
平成 24 年度 第 2 回 伊賀市景観審議会 
 
１ 開催日 平成 24 年５月９日（水） 
２ 開催時刻 14 時 00 分 
３ 閉会時刻 16 時 26 分 
４ 開催場所 ゆめぽりすセンター ２階 大会議室 
５ 協議事項 

（１） 議事の非公開について 
（２） 景観形成対象物隣家の取り壊しの申し出について 

       その他 
           新庁舎設計についての取り扱い 
６ 出席委員（13 名） 
  金谷委員、山管委員、峠委員、竹之矢委員、森委員、稲岡委員、大田委員、中尾節子

委員、秋葉委員、中尾喜久美委員、木津委員、滝井委員、浅野委員 
７ 欠席委員（３名） 
  髙石委員、上田委員、中夲委員 
８ 事務局 
  北山次長、清水課長、葛原主幹、中林主任 
 
------------------------------------------------------------14 時 00 分開会----------------------------------------- 
事務局）本日の資料の確認 
 
事務局）傍聴人確認 
    傍聴人無し 
 
＜議事＞ 
（１）議事の非公開について 
（事務局から説明） 
会長）事務局からの説明のとおり非公開でよろしいでしょうか。 
委員）異議なし 
会長）異議なしと認めまして、議事の「伊賀市景観形成対象物隣家の取り壊しの申し出に

ついて」は非公開での審議といたします。 
（２）景観形成対象物隣家の取り壊しの申し出について 
 
-----------------------------------------------------------------非公開----------------------------------------------- 
 



＜その他＞ 
（１）新庁舎設計についての取り扱い 
事務局）景観法第 16 条に基づく通知を行うに当たり、事前の報告という考え方の中で管財

課より説明させていただきます。 
管財課）管財課でございます。 
景観審議会にお邪魔するのも 2 月４日をはじめとし、３回目となりました。景観法第 16 条

の第５項に基づく公共施設の景観に対応することが当市で初めてのケースでございまして、

私どももシミュレーションの方法など非常に不慣れな点が多くあり、お手数をおかけして

おるところです。 
今までの２回は設計の進捗状況の報告という趣旨でご説明をさせていただいておりました。

先ほど事務局から説明がありましたとおり、今回は景観法第 16 条第 5 項に基づく通知を予

定している事業としまして、事前に伊賀市景観計画に基く当審議会の意見を頂戴いたした

いということで、会長様宛てに依頼文章を作成して、提出をさせていただきました。 
本日の説明については大きく２点に特化して説明をさせていただきます。１点目は景観計

画の中で城下町の風景区域の中な一般区域における景観形成基準におけます、高さ制限に

おいて、原則４階以下、高さ 15m 以下とされておりますのが、庁舎について、適用除外規

定として設けられている 20m 以下の規定を適用することについて。もう１点については、

景観形成基準における屋根形式について、原則勾配屋根とするとされている点において勾

配屋根を用いない設計とすることについての２点です。この対応について、担当から説明

させていただきます。 
管財課から設計説明 

会長）質問がありましたらお願いします。 
前回の審議会のときに、非常に大きな建物で、直線的であると。これの圧迫感を消すよ

うな周辺の処理をするようにとの意見がありましたが、それはどのように対応していただ

けるのですか。 
管財課）圧迫感については、設計の中で、南側から階段状に屋根を配置したこと。あるい

は東側も階段状に屋根を配置したことによって、道路側の圧迫感を消すように努力しまし

た。それから前回の計画よりも道路側の植栽にも配慮しております。特に東側面について

も植栽を施し、圧迫感を与えないように配慮しております。 
会長）植栽も出来るだけ背が高くなるようなものにしてもらわないと。例えば楠や、ケヤ

キなど、あと松なども意外とよい。松は黒松で高さ十数メートルになるようなものを植え

れば良い感じになると考えられる。これは一つの参考意見としてください。 
委員）今日の話は、絶対高さ 15m 以下のところを 20m 以下で計画する。15 のところを 20
に変えると。その方針を市としては、何としても採用したい。そのような趣旨ですね。15
でしようと思うと出来ないと。僕からするとあの場所ではどのようなものも出来ないと思

います。 



今窓から見えている岡波の老健施設で規模はどの程度ですか。 
高さ 12,13ｍと違いますか。20ｍもあるかな。誰か解るかな。ここも高さ規制があるから

12,13ｍ違うかな。ゆめが丘の団地内は。そうであれば老健施設の高さもその程度であると

いうことです。そうすると、新庁舎はあれよりもまだ数ｍ高いことになります。 
会長）そうですね、車の駐車場の区画が長さ大体 1.6ｍくらいなので、その８倍程度じゃな

いですか。 
委員）建設課か企画課なら高さ制限わかっていると思うけど、１２m と違うかな。 
委員）地区計画があるのでね。高さ制限１５m 違うかな。 
委員）１５ｍもあるの。１５は無いと思うけど 
委員）１５以内でしょうね。 
委員）私は素人なので、高さとか数字を聞いてもピンとこないので具体的に見るとわかり

易い。長さも同じ程度と違いますかね。 
委員）長さは、あれよりも長いのではないかな。 
委員）老健施設から想像するとあれよりもうひと枠大きいのではないかな。高さは最低で

も５m、もう１階分高くなるということですね。その程度のものが建つと考えればよいので

すね。 
個人の考え方次第とは思いますが、圧迫感となると、図面を見せてもらうと、あの丸之内

の交差点に立てば、上野高校に行くにしても視界が遮られる。小田へ行く場合も遮られる。

今、青空駐車場となっている部分が消えることによって全部見えなくなってしまう。そし

てここへ、戦艦大和のような建物を置くと個人的には非常に圧迫感を感じる。その圧迫感

を緩和するために山崩れみたいにしたわけでしょ。だらだらと。垂直に建っているとあま

りにも NTT が建つということでまずいので、なだらかにしたと。山崩れ方式にしたと。景

観なんて何もよくならないと僕は感じます。僕の主観です。これは人によって異なるので。

１５m のところに無理に公共のシンボルとなる庁舎が市長裁量や法律の例外規定を集め、

２０m に持っていくようなことをして、これからいろんなところで耐えられるか。庁舎を

作って公共のシンボルの庁舎を。その一方で規制をかけていく。市が例外中の例外を使い、

ハイトピアを例に使う等このようなやり方で計画していくと、あらゆることが将棋倒しに

なっていきませんか。事務方が答えられないとしても、僕たちが審議をさせてもらうこと

になれば言いにくいことも言っておかないと市民が１０万人、その中でこの１２,１３人で

簡単なことは言えない。この説明はハイレベルな人間に話をしてもらわないといけないか

な。 
管財課）今回の景観計画に基くのは、届出対象行為に対する景観形成基準となっておりま

す。ただ、景観法の中で、法１６条の第１項の中の民間の届出行為と、公共建築物の第５

項の通知とに分けられている。分けられている意味というのがいろいろあるとは思うので

すが、もちろん当市が定めた景観条例であり、景観計画であるので、それに出来るだけ適

合させて公共建築物の計画を進めていきたい。このような中で何とかお願いをしていきた



という状況です。完全に無視をして計画を進めるのではなく、準拠して進めていきたいと

いう趣旨で意見をいただきたい。 
委員）管財課の説明では、らちがあかないと思います。すくなくても景観条例という条例

に基づく審議をせよという委員会において、今の場合は審議会の職名そのものがどのよう

になるのか。審議会は原則的なことを言う機関でなければ、議会の中で政治工作的に発言

するのであれば多少理解できるが、このような審議会では政治工作的な思惑が出せない場

所だと僕はわきまえておるのだが、前の老健施設より、高さが５割増し、長さも３０m 程

度長くし、どーんとしたものを丸之内の一角に建てたらどのようになるのかということは

イメージからほぼわかったが、法律上公共の象徴たる庁舎を絶対高さ１５m の制限をいか

にして２０ｍに持っていくかと３階建てならこうなり、４階建てならこうなる等の理屈を

述べているが、１５ｍを市長裁量で例外規定をどんどん出していき公共支配をすることが

できますか。行政は全て法律で動くが、全て例外で、例外でとなればどのようにしていく

の。あなたは答えられないし、市長が来ても答えられないと思います。こような法律議論

になると。 
管財課）前回の審議会でも議論いただいておりますとおり、この公共施設は１６条の５項

に基く通知行為であり、この通知行為について、明確に手順や、やり方などが定められて

おりません。今まで規定されておらなかった実情がございます。 
委員）そのような話は聞いていない。１５ｍのところに２０ｍのものを建てないと思惑的

な建築物がたたないということに対するお願いではないのですか。 
管財課）お願いといいますか、２０ｍを適用させていただくために、届出行為と同様に出

させていただいている。 
委員）そうではなく、言っている趣旨は簡単に言うと、１５ｍ規制のところに２０ｍのも

のを建てないと思惑通りのものは建築できないということでしょう。とこの文章からは読

み取れるのですが。 
管財課）はい。適用除外規定を使わないと思惑通りの建築物が建てられないので、適用除

外を使うことについてのご意見をいただきたい。 
委員）ご意見といわれても、市長裁量でしか出来ないものをこのようなところで出来るの

ですか。多数決なら赤信号みんなで渡れば怖くない。そのような委員会ってありますか。

市長裁量と言っております。シミュレーションで皆さんが圧迫感を感じないならといって

おりますが、基本的に市長の采配にかなり依存しているということをこの間の説明してお

りましたでしょ。このような説明で議会が通りますか。条例を決めて、実はこれは市長の

裁量で５m 緩和するのだよと。３割変わるのですよ。このようなこと条例上議会審議で決

めたことが通りますか。 
管財課）公共建築物についても今回、民間の届出対象行為と同様の景観形成基準を適用し

ながら庁舎についても建設するということで、計画させてもらった資料をお出しさせてい

ただいているということです。 



委員）民間は２０ｍでも良いのですか。 
管財課）適用除外のための一定の条件を満たすことが出来れば可能です。 
委員）それでは絶対制限１５ｍというのはどこからきた数字ですか。根拠条例をみたこと

がないので、教えてください。 
会長）今の話を条例で示してください。 
事務局）はい。本日配布させていただいております、資料の 19 ページをお開きください。

19 ページに「伊賀市ふるさと風景づくり条例」を入れさせていただいております、この資

料の 21 ページをご覧いただいて、第７条で法第 8 条第 1 項の規定に基づく景観計画を定め

るものとするとなっております。景観計画につきまして、資料の 35 ページをご覧いただい

てここで景観形成基準の、中段に、配置、規模、個別事項、城下町の風景区域の一般区域、

ここで原則４階以下、絶対高さ 15ｍ以下とすること、但し、別に定める適用除外の基準に

適合し、建築計画における景観シミュレーション等により市長が承認した場合はこの限り

ではない。ということで、続いて 37 ページこれは伊賀市景観計画の手引きの抜粋なのです

が、ここで景観形成基準の制限の適用除外のなる行為として絶対高さ 20ｍと規定しており

ます。 
委員）根拠はわかった。但しこの一文だけを見れば問題かも知れないが「都市計画におけ

る景観シミュレーションなどにおいて市長が承認した場合」と書いておりますね。「市長が

承認」とはどのような解釈ですか。市長の承認は自らが判断するものなのか、それとも人

に責任権を委ねて、その場で諮問し話を進めるのか、これはどのような解釈なの、われわ

れが市長に 15ｍを 20ｍにして欲しいとお願いするものなのか。 
委員）市長が景観審議会に諮問するのではないか 
委員）そうでしょう。 
事務局）市長が、そぐわないと判断した場合は、景観審議会へ諮問するということです。 
会長）市庁舎のような行政の建物は景観審議会の諮問の対象にはならない。 
委員）そういうことですか。 
事務局）ですから、通知になっております。これは景観法のところで書かれています。 
委員）そうなると条例の適用にならないということですか。 
事務局）そうではなく、届けの対象にはならない。資料の 33 ページの景観法の抜粋でござ

いますが、第 16 条の５項に国の機関又は地方公共団体が行う行為については、届出を要す

ることを要しない、この場合において、通知を行う場合は予め景観行政団体の長にその旨

を通知しなければならないと書かれています。その場合、景観行政団体の長は通知があっ

た場合は、良好な景観の形成のため必要があると認めるときは当該国の機関又は、地方公

共団体に対し景観計画に定められた内容に合致する計画にするように協議を求めることが

できるとなっております。 
委員）われわれは審議する必要がないのであれば、景観審議会に諮る必要はないのではな

いか。庁舎は審議にかける必要がないという内容の話を聞いたが、関係ないのであれば諮



ってもらう必要はない。 
管財課）現在の伊賀市で整備されている、条例や規則の運用の中では審議会に諮問する必

要はないだろうと判断しても問題はない。 
委員）市長はよく「私は違うが審議会の名において」あるいは「議会の名において」とい

う枕言葉を良く使うからね。僕は住民自治協議会の会長をしているが、賛成、反対と出し

たことはないが、本会議で「概ね賛成と言われた。」このようなことばかり言われると、審

議会が隠れ蓑にされるようならばそんな委員なら私は止めてしまう。 
会長）裁判で法律の解釈の議論になった場合は難しい判断になるが、そのような水臭いこ

とを言わずにここで様々な意見、提案がでる。それについては可能な限り行政が誠実に対

応していくということですね。 
管財課）おっしゃるとおりです。 
委員）会長のような考え方のかたもおられると思うが、私は、高さ制限 15ｍというものを

20ｍにすることのいきさつを聞くとかなり市長の裁量権がいります。個人のシミュレーシ

ョンとなると主観の差がでます。絶対高さ 15ｍと書いてあるところに 20ｍを建てるだけの

市長の権限があるのであれば、審議会に意見を問わずにすればよいではないか。 
ただ、15ｍと書いてあるところであるのならば 15ｍを守るべきである。私ならば 15ｍを守

る。自分で作った条例を自分で破るようなことはしない。 
管財課）破るのではない。 
会長）行政は予算などの様々な制約などもある中で建築を進めなければいけないので通知

でよいとされていると考えますが。 
委員）そのようなものですかね、建築というものは。 
委員）私は景観条例が作られる時点から参画させていただいておりまして、この 15ｍを 20
ｍに緩和することについては、その当時公共施設について全く想定していなかったと思い

ます。民間の施設で、奥行きの深い宅地に対し深い部分まで 15ｍの制限をかけるべきなの

か、とおりからは奥の部分は見えないではないか。そのような考え方から民間の行為につ

いて、緩和する話が出てきたと記憶しています。そのときは公共施設を全く想定していな

かったと記憶しています。副会長も会長さんも参画していただいておりました。 
このような話の中で、公共建築であるのならば範たること要するわけですよね、市役所が

緩和規定で 20ｍとするならば、うちも条件さえ守ればよいとなると、連鎖が起こり、その

結果原則が崩れていきます。やはり、公共建築であれば原則を守るべきだと思います。わ

れわれ民間建築の世界で、緩和規定を使おうとするととても大変です。 
委員）ゆめが丘では住宅低層区域などまちづくりがある中で、それを守れるか守れないか

で８年間悩み、怒られきっているわけで、常に条例などで定められているので仕方のない

こととなり、今回たまたま小学校の横の２丁目の住宅用地で学校の先生の駐車場用地とし

て 60 万の税金を使い契約したことを唐突に聞いた。住宅用地へのマンション建築について

４年間程度市と協議した。住宅であるのは集合住宅と戸建は住宅であるから良いのだ、建



築法では良いのだ。それならば仕方がない。次に、では駐車場はどうなのだと今もめてい

るのですよ。高さも言われているのです。いろいろとあるのです。 
このような時にたまたま庁舎という象徴的な物が、このようなことでまかりとおるのであ

れば、ゆめが丘なんかどうにでもしてくださいよという感じです。いまマンションが３７

戸住宅用地の中に建っています。６丁目となれば半分がマンションなのですよ。このよう

な状態になってしまったのですよ。連鎖で。 
委員）高さ 10ｍ以内で 
委員）そうです。10ｍ以内でないと怒られますので。このようなことで神経過敏になって

いるので、裁判するつもりもないですが、このようなことをして困るのはあなたのところ

ではないですかと僕は思います。 
管財課）はい、ただ、先ほど委員さんがおっしゃいましたように条例を制定するときに公

共施設というのをあまり念頭に入れずに、あまりというか私もこの条例を作られた経緯を

知りませんが、先ほど念頭に入れずに条例が作られたと伺いました。ここに本当は公共施

設のあり方も加えた中で条例が制定されてあるのであればこの計画も異なったものになっ

たのかな、景観計画も違ったものになったのかなと、現状は民間の方の建物を中心にして

作られた景観計画をそのまま公共施設に当てはめようとしています。確かに無理、結構し

んどい部分がでてきます。それは公共施設という役割の中で、市民が集まるので、ホール

的な意味合い、あるいは議会など、天井高、広い空間、窓口機能、このような公共福祉を

推進するための建物機能として必要な部分、空間、そういったものを配慮いただきますと

また変わってくるのだろうと思いますが、現状の条例はそのようなことでございますので、

それを無理やり私たちは公共施設の現在ある中で、なんとか当てはめたいということで、

シミュレーションしたのが、今日の話ということでございますのでよろしくお願いしたい。 
委員）よろしいですか。もちろん法律の根拠で話をするとお宅のほうが正しいと思います。

市長は例えば国や、地方公共団体が行う行為について、景観行政団体の長にというのは誰

が長なのか、誰が市長に通知するのですかこの場合は。市長が、市長にですか。 
会長）そうなりますね。 
管財課）当事者が二人になる場合、代理を立てる場合もございます。まだ、今回のケース

はどのようになるかわかりませんが、副市長が市長にという、双方が当事者になる場合は

片方に代理を立てる場合があります。 
委員）わかりました。ではその場合は制限に適用するような措置をとるように協議を求め

ることとなっていますが、協議ということは、一体誰と協議するということでしょう。こ

れは副市長と市長ですか。 
管財課）現実的に、16 条の 5 項、6 項の場合は今回たまたま伊賀市と伊賀市なのですが、

もちろん三重県と伊賀市の場合もあるでしょうが、 
委員）その場合はいいのですよ、今の場合は 
管財課）いや、あるでしょうし、ですので、このような文面になっているのでしょうし、



今回が初めての公共施設で、こういった景観計画の適用を受けるのが初めてで、前例もご

ざいませんので、あれなのですけど、通知をさせていただく場合には、まだ通知を予定し

ている行為ですけど、通知をさしていただく行為は事務局へ通知を出します。その通知を

受けた中で、これは問題がある、更なる協議が必要となれば、当審議会へ諮問をする必要

があるのではないかという話になると、お願いしてここのこの場で、どうなのでしょうと

議論してもらうことになるのではないのかな、そうゆう流れなんじゃないかなとは思って

います。 
委員）ん、じゃ今は？ 
会長）３３ページの 16 条の６項というのは景観行政団体の長、これは伊賀市の場合であれ

ば伊賀市長ですよね。前項後段の通知があった場合において、良好な景観の形成において

認められない場合は協議を求めることが出来るとありますが、これは県と市、国と市など

の場合を言っているのであって市が市のものを言っているのではないのではないか。 
これは市と市が協議をするという意味ではなく、市長が国や県の建物が市の中に建てられ

る場合は協議すればよいという内容である。 
委員）であるのであれば今の場合は通知そのものが必要でないことになりますね。今の話

からいくと。通知しても意味がないのではないですか。 
委員）逐条解説があり、法の求めている精神がどのようなものかの段階で通知の解釈が出

てきそうなものですがね 
委員）県や市や民間やとか全てばらばらではややこしくて仕方ない。全て同じ解釈でない

と。そんな使い分けされたら。ゆめが丘なんて寄り合いの団地ですよ。様々ですので、そ

のような扱いをされるとたまらない。 
委員）先生すみません。教えてください。 
実際にどのようにしたら良いのですか。適合するようにこうしてくださいとこの場では意

見を出すだけのように読めるのですが、またその後のことは私にはわからないのですが。 
副会長）発端は、管財課がこの説明を最初にしたから駄目なのです。これは先日の委員会

で一応話し合いをして決着をつけたじゃないですか。通知行為ではあるが、その部分につ

いては景観計画の内容を見直そうと。でいままで適用がなかったので、見直そうと。それ

がまた、見直しがされてないことの説明を再度繰り返したので、皆さんに少し誤解を与え

ていると思います。で、結論から言うと、この地方公共団体というのは景観行政団体は市

町村がなるべきと決められております。ただ、地域によっては市町村が景観行政団体にな

る力を持ってないところがありますから、その場合は都道府県が有ることができます。今、

三重県も景観行政団体ですし、県は例えば東紀州のほうですか、あのあたりは今のところ

小さくて景観行政団体になれないので、三重県が見ています。ですので、この部分を説明

させていただくと市町村がまず景観行政団体になってくださいと、でこの部分の地方公共

団体とは都道府県を指していると考えてください。つまり、伊賀市は景観行政団体で、伊

賀市景観計画を持っています。そこに県が建物を建てようとしたときに、県が何も市に相



談することなく、景観計画に違反するような建物を建ててもらうと困りますよね。景観法

が出来る前の旧上野市時代の景観条例であればこのことが可能でした。法律上は。景観法

はそれはまずいと、例えば国が作った建物が、市の作った景観計画があるにもかかわらず

堂々と高さ違反をしたり、県が協議に応じてくれなくて、建築された建物がかつてはあっ

た。それではまずいので、景観法は都道府県、市町村がまず景観行政団体になってくださ

い。そのときに国、県も市町村が景観行政団体であるのならばそこが作った景観計画の内

容を尊重し、地域のまちづくりに協力してください。という趣旨を通知としてあります。

したがって今日の話の前提となっているのが市から市となっているのですが、前回お話し

たとおり市は自らは景観計画を違反しない前提で出来ております。当然のことながらです

ので、市長が市長に対して通知するはいちいち書かない。これはどのような法律でも同じ

です。 
市長が法律違反することを前提とする法律はない。市長は犯罪者にならない。違反しない

のが前提です。普通は市が建築するものについては伊賀の景観計画に書いてあるとおり（現

在は文章が不十分で見直しが必要）、普通は市長が自ら建てる建物が景観計画に触れる場合

は、景観審議会に諮問をし、景観審議会の意見を尊重し、計画を見直し、実施するという

のが通常のやり方だと思います。 
ただ、その手続きの部分がまだ明文化されておらず、今回出てきたので、これを機に見直

そうと。市の建物が景観計画に違反するなんて想像もしていなかったので、非常に驚いて

おり、また、今後の市長も破ることがあるかもしれないので、これを機会に今年度中に見

直しを行っていこうと、前回の審議会で委員の皆さんからも、方向性に対しては異論が出

なかったと思います。この話は今日はこれで終わりです。 
続いて私の意見をよろしいですか。 
今日は、事項に出てきましたので、私の意見を言わせていただきます。まず最初の意見

ですが、通知事項であるということでその他、４番（１）という位置づけになっておりま

すが、前回お話したとおりまず規定は今後見直すということですが、本来は議事の（３）

という位置づけが望ましい。ですので、議事にするべきという意見が出たとして記録して

ください。このことについては前回も言わせていただきました。それを全く変えてきてく

れないのはちょっと。 
委員）会議通知と事項書が異なっている。5 月 2 日にきた文章にはこのようなことは書いて

いない。 
副会長）まず最初に、そのことを入れておく。 
次に先ほど委員の皆様からも意見がありましたが、公共建築がトップバッターで違反建築

をすると民間に対する模範にならないのではないかという意見も多数有ったのですが、ま

ず私が感じたのはそもそも高さ15ｍのところを20ｍまで緩和する規定を設けたのは先ほど

委員さんがおっしゃったとおり、城下町の中の敷地の形状を考慮して、間口が狭くて細長

いという伊賀の城下町の敷地の形状を考慮して民間の建物で手前の建物を残して敷地の奥



の部分を有効活用したい。そうすることで手前のファサードの建物を残してくれるケース

も考えられるだろうからそういった場合は総合的に判断して、シミュレーションしていた

だいて民間の開発行為を景観を守りながら敷地の有効利用される方がいるのであればケー

スバイケースであり、可能性も残しておこうという趣旨で議論をしたので、そもそも城下

町の中の間口が狭くて細長い上野の城下町の敷地の形状を考慮して作ったものであると。

ただ、景観計画にはそこまで細かくは書いておりません。ですので、今後このようなこと

が起こるのであれば高さ 20ｍについてももう少し緻密な文章を書く必要があるのかな。書

いてないことを逆手にとって攻めてくるのであれば、数年前の景観計画の策定の際に議論

したことと随分と異なるので、そのようなことも書かないといけないのかと思います。か

つ 
繰り返しますが、景観計画には書いてありませんが、民間建築を想定しているので、公共

建築が、しかも庁舎が、旧城郭内に建っておりますからまさか、かつての城跡の中に建っ

ている公共建築が 20ｍで出てくることは全く想定していなかった。 
景観計画を作成し、民間事業者に協力を求めていくというものです。 
計画策定から施行までの周知期間内にルートインが出てきたが、高さに関しては協力を認

められなかったが、デザインや、勾配屋根などは配慮していただけた。今後も第２、第 3
の民間事業者を指導していかなければいけない立場でありますし、 
そもそもこの条例が出来た大元の事件が寺町付近での高さ 40ｍのマンション計画に対する

係争があり、住民側の主張が認められ高さ２０ｍまで下がった。ただ、２０ｍであっても

町中では相当高です。これが出発点である。 
会長）日照権が決め手では。景観というよりは 
委員）この裁判では日照権が決めてです。判決文には景観も書いてあります。商業地域で

20ｍまで下げるはかなり低いです。それは伊賀は周辺の人も文化を守っているという趣旨

の文章が出ていた。このことからもわかるように景観計画は民間の建築を対象に作ってい

ます。ここで公共施設が緩和規定を使うと民間の業者に示しがつきにくい。このことは景

観審議会として大変懸念しております。このことは市長さんに答申をしていきたい。 
次に、規模設定が合わないのではないかという疑問を感じる。検討時に既存の役場を利用

し、新庁舎の規模を小さくして欲しいと提言した。それから考えるともう少し小さいもの

が出来ないのかと思う。この敷地設定にこの計画規模は合わない。規模が大きいので、今

後維持していくことが出来るのか。10 年スパンで大規模維持が必要になるので、本当に大

丈夫かと思う。維持のことを考えても新築はもう少し小さく出来るのではないかと思う。 
会長）最初はどれくらいなの 
副会長）基本設計は 14,000 ㎡です。数値は変わってないですね。提言した旧役場の庁舎の

利用の検討がされていない。役場の利活用、駅前ビルの利活用も含めて検討が必要。 
近年伊賀市は大きな建築が進んでいるので、景観計画には合っていないと感じます。 
次に提出された計画案に対する意見です。 



景観計画の「城下町の風景に配慮してください」という一文があるが、出された計画は城

下町の景観に配慮しているとは考えづらい（外観デザイン）西小、だんじり会館など市は

景観に配慮した建築を心がけてきた。この方向性は正しい。ハイトピアについても高さは

高いが外観については景観に配慮していると考えられる。これから考えると庁舎は地域性

の連続が見られない。 
あともう一つ眺望の問題について、眺望シミュレーションはありがとうございました。 
現在視点場として指定されている場所からだと計画建築物は眺望を阻害しないことがわか

ります。ありがとうございます。あと、眺望点について足りないとすると、現在は城下町

の外に眺望点が設定されております。今後は城下町の風景区域の中に視点場を設定する必

要があるのではないか。今は城下町の外にたくさん視点場設定している（風景区域内は 15
ｍなので、自然と守られる） 
今回のシミュレーションで足りないとすれば、交差点付近からのシミュレーションではな

いか。これは高さ規制のない外の部分に高い建築物ができ、伊賀上野城の眺望を阻害され

るのを防ぐということが趣旨である。 
今後は城郭の中高い建築物が出来ることを想定するのであれば視点場をどんどん増やす必

要がある。 
以上、景観審議会としては景観計画に合致するかどうかを判断しないといけません。景観

計画策定時から携わった者として以上のような意見です。 
会長）審議の時間もオーバーしているので結論を出さないといけない。今回のテーマにつ

いては、通知ではなく審議事項として扱うべきであったかなということが一つ。 
建築側の意図は中心市街地に近い部分に作るという政治的判断に基いて設計計画がなされ

た中で高さ 15ｍが守れないので特例規定を使う。 
行政としては景観にも極力配慮しつつ、効率性も考慮し、計画したので、景観審議会の承

認を貰いたい。ということですな。はい。 
委員）事項書に書いてないのに承認はない。その他で承認はない。 
会長）このことは次回にもかかって来るのではないですか、今日のことは。意見を伺った

上で行政として今回の意見を踏まえた考え方を示してもらう。ここに市長か副市長が出て

きて説明してもらう。ことになるのではないかな。どうですか 
会長）事務局は回答してください。 
委員）意見を取り入れながら並行して計画していくのは非常に困難ではないですか。法的

に良いとか駄目とか微妙なはなしで、今後同じ話の繰り返しになると思いますがそれでも

良いのですかね。 
会長）審議会の意見に対してどの程度行政が拘束されるのですか。ということですが。 
管財課）５月１日付けの市長名での審議会への文章の内容は「意見を下さい」というもの

なので、ここでいただいた意見は最大限反映できるように努力します。経費などの問題で

出来ないことは出来ないということもある。 



委員）召集文章とぜんぜん違う。承認の対象と出来ない 
事務局）申し訳ございません。事務局から出しました。庁舎の報告は前回同様報告なので、

議事から外した。その他で報告をして、ご意見をいただく。 
委員）書いてない内容で承認なんておかしな話はない。 
会長）事務局の議題設定のミスではあるが、実質的には審議の対象となった。 
次回は意見について、どれが出来、どれが出来ないか明確に回答してください。 
委員）議事としてね 
会長）議事としてください。 
委員）議事になるところをきちんと見せてもらわないと。どうなるかな 
委員）今回は明確に報告といわれたので、次回は議事として 
事務局）本日の報告に対する意見をいただきたい。その意見は市長に報告する。 
会長）最後事務局から回答がありましたように、今日の審議会の意見を持ち帰り議論して

いただき最終的にどのようにするのか決め、次回また議事にあげて、説明することでよろ

しいかな。 
委員）はい 
会長）事務局もよろしいですね。 
事務局）はい。 
会長）何か報告はありますか。 
事務局）事務局からは有りません。 
会長）本日の審議会はこれで、散会いたします。 
事務局）長時間ありがとうございました。本日の会議を終了させていただきます。 
 
----------------------------------------------１６:２６審議会終了----------------------------------------------- 


