
平成 23 年度 第 2 回伊賀市景観審議会 
 
１ 開催日 平成 24 年２月 15 日（水） 
２ 開催時刻 14 時 00 分 
３ 閉会時刻 16 時 19 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）伊賀市の景観色彩ガイドライン（案）について 
      その他 
      （１）成瀬平馬屋敷門の保存に向けた経過と進捗について 
      （２）新庁舎設計に係る検討状況について 
６ 出席委員（14 名） 

金谷委員、山管委員、髙石委員、峠委員、森委員、稲岡委員、大田委員、中尾節子委

員、秋葉委員、中夲委員、中尾喜久美委員、木津委員、滝井委員、浅野委員 
７ 欠席委員（２名） 
  上田委員、竹之矢委員 
８ 事務局 
  産業建設部長、都市計画課長、山本副参事、中林 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・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）伊賀市の景観色彩ガイドライン（案）について 
 

事務局から説明 
 
会長）ただいまの説明に対しましてご質問、ご意見をお願いします。 
会長）私からの初歩的な質問ですが、７ページの『山の風景区域、農の風景区域、川の風

景軸では、自然の色と調和が図れるよう、外壁の基調色は、暖かく自然な印象を創り出し

ている暖色系の色相（ＹＲ～2.5Ｙ）が望ましい。』となっているが、この６ページの一番上

に色相がありまして、そこにＹＲ、Ｙ、Ｇとありまして、そこに 2.5ＹＲというのが午後１



時くらいのところにありまして、これが７ページの 2.5ＹＲに相当するのか、あるいは７ペ

ージの下のほうの望ましい色一覧となると６ページのＹＲよりはもう少し緩やかな色です。

ＹＲや 2.5ＹＲなどはどこに載っているのですか。 
事務局）色見本を見ながらの表現ですので、表現がややこしいようでしたら色の説明を追

加で載せます。色彩の専門家にもアドバイスをいただき考えさせていただきます。 
会長）もう一つ６ページの上のほうのＹＲから 2.5ＹＲなのに対して、７ページの下には 7.5
ＹＲなども出ています。ですので、これは整合しているのかという疑問がある。 
事務局）疑問については見直しをし、再度提案させていただきます。どのような方法がよ

ろしいでしょうかね。何かアドバイスがありましたら教えてください。 
副会長）資料から感じたのですが、前半の説明部分について、説明がかなり不足している

ので、図の見方がわからない。従って色の説明を充実させる必要がある。参考になるのは

三重県の景観計画の色彩ガイドラインですが、参考にされましたか。 
そこには詳しく書いてあります。あと提案ですが、７ページで望ましい色一覧が書かれて

いますが、このような書き方ではなくカラーチャートを全て載せたほうが良いと思います。

県内では今のような形をとっているところは無いと思います。私の知る限りでは三重県、

桑名市、松阪市はカラーチャートを全て載せるやり方をとっている。同じ結論にしてもわ

かり易い表現方法があるので、そちらに変えたらどうでしょうか。今、決める必要は無い

のですが、委員の皆様が共通していることは少し見づらくてわかり難いと。県の色彩ガイ

ドラインを参考にして作っていただければよいかと思います。あと、基調色の色は説明さ

れているが副基調色については説明されていません。5 ページでの従属色が副基調色に当た

るのですね。事務局 
事務局）はい。そうです 
委員）７ページでいきなり副基調色がでてくるので、混乱します。前段で各色の説明、言

葉の説明が無いのでわかりにくいと思うので、県の色彩ガイドライインを見て直すことで

市民の皆さんも非常に見やすいものになると思います。今のが見方で、あともう 1 つ、事

務局に提案ですが、ガイドラインにしますか。というのは景観計画を見直し、本編の中に

入れていくと。計画は抽象的な表現にし、ガイドラインで具体的に示すのか、今の流れで

あるように本編に入れるかですね。伊賀市の良いところは県内市町の中で一番初めに作っ

たというところです。前例が無い段階でつくりました。伊賀市のあとに作った市町では本

編に色彩部分を入れています。今の流れから考えると本編に入れたほうがいいのではない

かと思います。あともう 1 つの提案は景観計画の中で「白」「黒」「灰色」と日本語で書い

ている部分と、ガイドラインで示すマンセル値での表現が整合しているかきちんと整理す

ること。本編の表現とガイドラインの色彩の整合を取ること。答えは全て一緒ですので、

よりわかり易いプロセスで作成してください。以上です。 
会長）ありがとうございました。確かに今の案ではわかりにくいので、委員さんの意見、

県の景観計画を参考にし、再度作成してください。わかりやすくしてください。 



産業建設部長）本日審議していただいているのは、２年前に出させていただいた内容を修

正し、再度諮らせていただきました。その後他市の状況も変わっていることや、非常にわ

かりにくいなどあります。当初は、今年度中にと申しましたが、課題もあるので、ご意見

をいただき、もう一度修正をし、再度諮らせていただきます。 
委員）見やすく、わかりやすく、運用しやすいものが望ましいと思います。このガイドラ

インをつくるとどのように運用していくイメージですか。プロに訴えるのか。広く市民に

わかるような内容にするのか。など教えてください。 
事務局）ホームページに載せ、ガイドラインとして周知する。それから主に市とかかわり

のある建築士などに、配布し、直接的な案内をする。ガイドラインの運用は来年度からし

たいということ。ガイドラインを景観計画に入れ込むことについては、これは景観計画の

見直しとなるので、パブリックコメントなど見直しにかかる手続きなどがあるので、とり

あえずガイドラインとして運用し、その後、ステップアップする為に景観計画を見直す際

に盛り込んでいきたい。 
委員）立派なものを作ってそれに満足するのではなく、伊賀市の意思が主張できるような

ガイドラインを作成して欲しいと思います。より効果的に運用する為に、直感的にわかる

ような内容にしてもらいたい。 
事務局）大変良いアドバイスありがとうございます。出来次第、ホームページに上げるわ

けですが、周知についてもわかりやすく周知していきたいと考えます。 
会長）自分の家を建てる際は色などは非常に気を使うところであり、その色が誰でも色彩

に適合しているか直ぐわかるような内容のものを作ってください。プロでしかわからない

ようなものではダメです。以上よろしく。その他ご意見ございませんか。 
委員）すみません建築士さんはお詳しいと思いますが、色については、建築確認の中では

審査されるのですか。 
事務局）建築確認での色の審査はありませんが、それ以前に景観計画に基づく基準や審査

があります。そこでチェックすることは可能です。 
会長）よろしいでしょうか。 
委員）はい。 
会長）他にご意見はよろしいでしょうか。 
委員）旧阿山町の下友田に住んでいます。審議会に来ると感じるのですが、いつも中心の

話ばかりです。会議で傍聴席を作ってもいつもゼロです。広く知らしめるように広報など

を活用してください。 
会長）広報についてどうですか。 
事務局）これが出来れば、可能であれば 4 月 1 日から運用したい。そうなれば広報の４月 1
日号で少しでも触れたいと思います。 
会長）郡部を放っておくのではなく、今後は農の風景など規制が掛かります。 
これも大事な話でして、色彩ガイドラインが出来れば好き勝手な色彩を使わず、ガイドラ



インに即して、調和したまとまりのある色を使わなければいけないことをしっかり広報し

てください。その他ございませんか。それでは今、様々な意見が出ました。特に多くの意

見が出たようにわかりやすいものを作ってください。これは今年度中に出来ますか。 
事務局）今日の意見、委員さんにアドバイスをいただき、近々に補足、修正をし、早けれ

ば年度内、遅くても年度当初に 23 年度の報告とあわせて審議できるように事務を進めてい

きたいと引き続き考えております。 
会長）それでは今のような付帯条件をつけまして、今回は説明を聞いたと、但し改善をし

てくださいということで今日は結論とさせていただきます。 
 
報告事項（１）成瀬平馬屋敷門の保存に向けた経過と進捗について 
 

事務局から経過報告 
 
会長）成瀬平馬屋敷門は市が所有して、存続させるということですね。 
事務局）はい。そうです。 
会長）わかりました。何か意見はありますか。 
委員）伊賀市文化財の審議会委員として発言させていただきます。建物の保存の手法なの

ですが、公共の手で保存することは非常に良いことで賛成ですが、その後の保存手法とし

て、文化財として扱うのか、単なる市の所有物として扱うのか、国の登録文化財として扱

っていくのかで、その後というのは多少変わっていくだろうと思います。その辺りをどの

ように考えているのか教えてください。個人的には市の指定文化財という位置づけが良い

と思っています。指定になりますと登録よりも厳しいですが、あの場所が上野が城下町で

あるということを形として残していかなければいけないと考えます。市街地活性化の話で

は利活用の話が出てくるのですが、同じような長屋門は町中に３つしか残っておりません。

1 つが県指定になっております、入交家の長屋門。もう 1 つが忍町にあります赤井家の長屋

門これが登録文化財ですね。そういう意味では市指定というのは市が自由に指定できるの

で、そのレベルのものが良いのかなと思います。と、いうのはその利活用として裏にたく

さんの土地があります。その中でいろいろな施設を作ることは可能です。門だけで単独で

残すというのは難しいです。孤立無援になりますので、ただ、そのように残した事例もあ

ります。やはり原型をきちんと守るということがここでは必要かと思います。ただ、入交

家の例にみますと中は展示室など可能です。どのような手法で守っていくのかということ

も大事になりますので、よろしくご検討願います。 
事務局）今、委員さんからご意見をいただきました。そのことについては庁内でしっかり

議論していきたいと思います。 
会長）その他にご意見はございますか。よろしいでしょうか。現在は文化的にはどのよう

な扱いですか。特に指定はされていない。 



委員）されていません。 
会長）他にございませんか。では次ぎ、新庁舎設計に係る検討状況について、よろしくお

願いします。 
 
報告事項（２）新庁舎設計に係る県庁状況について 
 
管財課）管財課から説明します。 
 

管財課、設計者による設計概要の説明 
 
会長）この案件は審議会に正式に諮られるのか。本日一度きりの報告なのか 
事務局）審議会にかかる案件ではないと解釈している。市のランドマークとなるので、報

告は必要と解釈している 
会長）景観計画には抵触しないのか 
事務局）景観計画には抵触しない 
会長）高さは？ 
事務局）高さについても特例の範囲内である 
委員）高さ 15ｍを越え、特例を使うのでシミュレーションが必要になるので審議会にかけ

る必要があるのではないか。シミュレーションを見てからの判断である。今日はあくまで

も説明であり、後に審議会にシミュレーションの結果をかける。それで審議する流れです

ね。 
委員）完成予定はいつになっておりましたでしょうか。 
管財課）完成予定は 12 月までが設計工期、その後建設工事の発注、 終完成が 26 年度中

に竣工させたいと思っています。 
委員）意見を求めないということですね。報告のみ 
委員）適用除外を使うかの審議のための審議会は開く必要があるのではないか。初めて適

用除外を使うケースですから。 
管財課）現在素案である。市民から様々な意見は有ります。先ほどから意見をいただいて

おりますように 4 階建てで高さ 20ｍに押える。そうした条件の中で、ヘリポートとなると

少し困難な状況になると思われます。 
会長）景観計画の高さの除外規定を使うのであれば、景観審議会にかけ、審議をさせてい

ただき、判断する。今日は一応説明として受ける。 
事務局）先ほど委員さんのご指摘のように建築計画を市長が承認した場合はこの限りでは

ないと、そういう事項が適用除外の基準に適合している場合ですが、本日はこのように報

告させていただいて、シミュレーションが出来次第、景観審議会にかけたいと思います。 
委員）植栽について、あるものは邪魔だから、大きくなりすぎたから切るなどではなく活



用し大事にしていただきたい。古いものを大事にし、長く使うというのが伊賀の思想であ

り、植栽も例外ではないと考えます。 
管財課）原案では、植栽は可能な限り残す方向で考えている 
会長）坂倉順三の設計思想で、城山との調和、目立たない低い建築。この思想を大事にし

ていただきたい。したがってシミュレーションについては城山との調和、周辺環境との調

和もシミュレーションしていただきたい。 
委員）城山景観と調和するというのであれば、思想を受け継ぐ必要はない新しく考えたら

どうですか。今の絵は思想を受け継いでいるのではなく真似をしているだけである。日建

設計は日建設計の思想で計画し勝負すればよいのでは。 
さておき、今の計画ではセットバック部分に管理が非常に大変な維持費がかかることが予

測されます。今でも樹木等の管理が出来ていないので、大変ですよ。 
委員）平面、立面が必要。鳥瞰図ではイメージがわかない。人間の視線で見た図も必要。

各階の平面図が必要。平面図で配置を見ることで、出入り口、動線などがわかりどのよう

なデザインになるかがわかり、景観に閉める要素が大きい。次回に付けていただき説明が

ほしい。今回初めて適用除外を使うのであれば慎重に検討が必要。高さを超える理由が必

要。また原則勾配屋根の場所であるにもかかわらず、勾配屋根でない説明も必要。駅前再

開発ビルについては時間をかけて形態を検討した。 
現在の建て替え庁舎の案は、あまりにもモダンすぎるのではないか。城下町に馴染む設

計思想が受け継がれていないと感じる。どのようにしろ少し説明が不足している。次回は

しっかりその点を説明してください。ぱっと見非常の圧迫感があるように感じます。私見

と今後に向けての検討課題としてお願いします。 
会長）その他ご意見はございませんか。私を含めて４人の委員から意見が出ているので、

それに対して、市のほうからきちんとしたシミュレーション等説明をしてください。 
事務局）よろしいですか。シミュレーションの話についての文言の解釈ですが、景観計画

では市長が認めるのであればシミュレーションは必要でないと解釈できるのですが間違っ

ていますか。再度審議会に諮る必要はあるのですか。 
会長）諮ってください。審議会委員の心配事を解消して、行政の見解を述べていただいて、

その後審議、回答する。 
管財課）指摘いただいたことは再度説明させていただきます。他市の事例なども調べてあ

るので、資料とし、合わせて用意させていただきます。この計画を端から無視して計画し

ているわけではございません。それをご理解いただけるような資料も用意させていただき

ます。それと立面図ですが、これはまだできておりません。市民の皆さんと議論検討して

いただき平面図のみできております。立面図は出来次第説明させていただきます。 
会長）駐車場台数の 200 台は地下も含めてですか。現在は？ 
管財課）そうです。地下が 95 台です。現在は南庁舎前が 76 台北庁舎、その間合わせて 57
台その合計で 133 台です。 



委員）延べ床面積は？私は自前で測ったものありますが。 
管財課）地下駐車場を除き 13,700 ㎡。 
委員）延床面積には駐車場を含むので、含むとどれだけですか。 
管財課）基本計画で検討していたのは執務機能の面積です。その面積は 14,000 ㎡で、駐車

場を含む面積はわかりません。 
委員）14,000 に地下分が含まれていないので、建築面積にはもろに加算されコストが上が

りますね。 
管財課）基本計画の中で駐車場 200 台を満たす為に立体駐車場をつくると、更に景観に対

する配慮も困難になり、このお互いを満たすには地下が必要です。 
委員）わかりました。17,000 ㎡くらいですね。 
会長）ほかにありませんか。 
事務局）先ほどの適用除外の解釈、景観計画の解釈ですが、景観計画で市長が認めたもの

については適用除外である旨の内容となっておりますので、審議会の審議の対象にならな

いものと判断しますが、どうですか。この場で審議の対象になるかならないかを判断して

いただきたい。 
会長）景観計画の手引きの 17 ページ。これは景観シミュレーションを市長が認め、なおか

つ適用除外の 3 つの項目のどれかに該当すれば適用除外を認めるという内容ではないか。 
市役所の場合、適用除外となる項目がこの中にあるかどうかである。 
事務局）今回はシミュレーションの資料も不足しているので、改めて説明をし、委員の意

見をいただき、そして、その場で、審議が必要か、そうでないかを判断してください。 
会長）景観計画に準拠した形で計画するのが本来である。準拠できないのであれば説得力

のある説明が必要である。自分たちで作った景観計画を自分たちで踏みにじるのはまずい。 
委員）他市の状況からこの条文の一般的な解釈をすると、届け出対象行為に該当した時点

で届出が必要になり、規定を超えｇているのであれば審議会での審議対象となる。今回は

高さ 15ｍを超える案で、しかも適用除外を発動する第 1 号をやるかどうかという非常に重

要なものである。景観計画は主に民間の開発行為を想定しているものである。公共建築が

第 1 号になるかも知れないとは誰も想像していなかった。公共建築は当然景観計画の中に

納まるべきものと考えているからである。今後は景観計画の中の一文に「景観審議会の議

を経る」を入れてはどうか。そうでなければ今回のようなケースが出てくる可能性がある。

そうなれば景観計画を策定した趣旨が損なわれる。さらに景観法では行政、事業者、国民

すべてが良好な景観を作る義務があると謳っているので、この景観法の趣旨からも外れて

しまう。今回初めて適用除外が出てくるので、適用除外の規定を定めたほうがよいのでは

ないか。 
景観計画を運用していく中でそろそろ景観計画を見直すほうがよいのではないか。 
会長）ただいまの意見等を踏まえ、もう一度この場に提出していただきたい。これを結論

とします。それでは本日の議事、報告は以上です。事務局何か。 



事務局）事項書に載せていない案件ですが、ソーラーパネルの対応について相談させてい

ただきます。 
 

ソーラーパネルについての現状の報告 
 

会長）国のエネルギー政策の中では進めなければならないのであるが、景観計画には合致

しない。この扱いをどうするのかということですが、パネル自体が黒なので、どうでしょ

う。実物を載せてみて、違和感が無ければ例外規定として認めても良いのではないか。ご

検討ください。 
事務局）ありがとうございました。本日の第 2 回景観審議会を終了させていただきます。

ありがとうございました。 
 
-------------------------------------------------------16:19 審議会終了------------------------------------------- 
 
議録署名 
 


