団体への移 行状況、および「美 し近畿景観ｾﾐﾅｰin奈良」の開催結果について報
奈良県景観計画に定

告を行い、意見等は次のとおり。
・

以

多様な主体の参加や連携をより一層促進するべき。
上

■議事録：
議事録： 以下のとおり
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事務局（司会）： 開会
公開開 催の事前 案内（ 略）
宮谷景観・環境局長挨拶（略 ）

議

事

録

街地部分では建築物に係る届出が多
く、 宇陀や 吉野の山 間部地域では携帯電話 基地
局の工作物 が大部分を占め ている状況です。
次に、重点区域の届出件数ですが、重点区域
の沿 道では 既に一定の土地 利用が行われている
事から、新 たな届出は少なく、全 体の１割程度
平野の市

今回選任委員の紹介・挨拶（略）
幹事についての報告（ 略）
資料確 認（略）

です。

物・工作物の行為別届出件数ですが、新
築、 増改築、外観の 変更と行為別 に示していま
すが、外観の変更については、マ ンションや店
舗の外壁の塗り替えが大部分を占めている状況
建築

(鳴海会長）：
議事録署名委員の指名 （略）
（今回 の署名委員は会長およ び烏頭尾委員）
それでは、本日の議題である１・奈良県景観

です。

無届け行為への対応についてですが、
（１）関係 各課との 連携については、新たな土
地利 用に関する相談 があっ た場合は、関係法令
の担 当課と 連携して協議・調整を行うなど、情
報の共有化 を図り、 無届けがないよう調整を行
っ ております。（２）新 築・ 増改築に対する 対
応については、建築確認や開発許可を所管する
建築課や各土木事務所から得た情 報に基づき、
未届け分について届出を促しているところで
す。
（３）塗り替え行為に対する 対応について、
塗り 替え行為などは 確認申請などの法定手続き
が不 要なことから無 届けで 着工されることも見
受けられるので県では「奈良県景観・環境保全
センター」の監視員が監視活動を行っています。
原則週３回 、重点区 域を中 心に巡回監視してい
次に、

計画と景観条例の運用について、（１）届出制
度について事務局

から説明をお願いします。

（事務局)（風致景観課（辰己））：資料 １「届出
制度」について、 説明いたします。
奈良県景観計画に係る景観法届出状況につい

説明いたします。
年度別 の届出件数としまして、昨年の１１月
１日の施 行より１年間で１４４件の届出があり
ました。なお、景観法に基づく 勧告や変更命令
はありま せんでした。
次に、行為種類別の届出件数については、工
作物の建設に係る届出が半数以上を占めていま
す。次いで建築物 の建築等が多 い状況で、その
他の開発行為などについては１割程度となって
います。なお、半 数以上を占め る工作物 につい
ては、携帯電話基地局が ほとん どとなっ ていま
て

ます。

物用途別の届出件数を示しており
ますが、 全て大規 模建築 物に係る届出であり、
その用途は商工業用施設やマンションが半数以
上を占め ている状 態です。
次に、月別の届出件数ですが、月により変動
がありますが、平 均すると１ヶ 月で約１２件の

センターからの報告はこの１年間で３１件あ
り、１ヶ月に２・３件程度の報告があり、報告
案件については、風致景観課から工事関係者等
に連絡し、行為内容 の詳細と景観形成基準 への
適合性を調査するとともに、景観法に定め る手
続 きを行うよう指導しています。（４）制度の
周知については、関係団体の媒体による広報の
他、建築士会などの関係団体にも周知協力頂い

届出がある状況です。

ています。

す。

次に、建築

５・６ページは風致景観課や各土木事
務所などの 窓口で配布しています景観法届出の

町村別の届出件数ですが、市町村に
よりばら つきがありますが、傾向として、大和

次に、

次に、市
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調和 に配慮 して計画し、できるだけ既存建 物の
案内チラシを参考に添付しています。
上に設置することや共同化 に努め るよう指導し
次に、建築物の届出に係る行為の事例としま
ています。また、道 路などの公共の場所に 面す
して、この１年間 に届出がありました行為の代
る部 分には、遮へい 効果のある生 け垣などで緑
表事例の写真を示しています。店舗の新築事例
化するよう指導しています。色彩はグレー系と
１は、上の図が 立面図、中央の 写真が 完成写真、
茶系のいず れの色を 採用するかについて、一律
下の写真が他店舗の写真です。上下の写真を見
的な指導は難しいですが、次の観点を参考に、
比べればわかりますように、コーポレートカラ
計画地周辺 の状況を 踏まえ て計画するよう指導
ーのうち 、彩度の高い赤 色はそ の使用を 極力抑
しています。
え、青色についても通常より低彩度のものを採
ま ず、平地などでは、柱をグレー色で中 明度
用しています。店舗の新 築事例２では、 同じく
のものにすれば、背景の空 に溶け 込むと考 えて
完成写真と他店舗の写真では、屋外広告物をコ
います。次に樹林地に隣接する場合や山間部な
ー ポレー トカラーの切り 文字とすることで外壁
どでは、柱や機器類 を茶系で低明 度のものにす
の 強調色 使用割合を抑え て落ち着いた外 観とし
れば 、背景の樹木に 溶け込むものと考えていま
ています。店舗の 新築事例３については、壁面
す。
広告の配置位置の工夫と集約化により、外壁の
なお、立 地条件は 様々で、どのような場所に
強調色である緑色部分を抑えています。店舗の
どのような色が ふ さわしい か迷 うとこ ろ です
外壁塗り替え事例４については、塗り替え前は
が、 アドバ イス等頂 ければ と存じ ます。最 後の
真っ赤な外壁で、高彩度のコーポレートカラー
ページでは茶系の柱とグレー系の柱の写真を参
を 外壁全面に使用していたものを、強調色とし
考に 付けております。説明 は以上です。
て一部の みに使用して目立たない外観としてい
ます。事務所ビルの外壁 の塗り 替え５について
(鳴海会長)：事務局から説明がありました「届出
は、既存 色より明 度・彩 度を抑えた外壁 色に変
制度 」について何か ご質問 やご意見はないでし
更しています。変更前は色彩基準から外れてい
ょう か。
ましたが、塗り替え後は色彩基準に適合してい
ます。

（鳴海会長）： 自動 販売機のガ イドラインはどう
いう業界が定めているのでしょう か。

動販売機の届出に係る行為の事例で
は、上の 写真の自 動販売 機を下 の写真の自動販
売機に取り替えています。色彩は自動販売機自
主景観ガ イドラインに適合する機種に取 り替え
次に、自

（事務局）：このガ イドラ インは、全国清涼飲料
工業会、日 本自動販 売機工業会、日本自動 販売
協会が定め ているもので、奈良県のみならず、
全国の自治体や地域の要請に沿って適切な景観
をの調和を 図ることを目的 とするものです。色
彩としては5Y7.5/1.5のベージュ色を基本とし
て、 飲料メ ーカーなどに推 奨しています。

ています。

話基地局の設置に係る届出につ
いては、 現状としては、 各種届出のうち 、携帯
電 話基地局に係るものが 最も多 く７３件となっ
ており、市街地では既に設置済みであることか
ら新たな建設は少なく、山間部では未整備場所
が 多いた め新たな建設が 増えています。形状は
独 立柱のものが６８件と 大部分を占め、建物の
上に設置 するのは ５件と 少ない状況です。色彩
は 全て色 彩基準に適合する範囲 でグレー色かこ
げ茶色のどちらかが使用されています。
届出に 際しては主に次の事項 を指導していま
す。まず 設置にあたっては、良 好な周辺 景観の
次に、携帯電

-

（長坂委員）：感想 を述べ させ て頂きます。写真
を出して頂 いた届出事例について、７ペー ジの
事例１についてはおおむね 良好な 感じで、景観
の規制が効 いているのではないか と感じます
が、 その他 は、どう かなと思います。例えば１
０ペ ージの事例４については、全 体の赤い 面積
4

-

えるので、この場所ではＮ６程度の黒っぽいグ
避けられましたけど、屋根を支える方づえ
レーの方が合っているように感じ ます。またテ
の 赤の強 い造形については、背景の壁が 白くな
クスチャー（表面の質感）ですが、柱に塗装す
った事で余計赤の強さが目立つようになってお
ると、つやが出て背景から 浮いてしまうので、
り、手法としては難しい かなと 感じます。
この 文章だけで一律に指導するのは、まず いの
自動販 売機については２台そろって同じ色に
ではないか と感じます。
そろえた事については配慮されたと思います
が、隣の電柱や背景と比べて合 っている かとい
えば、そうでもないように思います。隣の柱の （鳴海会長）：京都 市では業界に要望して京都 市
の景観に合う自販機を作っ ていたと思います。
グレーと 比べてみ ると、グレー系の方がいいの
街中ではこの色が合いますが、お寺の周りや緑
かも知れませんし。難しいところです。
の多 いとこ ろではこの色は合わないので、業界
１４ペ ージの携帯電話 の柱の例ですが、少な
のガ イドラ インについてもう少し調べてみ ては
くともこの写真で見る色が実際 の色だとする
どうですか 。全国一律この色に限 定するのはお
と、茶色の赤み が強いのではないかと 感じます。
かしいと感じます。地域による工夫や、どうい
景色の中で背景が樹木の 陰にな っていますが、
う場所に建つかで使 い分けた方が良く、一律的
以前申し上げたことですが、樹木の幹が茶色だ
な推 奨色を 作るのは 疑問です。
というのは子供の 頃のステレオタイプですり込
携帯電話 につきましては、総務省の依頼 で以
まれたもので、実際には茶色ではなくほ とんど
前に 作成した景観に合う電波塔の報告書が出て
グレーです。この 写真ぐらい赤 く見える柱を建
いるので、参考にしてください。
てるのでは目立つので、もう少 し彩度を 抑えな
いと景観 的にはふ さわしくないと思います。
（鳴海会長）： 次に資料２ 「公共事業景観形成指
針に基づく景観検討の試行」について、事務
（岩井委員）：１２ペー ジの自販機ですが、ベー
局 から説明をお願 いします。
ジュ色が業界のご推奨のようですが、設置する
地域の問題で、この色が 収まるのは市街 地の同
（事務局）地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ推進課（市川課長補佐）：
じ色の外壁の前に設置するような場合であっ
資 料２「 公共事業景観形成指針に基づく景観
て、写真 の場所は後ろが田にな っており、かえ
検討の試行 」について、説明させ て頂きます。
って浮いてしまっているのではないかと思いま
公共事業につきましては良好な景観形成の先
す。ここではむし ろ設置 前の青 い自販機の方が
導的 な役割 を果たすため、前回の景観審議会で
背景の色には合っ てるの かも知 れません 。景観
ご 審 議 頂 きましたが、「 奈良県公共事業景観形
というのはご当地もので、２台 の色が統 一され
成指針」として作 成したものを用意しましたが、
たことは良くなっ たとは思いますが、全国一律
このうち第６章の「 景観形成の推進方策」 を受
の内容で規制するものではないと思います。
け、 別紙シ ートにより来年度から の本格施 行に
１３ペ ージについて携帯電話 の（２）の③に
向けて景観検討の試行を実施しているところで
ついて、一律的な指導は難しく 今はこう指導し
す。
ているということですが、 そ のう ち に、「 一律
本日お配りしてます「奈良県公共事業景観形
にこうするんだ」 ということにならない かを心
成指針 」 の２２ ペ ー ジ をご 覧下 さい。 第６章
配します。事例の写真がいいと思いませんが、
の「 景観形成の推進方策」 として 記載していま
景観はご当地もので一律ではなく、樹林 地だか
す。１．景観検討の 実施で 「重点 検討事業 」と
ら茶色がいいとは限らない。このように文書化
「一般検討事業」に区分し、メリハリのある景
すると、 それが定 説にな ってしまうのではない
観検討を実施します。重点 検討事業では検討シ
かと心配します。現地に行って実際の色などを
ート をもとに関係者の共通 認識を 図りつつ考え
見ないとわかりま せんが、この 写真では 赤く見
では
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連携を図りどのように進め
ていくか記入します。２－ ２景観法の通知 とし
て、景観行政団体へ の通知 した事 項を記入 しま
す。２－３ その他、景観検討の経緯として、奈
良県 構造物 意匠審査会などの意見を聴いた場合
はそ の内容 を記載するようにしています。
３ ．景観形成にあたり配慮すべ き事項とし
て、事業周辺の景観や土地 利用状況を記載 しま
す。例えば 商業施設が近接している場合や 遊歩
道や市民の ウォーキ ングの場に利 用されている
とか 、田園 地帯が広 がる場所であるとか、景観
として配慮 すべき事 項を記載します。３－ ２地
域景観の目標像、関 連する計画等として、市の
景観形成計画にどのように 位置づけられている
か、あるいは景観計画のまちづくりゾーンに組
み込まれているとか、あるいは風致地区に指定
されているとか、そ ういっ たことを書くように

シ ートを
作成することにより維持管理に関する方針を記
録し次段階へ継承します。
重点検討事業は、４つ決めていまして、①法
令等により良好な景観形成を推進する必要のあ
る地域で行う事業、②橋 りょうなど地域の重要
な景観要 素となる事業、 ③土地の形質の 変更が
大きく、地域の景観に大きな影響を与える事業、
④それ以外で重点的に検討することが適当であ
る事業を 重点検討事業として進 めていきます。
２．推進体制の整備として、 持続的な 実効性
の 確保を 図るため 、今回 も行いました景観審議
会 への定 期的な報告や、 庁内で 実施しておりま
す ワーキ ングや先 進事例の収集 、また、 担当者
へのアドバイス、フォローアップを行いながら
研修を行い、来年度の本格試行に向けて今年度
の 取組を進めてまいります。
資料２ 現在のスケジュ ールですが、７ 月に公
共事業の景観形成に関する職員 向け説明 会を開
催する予定です。検討シートの書き方や試行内
容について説明を行い、８月から景観検討チェ
ックシートの作成を行い、来年２月・３月に試
行 結果を 取りまと め、シ ートの見直しを行い、
４月以降 に景観検討の本格施行を行う予 定で

聴いた場合や住民の

を整理していくものとします。また、

しています。

．景観計画の目標像として、景観形成にあ
たっ てその場所でどのようなことを考えていく
か、例えば田園風景や町並みと河川空間が一体
とな って良 好な景観を形成する場所や、地域の
中で自分た ちの目標 とするところ を書くように
４

しています。

５．景観形成に関する基本的な考え方として、
それに基づく考え方として、５－１当該施設や
空間自体の景観配慮の考え方として、例えばそ
の地域のま ちづくりを踏ま えて考 える、そ の地
域の 特徴となる遺跡 などを 保存することなどを
書くようにしています。５－２自然環境との調
和の考え方として生態系に配慮した河川空間を
形成するよう景観に 配慮したことを書くように
しています。５－３住民等の利用を考慮した整
備の考え方については、地域の住民の方にも利
用して頂く考え方を そこに整理しています。例
えば親水性の高い水辺空間を整備することや階
段護岸へのアクセスが容易になるよう留意して
進 め る事を書くようにしています。 ５ -４ そ の
他としまして新設や維持管理、補修等の際に、
一体 的な景観形成が成されるように協議する事
項を書くようにしています。
６．景観整備の具体的な考え方と内容としま

す。

流れとしては、景観区分チェック
シートの作成を行い、一般検討事業と重点検討
事業に分けて、そ の中で 重点検討事業について
は、景観検討シー トの作 成をし、審議会など必
要な協議を得なが ら順次 シート を更新して取り
組みます。工事着手や完了したものについては、
シートを更新して維持管理し、それらを随時、
地域デザイン推進課に報告して 頂き、アドバイ
ス・データの蓄積・フォローアップし、調整し
ながら進 めたいと考えています。
２ペー ジ以降の 「景観検討シ ート」について
説明いたします。まず、更新履歴として継続的
な 取組の中で、どのように更新 したかそ れぞれ
の年月を 記入します。１ ．事業の概要として事
業 名や重点検討事業の項目を記載します。
２．景観検討の体制・ 経緯について記載しま
す。例えば、審査会などの学識経験者の意見を
景観検討の
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ば、来年度以降に本格施行する予定です。以上
段階で施設の配置・規模・形状等の
で説明を終 わります。
設定し、例えば護岸等の 施設は 圧迫感を 与えな
いような形状、色 彩として、石積みなどを採用
（鳴海会長）：今、 説明がありました「公共事業
することや、遊歩 道を設 置して２カ所に 階段護
景観形成指針に基づく景観検討の試行」につい
岸を設置するなど、設計にあたっての内容を書
て何かご質問はないでしょ うか。
くようにしています。６－２細 部設計、 材料の
設定については、 コンクリート壁による 圧迫感
(長坂委員)：このシートに記入するのは、行政の
を 軽減するよう配慮し、例えばパラペットの表
面をはつるとか、苔等の生育を促進させるとか、 職員が記入するのですか。
周囲の市街地との連続性を持たせた土舗装とす
るとか、自然に近い状態 とするため、微妙な高
(事務局)：コンサルタントを交えて記入します
低差を付けるとか、既存の樹木を保存するとか、 が、基本的には職員が記入します。
そういった設計において配慮すべき事項を書く
ようにしています。
(長坂委員)：このようにきちっとやるのは、いい
７．施工段階の留意点としまして、７－１設
なと思いますが、私 の感想 としまして、３ ペー
計 段階での申し送 り事項 として、例えばアース
ジ の３ ･５の景観形成にあたり配慮すべき事
デザインに関しては、周辺の視点場や河 川敷内
項、景観形成に関する基本的な考え方について、
の 眺めに 配慮して調整して対応 するとか 、材料
区分が少し細かいと思いながら見ておりまし
の 選定に当たっては、現 場で確 認を行うように
た。 チェックをするときは必ず項目を挙げ ない
する事項 を書くようにしています。７－ ２施工
とチェック しにくいので、 逆にこういう項目が
時の景観 配慮の内 容として、例 えば舗装にはど
必要 かとも思いますが、新 しく次に繋げて行こ
のような 材料を使 用するのがよいか書くように
うとしたときに、項目がいくつか 細分化されて
しています。
いると、必ずそれ ぞれの項目で高 得点を 取って、
８．維持管理の留意点として、例えば、遊歩
総合 点を上 げて高評価を得 ようとしますが、そ
道においては破損箇所や 著しい 汚れ、劣化など
れは景観形成やデザインの考え方とは違っ てい
がないか点検を行う、あるいは、遊歩道の周辺
て、ある計画ではこれを非常に重視して行って、
においては、地域住民と 連携して定期的 に除草
ほかの事ではこれは全部やらないとメリハリを
などの維持管理を行うなどの事 項を書くように
付けた方が良い景色になるもので、項目を細分
しています。
化すると、それぞれについて高得点を取ろうと
９．完了報告として、工事が 完了した場合、
するのは不 安です。
９ －１完 成時の振 り返りとして、例えば護岸は
私個人が作るのであれば、５については全部
完成後コンクリートの明度が下がり周囲の町並
１つの四角 になっていて、書くことの内容 につ
みとなじむようになったとか、あるいは一部人
いてはこういう事を書いて 下さいと指定しま
工 的な雰囲気が残 るので 経過観 察を行うように
す。 枠を４つ同じ大 きさにしてしまわない方は
した方が良いのではない かとか を記載します。
いいです。 同じようなことを３の 配慮すべ き事
９ －２で 完成写真 を付ける形にしたいと考えて
項についても感じました。
して、設計

います。

．添付資料として、平面図、断面図、横
断図や協議に使用したパースなどを添付するよ
う考えています。こうい った形で継続的 で効果
的に景観検討が出来るような仕組みで今現在試
行しているところ です。この内 容で問題 なけれ

(岩井委員)：３番目の配慮すべき事項について
の内 容で、景観資源については、どこにどれだ
けの 量がどう分布している か、そ ういうものを
示した方が良いのではないが、景観検討区域の
景観資源について確 認するという意味で書いて

１０
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新しいデータとなるのか、循環
する フローというのが必要になると考えますが
いか がでし ょうか。

か、それがリストとして図面や地図に残
したものが無く突 然に配慮事項 や目標と かを書
いていくのはちょっと危険かなと感じます。と
いうのも、デザインモチ ーフとして活用できま
すし、配置計画を 避けるという意味で確 認して
おいた方が良いのではないか。
もう一点 は、４ペ ージの 維持管 理か、５ページ
の 完了報告についてどちらかになるが、 完成し
たときが一番良くて、そ の後たまたまカビなど
が 生えて 明度が低下してなじむ ようにな ったと
書 かれていますが、そうではなく、維持管理の
中にマネ ージメン ト的な考え方を入れて、供用
開 始したときが完 成でなく、景観は育てるもの
で、５年後か１０年後を計画の中に入れておく

しい公共指針の

はどう

(事務局)：「奈良県構造物意匠審査会」が県の 部
内にあり、どのように活用するか は課題 ですが、
この意匠審 査会が大 規模構造物の景観につい
て、例えば橋りょうなどの色彩についてなどを
検討しておりますが、委員ご指摘 のとおり フィ
ードバック できるように進 めたいと考えます。
（鳴海会長）： 次に、資料 は３ 「景観住民協定認
定制度」について事務局から説明 をお願いしま
す。

必要がある。

（事務局）風致景観課（西川）：「 景観住民協定
認定制度」 について 説明いたします。

ぐらいには、これぐらい塗色した方が
退色するのではないか。植えた木はこれぐらい
伸びるのではないかとか含めて、１０年ぐらい
経過したときが完成ではないか。
ですから「工事が終わりました。ここで完成
です。」 では、景観の考 え 方とは 少 し 違 うので
はないか と私は考 えます。
維持管理やマネージメントという概念が入っ
た方が良いのではないか と考え ます。
１０年後

この制度は、奈良県景観条例に規定がありま

ら地域についてルールを作
ってこの協定が地域の良好な景観に資すると認
められる場合は「景観住民協定」として認定し、
その内容を公表していくものです。地域の良好
すが、住民の方が自

な景観づくりは、住民が主体であること、住民

らが創り育てていく積極的なことが重要であ
るた め、地域が主体となっ て、住民自らが地域
の景観について考え てルールを作って頂き、そ
うい った景観づくりの取組 に光を当てて、自主
的な景観活動を促進していくものです。
景観づくりのルールは、 都市計画法に基づく
地区 計画や建築基準法に基づく建築協定、また
景観法に基づく景観協定などたくさん方法はあ
自

(鳴海会長)：事後の評価ということですね。そう
いう方が良いのではというお考 えですね 。
(宮前委員)：事後評価にも関係するのですが、景
観検討の 流れの中で「アドバイ ス・デー タの蓄
積」欄への矢印が全部ここで終わってますが、
この蓄積 されたデータをどこか に発信する先が
必要であると考え ますが、一番 上の公共事業に
矢印があって、より良い公共事業に役立つとか。
もう一つは、奈良県構造物意 匠審査会がまだ
仮称になっていますが、ここの位置づけがフロ
ーの中でよく分からなくて、景観シート を作成
してこの 審査会に かけて、その後景観検討シー
トの更新となっていますが、指導・助言を得る
機関なの かよく分 からないんですが、指導・助
言を受けるとそれを受けて、さらにより良い検
討をされて工事着手して、そのデータが 元の新
-

りますが、景観住民協定はルールに基づく景観

違います
のは、法 的な効果 がない、いわゆ る紳士 協定で、
住民が自ら取り組ん でいる任意のルールに 光を
当てることによってさらなる景観まちづくりを
推進したいと考えています。
資 料３の２・３ペ ージですが、この住民協定
制度がどういった活 用方法がある かを示してい
ます。例えば良好な市街地の景観づくりを行い
たい、あるいは自分たちが住んでいる緑豊かな
住宅 地を守っていきたい、 新たに 作りたい、あ
づくりの一つですが、ただ景観協定と

8
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達の地域で作ったルールが広がって行
くことで景観づくり への意 識が高まるように助
成しています。内容 としては、協定推進事業と
景観整備事業に対して補助 しています。例 えば
景観のルールづくりに必要な費用、あるいはル
ールに基づいて事業を行う場合に 助成します。
この制度によって、 今後住民の方が自ら取 り組
む景観づくりが進めばよいと考えています。
現在のところは認定は２件ですが、その他に
も住民の方 からこの制度を 活用したいという話
も出ていますので、県の方でも後 押ししたいと
考え ています。

店街のシンボルロードの沿道を何とか
したい、あるいは 門前町 や歴史的な町並みを何
と かしたいなど、自分た ちが住 んでいる地域の
景観を良く見て頂 いてルールを 決めて頂 いて町
づくりに 取り組ん で頂きたいと考えます。
次に４ ページですが、景観住民協定について
の要件は４つあり、①協定の区 域の規模 が一定
以上であること。 ②良好 な景観の形成のために
必要な事 項が定められていること、③協定の有
効期間が５年以上であること、④協定区域内の
住民のおおむね３分の２以上の 賛同があること

に、自分

るいは商

を要件としています。

昨年度から市町村や自治会などに声を掛け、
（鳴海会長）：他の自治体にもあることですが、
この認定制度をアピールしてきましたが、１０
１１月ぐら いに補助金をも らっても、年度内に
月１日に 初めて２件を認定しました。そ の２件
使ってしまわないといけないので、早く作業し
は、生駒 市の鹿ノ台自治連合会と香芝市の真美
ないといけないとい ったことがありますが、こ
ヶ丘自治会になります。内容については、資料
の点 を留意してほしいと思います。補助金 は年
の ５・６ページをご覧下 さい。 生駒市鹿ノ台に
度が 変わっ た時点で 終わるのでし ょうか。
ついては、花づくりによる自分たちの景観づく
りを行いたいということで定 めら れた、「鹿ノ
台花づくり住民協定」を認定しました。住民に （事務局）：今 のところ認定は２件ですが、生駒
市の 鹿ノ台 で花壇の整備で補助申請があが って
よる花壇 の整備・ 維持管 理の花 づくりに関する
います。そ れから、まだ未 認定ですが町の中の
ルールを 決められています。香芝市真美ヶ丘は、
看板の統一を図りたいと取り組んでいる地域も
大規模なニュータウンですが、低層の住宅を基
ござ います。
本とする「環境整備基準」を定めています。こ
の基準に 従って地 区内で 新たに建物を建てる場
（長坂委員）：個別 の事例の話 ですが、花は植え
合には、自治会にどのような建 物を建てるのか
れば 良いというものではないので 申し上げ ま
について計画書を出さなければ ならないことと
す。 スイス の事例が 有名ですが、 窓際に赤 い花
な っており、その計画が環境整 備基準に合って
を設けなさいというルールがあっ て、住民が守
いるかどうか審査するという取組を行っ ておら
ってきましたが、ある一部の住民からやり過ぎ
れます。平成３年 から２２年までに５８ ３件の
て気持ちが悪いという意見が出て 止めることに
審査を自治会で行ってこられました。基準の内
なりました。
容は、例えば壁面の位置を道路境界や隣地境界
元々その集落の景観の中にそんなに窓際に花
から１ｍ以上とすることや、建物の高さは１０
を飾 ることはないのに多くの花を 飾ったた めに
ｍ以下とする、共同住宅の場合は２階建て以下
わざ とらしい景色になってしまっ たという ケー
にする、道路面は 植栽を 施すというようなもの
スです。
です。この基準に基づく指導をして、自分たち
同じように私自身感じることがあります。花
の景観づくりに取 り組ん でおら れます。
壇があって花が良いと一方的に決めつけると植
このような取組 に対して、県では必要な経費
木鉢 の色が めちゃく ちゃになったりします。上
の一部を補助する制度を設けています。 その内
の花 はよいが、白い プラスチック のものや、見
容は７・８ページに記載しております。
苦しいプランターや周囲のブロックに合ってな
これは景観づくりが県民に広 がって行くよう
-
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っているわけで、それを含めて自治会と呼
んでいるということですね。例えば北摂地域で
は自 治会の環境部会が申請 しており、そうする
と自 治会ではないように聞 こえますが、実際は
一緒 ですね 。

花は良いのですが、善意の
悪い結果 は取り締 まりにくいですし、前 向きに
や っている方には 言い方に気をつけなければい
けません が、花を 植えたり花壇 を作るのは作れ
ば良いというものではないということを申し上
げておきたい。

で行

いものがあります。

（岩井委員）： 住民協定は自分が住んでいる地域
にへばり付 いているのもな んです か。例えば奈
良へ はいろんな地域 から集 まってきますが、み
んなで「登大路に花を植える会」のようなもの
が出 来た場合はどうなるのでしょ うか。

（岩井委員）：お 尋ねしますが、今認定している
２つの団体は自治 会なん ですね 。花づくりだけ
の自治会とは別の 「花づくりクラブ」と かいう
ものはないのでし ょうか 。
自治会と花づくりとはイコールのようであっ
て、少し ニアリーで外れている 部分が本来あっ
た方が良いのではないか と思います。自 治会に
は 加わりたくないが、花 づくりには加わりたい
人もいるでしょうし、自 治会は 強制的な 部分が

（鳴海会長）：それはそういうグループを作れ ば
いい んではないです か。
（岩井委員）：それも住民協定になるんですか 。

ありますが、たまたまこの認定された２つが自

治会だったのかも知れませんが、自治会活動が （事務局）：ルールがあることが基本となります。
花づくりに関して地域の皆さんが積極的に関わ
景観活動 とイコールというのは 気分的に 抵抗が
っているという必要があります。
ありますがいかがでしょ うか。
もう一つの真美ヶ丘の例は、規制の観 点から、
ここの地域ではこういうルールで 土地利用を図
（事務局）：委員 からご指摘 のあった件は、自治
っていこうということですが、そこに住んでい
会という 組織形態 ありきというものではなく、
る方 々の合意の上でないと、自由 に土地利 用を
たまたま自治会という組織だっ たというだけで
図りたいというような外部からの声には対応で
す。一定のまとま った土 地があ って、そ の中で
きないというわけです。
志を同じにする一定の人数の集まりがあれば、
花づくりに関しては、外部からこの地域が好
それが、例え個人的なものであっても、かま
きだということで、 企業や ボラン ティアで関わ
いません 。
っている方が集まっても、その活動のベースと
鹿ノ台自治連合会の花づくりですが、これは
なるのはそ の地域の 土地や 施設なので、地域の
自 治連合会の中でも花壇 の整備 を熱心に行って
方の合意形成も必要になります。
いる委員がおられまして、その方々は年度の関
したがっ て、組織 や活動 の形態 は様々ですの
係なく、 継続して 花づくりに携わっているおら
で、 外部の方を含め るということも勿論可能で
れます。 勿論、維持管理には人 手がいるので、
はありますが、少なくとも、その地域の方 々の
残りの人手の半分を自治連合会の会員の方々が
合意形成があるということは要件とさせてもら
順番制による交代で手伝っておられます。この
っています。
た め、活動の中心 となっ ているのは熱心 なボラ
ン ティア 委員の方 々ですが、申請は自治 会連合
（岩井委員）：その地域の方でない者ばかりが 集
から出されています。
まっ て、そ の地区を 花咲かじいさ んや花咲ばあ
さんばかりになっては困りますが。例えば 奈良
（岩井委員）：分かりました。
も観 光県だ から、そ ういうことがあり得る かと
思っ て聞きました。
（鳴海会長)：自治 会の環境部 会のようなところ
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物の場合は、地域に付いているというのは
わ かりますが、緑化とか はグループとしての参
加もあるのかと思います。地域にへばり付いて
いるだけの制度である場合は困 るところ が出て
来るのではないかと思って聞いたのですが。
建

(鳴海会長)：地域に根ざして誰かが発案しないと
いけないわけです ね。サポータ ーがたくさんい
ても地域としては必要無 いといわれれば 、でき
ないわけですね。
(鳴海会長)：次に、その他の景観施策について、
事務局から説明をお願いします。
(事務局)風致景観課（三原係長）：資料 は４から
６を説明します。
資料４ですが、 屋外広 告物規制の関係で景観
計画と連動した規制の強化ということで報告し
ます。チラシですが、広 域幹線 の交差点周辺地
域を屋外広告物の 禁止地域に指定しました。交
差点という場所柄、ドライバーなどの視点が多
く 集まるので、広 告を出される 側からすると、
この場所に競って 掲出しようと 広告物が 集中す
る 傾向があります。特に景観計画の重点 景観形
成 区域は 裏面の地 図に載せていますが、景観計
画 区域の中でも、 特に、良好な景観形成のため
に建物や開発行為などコ ントロ ールするため届
出規模を一定引き 下げるなど、きめ細か い規制
をしています。

ろが屋外広告物は、景観法そのものでは
なく、奈良県屋外広告物 条例において規制する
こととなります。 同条例では、 知事が良 好な景
観形成のために必要と認 める場所を禁止 地域に
指定することが出 来ます。このため、広 域幹線
沿道区域の交差点周辺３０ｍを禁止地域に指定
とこ

しました。

禁止ということではなく、交差点
ですので、方向案 内機能 を有する看板は必要と
なること から、従 前から禁止の適用除外 になっ
ている道 標については、主要交差点となるので
ドライバーの目線で見るということで掲出可能
な 大きさについて 緩和措置を設けています。実
当然一律に
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質的には、商業広告を目的とした野立て看板等
が今 後禁止 になるということです。
もう一点 、議論になりますのは、既にある看
板はどうなるかということです。これは法律に
基づいて処理することになりますが、既存 で許
可を受け立っている看板について、即時撤去は
出来 ません ので、一定の経過措置期間を設けて
います。許可の期間 に合わ せて３年間という措
置をしています。１０月１日からは、新規物件
は禁止となり設置は出来ま せんが、現在、 立っ
ているものは、平成２５年の９月 末を期限 に撤
去いただくということになります。
チラシの裏ですが、交差点の数と看板数を表
に示 しています。広 域幹線沿道区 域は１５路線
ありますが、現地調査の結果、１４７カ所の交
差点があります。その中で８月末時点で２２７
の看板を確 認しました。詳 細まで書いていませ
んが、１４７の交差点全てに看板があるわけで
はなく、約半分の交差点には看板 がない状況で
す。 信号機を有する 広域幹 線沿道 区域内の 交差
点周辺を指定していますので、今現在看板か無
い交差点であっても、指定された場所に新 たな
看板は設置できません。
続いて資料５ですが、市町村の景観行政団体
への移行状況として報告します。
この中の円 グラフで景観行政団体となる意 向が
ありで、具 体の予定なしの市町村ですが、３市
町村で、枠の中に「大和郡山市」と「天理市」
ともう一つ 「香芝市 」が抜 けていますので、申
し訳 ありま せんが、書き足 しをお 願いします。
これについては、 国交省が景観法の活用意向
調査として 毎年調査を行っ ているもので、 ７月
１日 現在のデータとなっています。
後は、参考として 既に景観行政団体にな って
いる奈良市、橿原市、明日 香村を 含め、景観行
政団体への 移行状況を記載 しています。奈良市、
橿原市、明日香村は、県が景観計画を策定する
ときに既に景観行政団体であったり、なる 予定
であ ったので、景観計画区 域から除いています。
生駒市、斑鳩町については先日、景観行政団体
の同 意をしまして、 来年１月より景観団体にな
る予 定ですが、現在 運用しています奈良県景観

計画

そのものを、１月から生駒市と斑鳩町が運

のはよいことと思います。資

気づいたことを一点お話しします。
これとは 別に古都 風致審 議会がありまして、
それに関わっています。古都の審議会はピン
ポイントになりますが、ここでの景観審議は広
く、色 々な要 素が絡ん でいて、県内でも地域によ
って見方の違いが濃くあります。
気になるのは、ここで審議されたことについ
て、地域の 現場にな かなか うまく 伝わっていな
いことがありまして、それはどうしてなの かと

用し、届出の事務処理をすることになります。
独自の景観計画を運用するまでの

料を見せて頂き、

間は、県の景

該市町が運用することになります。
このため 、本日いただいた審査に関する意見な
ども踏ま えて、業務に バラツキ が出ないように、
情報交換を行ってまいります。
資料６ については説明 者交代します。
風致景観課（堀口）：資料６について報告します。
基礎的 自治体である市 町村の景観法を 活用し
た 取り組みの促進、また地域の住民が自主的に
景観づくりに取り 組むことを促 進するの 目的に
１１月１ ６日に「美し近 畿景観 セミナー in奈
良 」として開催しました。
内容は２部構成で、１ 部では鳴海会長に基調
講演をして頂きました。２部は実際に地域で取
り 組んでいる事例を住民の方などから発 表して
観計画を当

思います。

皆さんご存じの一例を挙げますと、明日香村
のお 寺の隣 で大きな建物が建ちまして、大変話
題になりました。建物を低くしなさいと言う
指導には応じられましたが、色彩 については、
どうにもな らないもので、形より色彩が目 に入
るものです から。
その時に色をどうするかという話が出て、商
売したいといことで、目立つように建物の色を
ピンクにしたいと話が出ました。
施主から施工者へ、こうして欲しいと要望し
ますが、このような場合、 施工する側の知識や
センスが問題になります。
施工する人たちへのアピールや施主に対して
指導する体制づくりも大切 と思います。

いただきました。

講演では鳴海会長より多くの事例や写真
によりお 話を頂きました。また、２部の事例発
表は、県と NPOとの協働 事業、住宅地の景観づ
くり、歴史的な町並みを 活かした景観づくり、
自然環境の保全などバリエーションの違 う事例
を発表頂 き、参加 者からアンケ ートをお 願いし
たところ好評でした。
その中には景観づくりにどう参加すればいい
かわからない方が、このセミナーに参加して第 （鳴海会長）：それはその後どうなりましたか 。
一 歩をどう踏み出 せばよいかわ かったというコ
（鳥頭尾委員）：県の方からも指導して、落ち着
メントも頂いています。
いた色になりました。
資料の後半には アンケ ートの 結果の一 部を載
せていますが、アンケートがまとまりましたら、
（江川委員）：最初 の報告に関して話をします。
ホームペ ージなどで紹介 したいと思います。
今日話して頂いた内容については、県として良
く取 り組ん で頂いておりますが、景観・環境保
(鳴海会長)：ただ今、事務局から説明がありまし
全センターの監視員が監視活動を行っていると
た 「その 他の景観 施策」 について何かご 質問は
かは、すごいと思いますが、やっぱり資料１の
ないでし ょうか。
この色です ね。
これは景観計画を 作って主旨を 説明しても、
（鳥頭尾委員）：美しい景観づくりは、なかなか
主旨 を理解 しようとしない人や理 解できない人
難しいものです。
には、使い方がうまく行か ないわけです。
どの府 県も景観は大事と考え ていると思いま
例 えば、この色の ガイドラインのことをいく
すが、奈良県の場合は特殊な県でもありますの
ら話しても、主旨をわかっている方はどのよう
で、このように景観づくりの資 料を出して頂く
基調

- 1

2

-

ネルギーをかけていて、何でこれが出来ないの
かと私は思います。
当 面は、この審議会の部 会で見るだけでも簡
単に見られるので、それを積み重ねて行くこと
が重 要と思います。
将来にわたっては、県庁の中で景観の本質に
関わるものを勉強して、景観をリ ードし、数名
で協議を重ねながら 一つ一つの事例を蓄積 する
以外 に、景観を良くすることは出 来ないと思い

使うか考えてくれますが、そう言う発想
や 経験の 無い方は、この色彩の中であれ ばこれ
で良いんじゃない かということになると思うん
です。そ の結果が 今日見た資料 の写真ですね。
これを見ればわか りますが、これでは景観は良
くならない。
そこで、前から言っていますが、これを実行
力のあるものにするには、どうすればよいか考
える必要があります。どうすればよいかという
と、わかった人が 説得しているわけです。そし
て それが、１０年後２０年後に自信が持 てる人
た ちが説得するし かないと思います。この中に
ある色を 使えば良いという話だけでは良くなら
ないのはこの資料 を見ても明らかです。
前から いっているのは、奈良県としては「デ
ザイン室」を作ら ないといけないんです。そこ
で 専門家 を養成して、そ の者が 相談に乗 り、な
ぜこれではいけないか一つ一つの事業者に説得
して、知識を蓄え てフィ ードバックしていかな
いと景観は良くな らないと私は思います。
実際にうまく行っているところは、そうやっ
ていると思います。横浜 市のようにです ね。し
かも何人かの者が協議しておれば自ずと答えが
に色を

ます。

私は最初から、景観デザイン室のようなもの
を作らないとこの問題は解決できないと申 し上
げてきましたが、是非ご検討下さい。
（上田委員）：今日は色ん な話 を伺いまして、 質
問しますが、今日見た資料は取組の結果ですが、
ここに出てこない参 加とか連携を 促進するよう
なことはや っていま せんか 。
景観は色 んな方の 対話の中で変 わっていくと
改めて感じたのですが、セミナーも一つの手法
ですが、鹿ノ台の話 もありましたが、住民の方
やそ れ以外 の方の参 加や連 携を進 めていくよう
な事を考え ているか どうか教えて 頂きたいと思
いました。

出ます。

えば、奈良県の観光で素敵なところは、景
観保全であ ったり、建物にはこういうスト ーリ
ーがあって、施主を 説得してこの景観が出 来上
がっ たというストー リーがあれば 観光客に 伝わ
れば 、もっ と素敵な観光資源になり、同じ もの
でも ストー リーが加 わることで光っていくと思

少なくとも今現在、月に十数件の届出しかな
いわけですから、 専門家 が見れ ばすぐ良くなる
わけです。ちゃん と説明 できると思います。
これだけで理解 するのは無理だと思う。きめ
細 かく説明できる 組織を 作らない限りは、こう
いう事が 永遠に続 いて行くという見本です。
背景との色の使 い方と かをこうすれば こうな
るのではないかと協議を 重ねて、相手に 納得し
てもらえ る答えに導いていくことがない 限り、
景観を良くすることは無 理だと思います。それ
がデザインマネジメント と私は思います。デザ
インレビューとか いいますが、行政が行うデザ
インマネジメント が重要であると思います。
例えば 事例として、建築審査会なんか では、
特定の物件について毎月開催して、みんなで話
し合っていますので、出 来ない 話でないと思い
ます。これが毎月 何十件も届出が出れば大変で
すし、人員不足と かいいますが、これだけのエ
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います。

そういうのは、色々な人たちとの参加や連携
や対話から生まれてきますが、そ う言った 取組
を行 っているか、また考え ている かお聞かせ下
さい。

（事務局）：今 日の資料の中で 取組の事例発表 の
一つとして 紹介しております景観 セミナーの事
例発 表の中で、協働 による景観づくりがありま
す。これは、奈良デザイン協会が 「県民景観学
校」の取組を県とＮＰＯの協働事業として、県
が奈良デザイン協会に委託 し、奈良の景観につ
3
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賞をやっていますが、優れたも
のを 表彰する、つまり飴と 鞭で、 鞭があれ ば飴
もあ って優 れたデザインをする人や施主を 育て

町づくり活動している団
体や学生 の方々が一緒になって 現地調査やワー
クショップを行ったものです。
特に今回は観光路線としての駅前や幹線道路
を ターゲットとして、見 学や意見交換を行って
頂きました。
この中で一番の課題となったのは、事業者の
参 加です。企業にも参 加を呼びかけたのですが、
事業者からの参加 はありません でした。やはり、
事業者が 施主になるわけですから、そういった
方もに呼びかけをして参 加いただくのが、今後
重要であると考えております。
また、県としては、規制の観 点からの関わり
だけでなく、住民協定認定地区 の連絡協議会な
ど、より 多くの方 々が実践的に参加できる場も
設けていきたいと考えています。
意識醸 成のため には、 実際に 取組を行 ってい
る住民同士の生の 声が聴けるような場を 提供さ
せて頂いて、一歩一歩進めたいと考えています。

上建築デザイン

いて、事業者、行政や

るには、悪いものを罰するだけでなく、良いも
のを

表彰して両方無ければいけないと思いま

す。

私は奈良の景観デザイン調和賞の審査委員を
８年やっていますが、見ている実感としてプラ
スになるものは少ないと感じます。良いなと思
うのは守る 側のデザインボキャボラリーつまり
伝統的な形態で作ればある一定の水準になって
います。

それは横浜市なんかに比べると地域性がはっ
きり出ていて、良いことだと思いますが、 今こ
こで 取り上 げられたように、新しいものになる
と誰 が何をどうして良いか全く分 からない状態
なん ですね 、それに関しては、われわれ専門委
員会に参加 する者でも奈良 らしいとか、これか
らの奈良とかはいえなくて、昔のデザインにつ
いてはいえ ても、これから の新しいデザインは
分からない状態です。
もう一つ 申し上げ たいことは、景観の一定的
なみんなが 望ましいと思う景観は１０年や２０
年で、出来 ると思っ てはいけないことで、建築
物や工作物の寿命を考えると、そんなに短く出
来るわけがないので、逆に、頑張っている方に
申し上げたいのですが、今、結果が出ないこと
を気 にすることはない。１００年２００年の話
をしないといけない 訳です から、 少なくとも取
組の前向きなメニューとして、飴と鞭の両方の
バランスを今やっと取り組み始めた時期なんだ
と。このように、プラス方 向の話 をしないと、
例えば２４ 号線の景観は良くなら ないと思 って

（鳴海会長）：奈良県内で景観施策について頑張
っていることを、奈良に観光に来ている方にも
知って頂くと、観光の味わい方も違ってくるの
ではない かと思います。
例えば 、先般の セミナ ーであ ったり、高取町
の 土佐地 区は、観 光客がたくさ ん「お雛 さん」
を見に来 ますが、地元の方は町並みを残 してい
きたいと考えて「 お雛さ ん」にたどり着 いたん
ですね。見に来る方もこの地区 の方は町並みを
大切にしていると感じて「お雛さん」見に来る
のと、町並みだけ見に来 るのでは、ちょっと違
うということを知って欲 しいと思います。
県としてもどういう方法でやれば良い か、理
解して頂く方法を検討して下さい。

います。

（長坂委員）：先ほど江川委員が言われたように、 （鳴海会長）：予定の議事は終了いたしました。
進行を事務局へお返 しします。
このままでは景観が良くならないということで
すが、景観を良くするた めには、規制やルール
（事務局）： 閉会
をつくっ て良くしようとするのは、言葉 として
景観 ･環境局長挨拶 （略）
お かしいと感じます。悪くなるのを防いでいる
というのが今の規制だと思います。良くなるの
以 上
は、江川委員が言 われた 横浜市では、５ ０年以
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