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第５１回滋賀県景観審議会議事概要 

 

 日 時： 

平成１９年７月１１日（水）午前１０時から正午まで 

 

 場 所： 

滋賀県合同庁舎７Ａ会議室 

 

 議 題： 

  （１）滋賀県景観計画の策定に関する考え方について（諮問） 

  （２）滋賀県都市計画審議会専門委員会との合同専門委員会の設置について 

 

 出席者： 

    小浦委員、佐野委員、谷委員、濱崎委員、福山委員、 

山崎正史委員、山﨑和子委員、山本委員 

 

 欠席者： 

  中野委員、宮城委員 

 
 

事務局： 

本日はご多用の中、ご出席いただきましてありがとうございます。ただいまから第 51 回滋

賀県景観審議会を開催させていただきます。開会にあたりまして、都市計画課長の中村より

ごあいさつ申し上げます。 

 

課 長：（挨拶） 

 

事務局： 

本日の審議会の定足数ですが、委員 10 名中８名の方にご出席いただいております。ふるさ

と滋賀の風景を守り育てる条例施行規則第１８条第３項の規定により、本日の審議会が成立

していることをご報告申し上げます。 

なお、本日の審議会は公開で行わせていただきます。傍聴者の皆様には円滑な進行にご協

力をお願いします。 

 

事務局： 

次にこの４月で事務局に異動がございましたので、自己紹介をさせていただきます。 

  （順次事務局自己紹介） 
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事務局： 

資料の確認をさせていただきます。 

（資料の確認） 

不足がございましたらお申し出いただきたいと思います。 

これからの議事進行につきましては、施行規則第１８条第２項の規定によりまして、会 長

にお願いします。 

 

会 長： 

 それでは審議に入りたいと思います。まず滋賀県知事より諮問が行われております「滋賀

県景観計画の策定に関する考え方」について事務局から説明願います。 

 

事務局： 

 諮問文を読み上げさせていただきます。 

  （諮問文の朗読） 

  なお、本諮問につきましては、来る７月２５日に開催されます都市計画審議会においても

同様の諮問を行いますことを申し添えいたします。 

 

会 長： 

 ただいま滋賀県知事から「滋賀県景観計画の策定に関する考え方」について諮問がござい

ました。県では今年度中に景観計画の策定とあわせて風景条例の改正を行うとのことであり、

当審議会においても精力的に審議したいと思います。委員の皆さんにはご協力をいただきま

すようお願いします。 

 それでは事務局から資料の説明をお願いしたいと思いますが、２つ目の議題であります滋

賀県都市計画審議会との合同専門委員会の設置についても諮問事項と関連しておりますので

一括で審議したいと思います。事務局は諮問事項の説明とあわせて合同専門部会の設置につ

いても説明をお願いします。 

 

事務局： 

 それでは、諮問内容の説明とあわせて合同専門委員会の設置についてご説明します。 

(資料説明) 

 

会 長： 

はじめに事務局の方よろしいでしょうか。スケジュールが私からすれば、短い期間だと思

います。今年度中に議決をしなければならないという理由は何でしょうか。 

 

事務局： 

今すでに５つの市町が景観行政団体になっていますが、今後まだ景観行政団体になりたい



第 51回滋賀県景観審議会議事概要 

という市町がいくつかあります。そのときに県が景観計画を立てていれば、市町が景観行政

団体になった際、その計画が市町の景観計画として引き継がれます。早期に県の景観計画を

策定し、なるべく市町に継承していきたいという考えのもと、ひとつの目標として今年度中

の策定を目標としています。 

 

会 長： 

条例ならば、後々具体的なことを決められるような文言にすることは可能です。しかし、

景観計画は、どの時期までに何をおこなうのかを決めなければなりません。あるいは、将来

的にも景観行政団体にならない市町の中まで考えるのであれば、このスケジュールでは短い

と思います。 

 

事務局： 

県としては、風景条例が２０何年かの歴史をもっていますので、この風景条例を継承した

形で景観計画を立てたいと考えています。風景条例においては、琵琶湖景観形成地域をはじ

め、９つの地域・地区を指定し、それぞれに景観形成基準があります。その地域・地区と基

準をそのまま景観計画にスライドさせたいと考えています。ただ、琵琶湖周辺については一

定の規制強化をした上で継承したい。 

将来的にも景観行政にならない市町個々に絞った景観計画については、県で立てるべき景

観計画ではないと考えています。 

 

会 長： 

この件について、皆さんのご意見をいただきたいと思います。 

もう１つ、スケジュールでは景観審議会と都市計画審議会に諮問のち、合同専門委員会を

経るだけで答申になっています。景観審議会と都市計画審議会は答申の前にはやらないので

すか。 

 

事務局： 

答申の前に景観審議会、都市計画審議会をそれぞれ開催させていただきたいと思います。

審議会でご意見が出れば、当然修正が生じますので、再度開催するということもあり得ます。

とりあえず１０月に本審議会を予定しています。 

 

会 長： 

今のご説明で、短い期間でやろう、というのはわかりました。というのも、地域や区域は

広げず、今までの蓄積があるので、それを移行するという考え方です。しかし、昭和５９年

と現在では住民の考え方や景観についての意識もずいぶん変わっています。皆さんの意見も

聞かなくてはいけませんけれども、短い期間だなという印象を受けます。 

ほかの委員の方々、いかがでしょうか。 
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委 員： 

市町への景観計画と条例の説明、意見調整が半年間という非常に短い期間ですが、そこま

で急がれる必要があるのかなと考えます。 

現在、近江八幡・大津・高島・彦根・守山、５つの市が景観行政団体として名乗りをあげ

て、独自の景観計画を基に積極的に施策を推進しています。このような中で、景観法に規定

されていない独自の取り組みとして、景観行政団体連絡協議会を新たに設置すれとなると、

主体性はどのようになるのでしょうか。 

そもそも景観行政団体に名乗りをあげて県から同意を得る事は、その市町が独自に景観行

政を行うことにお墨付きをもらい、住民や県にご意見を聞く中で、景観行政を推進する事で

す。それらに影響しすぎるのも具合が悪いのかなという気もします。 

 

事務局： 

県と市町にとって、共通理念として守るべきものは当然あると考えています。具体的には、

その１つが琵琶湖です。琵琶湖の景観というのは対岸から見えますから、１つの景観行政団

体だけで守りきれる景観ではありません。あるいは、一方の市町において望ましくない景観

が形成される事もあり得ます。このような意見調整を、景観行政団体協議会で話し合いをす

ることによって、公的な拘束力はありませんが、一つの方向に向かって滋賀の景観保全を図

りたいと考えています。 

任意の協議会でもよいのですが、条例の中に協議会を位置づけた上で参加を促したいと思

います。 

 

委 員： 

この問題は、景観法上の非常に難しいところだと思います。景観法上の景観計画を策定す

るときに、１つのエリアに対して２つの自治体が法定計画をつくることができません。しか

し、滋賀県の特徴として、琵琶湖をはじめとして非常に広域の景観をもっています。 

県全域について景観計画を策定できる状況ならば、時間をかけて内容を精査すると良いと

思います。しかし、市町村が景観行政団体になると、都道府県にとってどうしても白抜きが

出てきます。この状況下で、県の景観計画の役割を考える必要があります。 

全国的にも、広域景観の問題は最初から予見されていましたので、東京都のように都全体

の景観計画を策定してから市区町村に渡していくというスタンスで、強固に景観行政団体を

認めなかった例もあります。あるいは、滋賀県のように、独自に景観行政をやっていくこと

の重要性を認め、積極的に景観行政団体に同意した自治体もあります。景観法の性格上、多

くを自治体に委ねていますので、それぞれの自治体の判断だと思います。 

察するに、県として琵琶湖など広域の景観について、最低限の基準を継承して欲しいとい

う考えがあるのではと思います。広域の景観を守るためにも、空白箇所が生じるのを避けた

いという緊急性にかんがみて、このようなスケジュールになっているのではないか。 

県の景観行政をどのように展開するべきかという総合的な課題と、白抜きがでてくるとき

に広域景観に対して県の景観計画をどうするかという課題があります。これらをスケジュー
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ル的にどう検討していくかということを、事前に十分了解しておく必要があります。 

 

事務局： 

委員がおっしゃったように、景観法の枠組みを使うということが最低限の目的です。今日

まで風景条例で行ってきたものを継承し、加えて琵琶湖の周辺については新たに少し規制を

強化したものにするというのをまず第１弾としたい。そうすると新たに景観行政団体になる

市町については、最低限の基準は継承できます。 

地域らしい景観形成のあり方については、景観行政団体が継承した景観計画に付加するこ

とも可能ですので、県としては県土の景観を守る最低レベルのところで景観計画を立てたい

と考えています。 

仮に景観行政団体にならないという市町が生じた場合には、その区域については景観計画

の内容を再検討したいとも考えています。とりあえず現段階では、景観計画の枠組みという

ものを整えたい。 

 

委 員： 

今後、景観行政団体を認めていくというプロセスの中で最小限共有する内容として、現在

の風景条例の基準は提示できるように県の景観計画を用意したいということですね。 

次のステップとして、総合的な景観施策を検討し、景観計画に順次反映させていくのかど

うかによって、条例のつくり方も変わります。条例にどのようなことを用意しておかないと

後々やりにくいかとか、技術的な組み立ても変わってきます。スタンスとして段階的に充実

させていこうという意思があるのかどうかを確認したいと思います。 

 

事務局： 

もちろんその意思はあります。ただその前に、各市町には積極的に景観行政団体になって、

県の景観計画を継承した上で市町独自の景観行政を進めて欲しいとも考えています。 

 

委 員： 

それはもちろん大事なことです。 

 

委 員： 

先ほど高さに対して共通する理念を説明されました。琵琶湖景観形成地域を見回していっ

たとき、大半の高層建築物は大津市です。しかし、大津市内の琵琶湖景観形成地域には商業

系の用途地域がたくさんあります。また、１３メートルという具体的な数字も説明されてい

ましたが、大津市においては、眺望景観保全地域や重要眺望点を設け、山並みの稜線を切ら

ないよう規制誘導を行っています。理念的なものであるにしても、県と市による二重の景観

計画にはかけられないのであれば、それは何か相矛盾するものを感じます。 

また、連絡協議会で共通する理念を確認してしまうと、結果的に各市町村の景観計画につ

いて何らかの影響を及ぼさざるをえません。 
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こうした議論をするのに、本当に半年間でできるのかなと非常に心配します。各市町とは

すでに何回か集まられて、準備委員会的なことはされたのでしょうか。 

 

事務局： 

何回もというわけではありませんが集まっていただき、今日のような内容を各市町にご説

明しています。すでに景観行政団体になっている市につきましては、県が計画をつくっても、

市の景観計画の内容について強制力はありません。それでも基本的には同じ方向で動きまし

ょうと確認をしています。 

ただ具体的に個別の話、例えば大津で高層のビルが建っているところに１３メートルとい

う規制を持ち込む事に対して是か非かという議論はあります。過去数１０年間にわたる都市

計画の中で、現在の姿があるわけです。それを全く無視して、新たに景観だけの要素でもっ

て高さを抑えようとしても、まずほとんど実効性がありません。そのためにも、都市計画と

の整合性というのは考慮されるべき問題です。ただ、この市は景観行政団体であり、県の景

観計画から抜けてしまうから、まったく別の世界として行いますという話ではありません。 

琵琶湖の景観を守るためには、琵琶湖岸については高い建物はあまり望ましくないという

考えがベースにあります。しかし湖岸全域を規制するというものではなく、規制あるいは緩

和のメリハリがあってもいいと考えています。 

以上のような内容であれば、協議会の中で話し合いをしていくことが可能であるという話

はしています。とりあえず景観行政団体連絡協議会という枠組みをつくらないことには、そ

ういう話にもなりませんので、ぜひともつくりたいと考えています。 

 

委 員： 

趣旨はよくわかります。しかし、各市町の中で協議し、都市計画審議会なり景観審議会の

中で議論を経た上で、県との意見調整に臨まれることもあると思います。それが本当に半年

間で可能なのかなと、懐疑的です。 

 

事務局： 

あくまでスケジュールは県の案としています。当然庁内でもいろんな意見がございますし、

市町でもいろんな意見がございます。この審議会、あるいは都市計画審議会でもいろんなご

意見をいただき、その結果としてスケジュールが延びることもあり得ます。 

ただ、ある区切りを設けないとなかなか事務局そのものが動いていきません。このスケジ

ュールでもって２月議会を目標に行うというのを目安にしてします。何らかの要因でもって

遅れることはあっても、とりあえず２月を目指したいと思います。 

 

委 員： 

連絡協議会の件については、南湖は対岸ならばランドスケープとしては一体性があるほう

が好ましく、市町に調整機関があるのはいいと思う。しかし、地域の特色ある風景づくりは

市町が主体との答申を踏まえ景観行政団体を認定しているという背景もあるので、それなり
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の主体性は確保したほうがいいと思います。 

高さ制限については、行政への期待や義務から設けたほうがいいとは理解をします。しか

し、基本的には都市計画法に基づいて市街化区域なり調整区域というのを決めて、用途指定

をしています。商業地域に用途指定をしているという前提があるにもかかわらず、１３メー

トルで高さの規制をすることは、個人資産の評価減にもつながります。 

どうしても高さ規制ということであるならば、都市計画審議会によってもう１回用途地域

変更までして、それなりの建基法上許せる範囲内で用途地域に変更してから、新たに景観法

の枠組みで高さ制限するというのであれば、法体系としては一体性があると思います。 

容積率６００パーセントを建ててもいいですよという都市計画決定が行われている中で指

導監督しても、あまり効果は発揮しない。 

マンションが乱立するのが本来の姿でないにせよ、商業地域は日本国土の中で最も自由に

土地を活用できる用途です。しかし都市計画審議会を経て慎重に用途地域指定されているに

も関わらず、景観上の問題だけで高さ制限をするということは、行政として一貫性のない思

想ではないか。 

 

会 長： 

それを踏まえ、合同専門委員会で進めようとしているのかと思います。個人的な意見です

けれども、現行の都市計画というのは、景観という観点があまりない時期、人口が増加し経

済が急成長した時期に作られているので、時代とともに見直すべきことがあると思います。

都市計画の本来の機能的な面からの見直しもありますが、現在どちらかというと、景観とい

う面からその見直しへの動きがあるよう思います。景観だけで都市計画を変えてしまうとい

うことではなくて、景観と都市計画のどちらが先にということではなく両方から、あるべき

という姿を調整する必要がある。 

景観法では建築物の形態と色彩だけについて変更命令はできるが、規模や位置について変

更命令ができません。都市計画も変えるべきところがあり、景観のほうももう少し考えるべ

きところがある。この短い期間で景観計画の仕組み、あり方をどれぐらいの枠組みにするか、

そこがポイントだと思います。 

それから最低限という表現が、市町が景観計画で規制を強化する際の合意形成において足

かせにならないか、慎重に考える必要があります。 

 

委 員： 

風景条例は、県民や県で何かをしようという方には浸透していると聞いています。これま

での規制や風景づくりへの取り組みは、強制力が弱いというものの、かなり評価されている

のではないですか。 

これを続けていくということが、会長がおっしゃるように足かせになるような事態という

のは起こりうるのですか。 

 

会 長： 
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例えば、湖岸道路肩から１３０メートルというエリアに規制があります。その後ろだった

ら、当然エリアから外れます。市町がエリアを見直した結果、やはり２００メートルまで拡

大しようとするとき、数字を案として出しにくくならないか。 

 

事務局： 

たとえば彦根市では景観計画で彦根地域の旧市街地すべてについて高さ規制を持ち込んで

います。それぞれの景観行政団体がそれぞれ特に守りたいところがあり、そのためには何を

するかというのは、当然考えるべき話です。 

県が、個別の地域特性まで取り込んだ形で景観計画立てるのは、馴染まないと思います。

県にとっては、市町に最低限継承して欲しい部分と、地域の景観を守るために独自の施策を

行って欲しい部分があります。現在３０メートルで景観形成地区を定めて、厳然と運用して

いますから、少なくともこれは引き継いで欲しい。 

景観行政団体になった市町がエリアを拡大する事は歓迎します、狭める事はやめて下さい、

というのが最低限度という考え方です。 

 

会 長： 

考えている事はよくわかりますが、市民の受け取り方の問題があります。それ考慮して、

エリアを拡げて風景のあり方を明記すれば、後々動きやすいと思います。 

 

事務局： 

昨年「湖国の風景づくりマスタープラン」をつくっていただきました。県の景観行政のベ

ースになるものです。これ以上突っ込んで、各地域のあるべき姿は地域が独自に考えるべき

ではないかなと思います。そのためにもマスタープランをつくっていただいたわけです。 

県の景観計画の理念や目的というものは、この風景づくり宣言で言われているという認識

をいたしております。規制内容について、今後検討していただきたいというつもりです。 

 

委 員： 

規制内容の議論とともに、景観計画の中の景観方針をどのようにつくるか、行為の基準に

書く内容とどのような役割分担をするかを考えておく必要があります。 

景観計画の基準とあわせて、方針も法定計画ですから、方針のところにまちのあるべき姿

を書き込み、それを協議の手がかりにするという使い方をしている自治体があります。基準

は届出とはいっても規制ですが、方針のところに書くことで、協議の手がかりとしていこう

という動きはずいぶん出てきています。このことを会長はおっしゃっているのだと思います。 

 

事務局： 

否定をするわけではございませんが、県が風景条例をつくる際にも、９つの景観形成地域・

地区について現状を調査し、将来あるべき姿というのを描いた上で基準をつくっていますの

で、景観形成地域・地区にはすでに景観方針があるという認識をしています。それは時代と
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ともに見直すべきところはあるかもしれませんが、目指すべき景観というのは、すでに各指

定地域に定めております。 

区域指定をしていないエリアについては、一律高さ１３メートル以上あるいは４階建ての

建物等は景観に与える影響が大きいということで、大規模建築物等届出制度を設けています。 

 

委 員： 

すでに目指すべき景観が明らかにできているというのであれば、それを皆さんで確認した

上で進めていくべきではないかなと思います。まだ確認できていないから、それを疑問に思

いますのでプロセスを踏んでいただければよいかと思います。 

 

会 長： 

委員の方に地域・地区を一度見てもらう機会があったら良いと思います。 

 

事務局： 

各地域・地区については、基本計画や基準を定め、１つの冊子にしていますので、今すぐ

にでもその冊子をお渡しすることはできます。ただ景観計画案の策定に際して、それを少し

アレンジしています。これにつきましては８月の合同専門部会に間に合うように作業中です。

委員の皆様方には合同専門部会と同じ資料を送りますので、現段階では今の風景条例の基本

計画をご覧いただくということでいかがでしょうか。 

 

会 長： 

そうしましたら、合同専門部会に用意される資料を各委員にお送りし、ご意見をいただい

て、その結果次第でこの景観審議会の開催を検討してもよろしいでしょうか。 

あるいはどうしてももう１回開くべきだということでしたら、そのように準備してもらい

ます。 

 

委 員： 

意見を丁寧に聞いていくということですか。 

 

会 長： 

その意見次第でもう一度開くかどうか判断し、開かない場合も皆さんに承認をしていただ

く。そういうことでよろしいでしょうか。 

それから専門部会をこの景観審議会から選任して審議するという案を出されたのですが、

それについてはいかがでしょうか。 

 

委 員： 

それについては特にありません。 

高さ規制ついて意見を付け加えます。都市計画審議会が見識もって規制をされている中に
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あって、全然違う規制を行うのは、行政としてどうでしょうか。 

県有施設でも、１３メートル、１５メートルといった基準となれば、これに抵触してしま

うものも出てきます。マンションでも、同じ商業地域で一方はこんなに高いのに、隣に建て

るものは１３メートルに規制されることになったら、民間人からは理解されないと思います。

適切な行政指導で住民等が理解できるよう、既存不適格建築物ができないような調整をする

方がより実効性もあると思います。 

 

会 長： 

それでは、合同専門部会を開いて進めてもらうということでよろしいですか。 

情報は皆さんにできるだけ流して、ご意見を聞けるようにしたいと思います。提案がたく

さんあり、景観審議会を開くべきだという意見があれば必要に応じて開催するという含みを

持たせたいと思います。 

 

委 員： 

先ほどから意見があるように、今年から審議に入った方も結構いますし、情報をもう少し

丁寧にいただけないかということを要望させていただきます。 

パワーポイントで説明をいただいたのですが、流していくような感じで、数点理解しきれ

なかったところございます。 

景観行政団体等の位置づけも、外から見ていたイメージでは、むしろ積極的に景観保全を

されていると名乗り出た自治体というだけしか認識してなかった。それなのに、最低限のこ

とに関するだけだという言い方をされると場合と、守りたいことがちゃんとある言われる場

合があり、混乱します。これから情報をいただく際は、きめ細かにいただけるほうが話し合

いをしやすいと思いますので、この点を要望いたします。 

 

会 長： 

先ほどのパワーポイントは、６枚が１ページになっているのでもいいので、回付すれば分

かりやすい。 

他に何かご意見はありませんか。 

 

委 員： 

都市計画の制度とか細かいところは全然わかりません。でも、普通に町を歩いていて、こ

の高さの建物が建って、そこの風景が悪くなったと思うことがあります。法的には建てるこ

とが可能であっても、一般庶民の感覚では「えっここにこんなのいいの。ちょっと目障り。」

と思うことがよくあります。 

景観法ができたときに、このような一般的な感覚に照らし合わせるものができるのかなと

期待していました。それなのに、都市計画との兼ね合いで、そうした建物ができてしまうと

いうのであれば、景観法は何か庶民から離れている。疑問に思い続けていることです。 
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会 長： 

景観に関する問題というのは、元来、都市計画の問題なのです。しかし、市民は都市計画

制度がわからないから、それを景観の問題にしているというように思います。景観問題は、

市民から見た都市計画の問題なのだと思います。 

ところが、景観法ができたが、景観の問題は都市計画の問題だから景観法ではあまり踏み

込めないというミスマッチが起きています。ただ、都市計画にも影響を与えるという考え方

もできます。だから都市計画でも審議し、両方で調整するということです 

市民の常識的なまちのあり方と、今の都市計画とがだいぶ離れているところはたくさんあ

ります。現在せっかく良い環境にあるのに、市民の常識からかけ離れた建物を建てられる地

域が、日本中非常に多い。皆が２階建てで暮らしているところで、１０何階建てができてい

る場所が非常に多いです。網膜に映る姿の美しさというのを超えた景観も意識して調整して

欲しい。 

ほかにご意見はありますか。 

 

委 員： 

景観計画の一番の基本になるところというのは、皆さんは理解されています。では、実際

には景観基準がもっともせめぎ合いになる部分です。そして、景観基準の中で形態意匠が一

番もめる要素になります。 

色彩というのは大体おとなしい色にというふうに、抑えていくことはできる。緑化基準に

ついても、ある程度方法があると思います。しかし形態意匠は非常に幅があります。例えば

近江八幡市では、水郷に特化して景観計画の中の景観形成基準というのを定めることができ

る。しかし、県の景観計画となると、広域的なので多様な例があります。やはり、歴史性・

地域性を抱えた形態意匠を考えるのは時間がかかるかなという気がします。 

もう１つは、今いろんな事例を見ると、問題として農業用倉庫があります。シャッターが

正面につく、階高が高い、屋根がフラットで鉄骨。今はノーマークでも、そういうのも景観

法の中で見ていくことができればいいと思います。 

 

委 員： 

県が景観計画を策定して、今後景観行政団体として名乗りをあげる市町に関しては、それ

を引き継いで発展させる。琵琶湖景観形成地域内においては一定制限の高さ基準を設け、そ

れに準じていただく、あるいはそれを超える範囲に関してはおのおのがお考え下さいという

スタンスはよく理解できます。 

景観行政団体連絡協議会という枠組みを組織して、意見調整することに関して、別にそれ

はいいことなのかなとも認識します。 

ただ、県民の方々に一部新聞紙上等で高さ規制導入へということで謳われている中で、共

通する理念という言葉が先行して、１３メートルという数字が具体的に出されているという

ことになっていると、心配するも多いです。現在問題となっている地域に対して、本当にそ

れが担保されるのですか。事務局でどのように考えて、どのように景観行政団体相互の主体



第 51回滋賀県景観審議会議事概要 

性を尊重しながら進めようとしているのか伺いたい。 

 

事務局： 

現在問題になっているという具体事例としては、大津市内のマンション等ですか。 

 

委 員： 

大津のマンションもそうです。県有施設に関しても琵琶湖側に高いものがあります。個別

具体的には申しませんが、高い建物がたくさんあり、それらが琵琶湖景観形成地域内にあれ

ば既存不適格になります。 

高さということに関しては非常に皆さん関心があります。何とか高さを規制して、仮に自

分たちが若干不利益を被っても何とかしていきたいという意向は伝わるものもあります。ま

た、規制するところは規制して、緩和するところは緩和するようエリアに分けていけば望ま

しい。しかし、今の議論の中ではそのように誘導されるのか、実効性が担保されるのという

懸念があります。 

例えば、琵琶湖景観形成地域内において１３メートルという話で、商業地もあるなかで、

数字だけが取り上げられて、数字だけが上滑りするような状況にだけはなって欲しくない。 

 

事務局： 

説明が不十分で、１３メートルという数字があまりにも前へ出すぎていますが、一律１３

メートルの高さ規制を考えているわけではありません。 

都市計画という制度の中でまちが成り立っていますので、都市計画との整合を図る必要が

あります。商業地域の中で１３メートルいう数字が適当だとは思っていません。どれだけの

高さが適当なのかというのは、別に議論をすべき問題だろうと思います。 

しかし、このまま野放しでいいのかという話になると、それは一定の高さ制限があっても

いいと考えています。それを踏まえて、都市計画と整合が図られるような高さというものが

考えられるのではないか。 

先に１３メートルという数字を出したので、一律にかかるイメージをお持ちになったよう

ですが、市街化区域、用途地域を全部含めて１３メートルだとは思っていません。その点に

ついてはご了承いただきたい。 

 

委 員： 

問題になっているのは、ほとんどが商業系の地域です。いま説明された内容というのは、

現在住民の方々がいろんな声を上げている地域に対しての実効性の確保が非常に懸念されま

す。 

ぜひとも都市計画審議会の方でも十分にご議論をいただき、どういう形であれば市町に対

していい影響を発するのかということを詰めて、合同専門部会を開いていただけたらと思い

ます。 
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委 員： 

いろんな景観の話が出たと思います。県下共通して議論できるような話題もあれば、集落

の風景、あるいは歴史などの非常に地域に固有の、それぞれのまちで考えないといけない話

題もありました。同じ農村田園風景でも地域によって全然違います。けれども、先ほど委員

がおっしゃったように、いわゆる農業に関わる工作物は、共通の課題といえます。 

県下で共通して景観として話題にすべきものと、それぞれの市町が考え決めていかなけれ

ばならないものとを少し仕分けをした上で、今回の景観計画の目標を明確にする必要があり

ます。 

全体の見取り図の中で、今回の検討の目標とそのための取り組み方をわかりやすく説明い

ただかないと議論がまとまらず、問題を共有化できません。 

景観計画の行為の基準は、敷地単位の規制であり、建築物や工作物に対する規制でしかな

いです。重要公共施設を指定すれば、公共施設について協議の余地を広げていくこともでき

ますし、景観形成の可能性は広がります。景観は個々の敷地の問題だけではなく、他とどう

いう関係性や調和をとるかによって、その町の気持ちよさや元気よさが景観に現れる。これ

は、今の制度では難しいのも事実ですが、この景観計画で何を目指すのかが大事です。 

まずは、あまりにひどいものはでないよう阻止できるようにしておくというのが１つの大

きな目標だと思います。地域に応じたきめ細かい対応は、各市町で議論をして決める。こう

した役割分担を計画の中で提示をすればよいと思います。景観計画が何を目標とし、役割分

担や段階的拡充の方針などがきちんと書かれた計画にしていくのも１つの方法だと思います。 

 

会 長： 

今の意見に付け加えたい事があります。兵庫県ですと、広域の次、中域ぐらいの景観方針

のようなものをつくっている。滋賀県の場合、県の次には個別の市町という議論で、中間の

ところがあまり出ていない。 

これまでも、河川沿いとか道路沿いでやっていますが、これは中域です。また平野ごとに

も風景特性があります。近江八幡市北部では安土町と両側で風景をつくっていて、やはり相

互の調整が必要です。景観計画の枠組みは、将来性を持たせたような形が必要だと思います。 

ところで、合同専門部会のメンバーというのは。 

 

事務局： 

この景観審議会の中に、もうすでに任命していただいています。会長と今日ご欠席の中野

委員、そして小浦委員、濱崎委員の４名の方を専門委員に任命いただいています。 

 

 

会 長： 

その専門委員で合同委員会に参加させていただくということでよろしいですか。できるだ

け情報もお伝えしてご意見をいただくように努めたいと思います。 
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それでは次の議題、県内の景観行政団体の取り組みについて、事務局よりお願いしたいと

思います。 

 

事務局： 

（説明）  

 

会 長： 

では、続いて報告事項をいただきたいと思います。 

 

事務局： 

（蓬莱駅前のＮＴＴドコモ基地局の経過について報告） 

 

会 長： 

ありがとうございました。 

私もすぐに見に行きましたが、現場はかなりきれいな風景でした。それで、もう少し具体

的な説明がなければ景観審議会としては県民に責任も果たせない旨お願いしました。その説

明内容は私からすれば不十分で、先の説明のとおりです。だからといって建設を止める権限

は無いので、仕方ありません。 

これからは今までよりは丁寧に考えて欲しい。景観だけで何も決められるわけではないで

すから、もう少し技術的に説明して欲しかったです。通話エリアも大事ですし、特に緊急時

にどういう連絡ができるかというのも大事ですから、技術的な根拠を示してほしい。その間、

体調を崩したりしまして、皆さんに十分な情報伝達ができなかったのでお詫び申し上げます。

今の報告について何かご質問、ご意見ありますか。 

なければ、ほかに報告事項があればお願いします。 

 

事務局： 

合同専門委員会の日程について。都市計画審議会が今月２５日に開催され、そこで設置の

ご承認をいただければ、第１回目の合同専門委員会を８月１０日金曜日の午後、そして第２

回の専門委員会を９月にお願いしたいと考えています。 

 

会 長： 

合同専門委員の皆さん、どうぞよろしくお願いします。 

ほかに報告事項はありますか。 

 

事務局： 

以上です。 

 

会 長： 
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では、進行を事務局にお返ししたいと思います。 

スケジュールがタイトですので、景観計画の枠組み、あり方を工夫する必要があります。

それから景観審議会の全体会を開催しないということですが、できるだけ情報伝達をして、

皆さんのご意見次第ではもう一度開かせていただきたいと思います。 

 

事務局： 

会長、進行ありがとうございました。 

私どもの勝手なスケジュールで厳しい時間の中で、本当に十分な審議をお願いすることが

無理なことは承知しております。しかし、いろいろ事情もございまして、概ねそういう方向

で審議をしていただけることをありがたく存じます。 

本日のご審議の中にもありましたように、高さ規制の問題に対する各方面からのご意見が

あります。それから課題はわかっているものの、今日までの歴史がある中でどうするかとい

う問題もあります。あるいは今後景観行政団体になる市町がどういう方向で琵琶湖を見て、

それぞれの地域をどのようにしていかれるのかというような問題もあります。これらを踏ま

えまして、県全体としての方向付けをこの景観審議会の中でお示しをしていただけると考え

ております。 

昨年、新しく就任いただきました委員の方々にも、今日までの経過につきましては、十分

情報を提供し、同じ視点、共通した認識で十分な審議をしていただきたいと思っております。 

スケジュールは厳しいとは存じますが、できる範囲のことはさせていただきます。日程の

調整等無理をお願いいたしますけれども、どうぞよろしくご審議を賜りますようにお願い申

し上げまして、本日の審議会のお礼とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

 

事務局： 

これをもちまして、第５１回景観審議会を閉会いたしたいと思います。本日は大変ありが

とうございました。 

 

 

（散会） 

 

 


