
平成 24 年度 第１回 伊賀市景観審議会 
 
１ 開催日  平成 24 年４月４日（水）  
２ 開催時刻 午後４時 00 分 
３ 閉会時刻 午後７時 00 分 
４ 開催場所 本庁 21 会議室 
５ 協議事項 

（１） 伊賀市景観色彩ガイドライン（案）について 
（２） 平成 23 年度景観計画進行管理について 
その他 
    新庁舎設計に係る検討状況について 

 
６ 出席委員（12 名） 

金谷委員、山管委員、髙石委員、上田委員、峠委員、森委員、中尾節子委員、中尾喜

久美委員、木津委員、滝井委員、浅野委員 
７ 欠席委員（４名） 

大田委員、稲岡委員、秋葉委員、中夲委員 
８ 事務局 
  澤井部長、北山次長、清水課長、葛原主幹、中林主任 
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・16 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）伊賀市景観色彩ガイドライン（案）について 
 

議事について事務局から説明 
 
委員）これはどのように扱えばよいのですか。事務局はこれを策定し、どのように指導し

ていこうと考えているのか。そこが聞きたい。 
事務局）市としては、色彩ガイドラインを策定することで、景観計画で定めている風景区



域と連動させて指導していくことを考えている。 
委員）それはどこまでの効力があるのか。言うだけか、それとも修正させることが出来る

までの権限があるのか。伊賀市には自治基本条例があるが、あれも生ぬるいもので、あれ

と同様に思いつきでするのですか。 
事務局）修正まで指導はします。ただ、指導力の話になるとお願いベースになってくるの

ですが、市としてはこれを作ることで、このように進めていく意思を示すので色彩ガイド

ラインを作っています。 
委員）わかりました。 
会長）間違いは無いでしょうね。事務局はよく理解できているのだろうね。 
委員）冊子に写真が載せてあるので、モデル的にそれぞれの風景、建物を載せれば具体的

でわかりやすくなる。一般人もイメージしやすい。いきなり文章で色の話をされてもわか

らない。 
委員）そうではなく、まず色彩の基本としてこのような説明を載せてある。そこから更に

具体的なものを載せればよいのではないか。僕らでも見難いので、初めて見る人はもっと

わからないと思う。 
事務局）会長よろしいですか。ただいまご意見がありましたように、それぞれ写真を載せ

ていますので、写真の中で、この色はどれに当たるか具体的に示し、見本としていただく

ように追加します。それとカラーチャート図の考え方ですが、基準があるので、カラーチ

ャート図を読みやすいようにカラーチャート図の説明書きを前段に加えたいと思います。

それと、塗料の色見本がありますので、専門の方はカラーチャート図を見ていただければ

塗料をイメージしていただけるが、一般的には色見本を見たことが無いと思いますので、

色見本があるということを前段で記載させていただきたいと思います。そうすることで、

イメージしていただき易いかなと思うので、修正します。 
それと先ほど委員からご質問ありました件ですが、平成 21 年１月１日に景観計画を策定い

たしまして、その中で、景観形成基準の色彩の部分では、非常に抽象的であったので、具

体的にはどのような色かわからないので、今までは三重県の景観色彩ガイドラインを参考

とし、運用してきた。今回は伊賀市として色彩ガイドラインを作ることが必要と予てから

審議会の委員からもご意見をいただいていたので 23年度作って今回２回目の提案となりま

す。また、先ほど回答させていただきましたが、この景観計画については、お願いベース

であり強制力は欠けております。 
委員）好ましい色と基調色、副基調色の関係は、どのように使えばよいのか。 
委員）よろしいですか。 
会長）どうぞ 
委員）前回のカラーチャートを載せればよいのではという指摘があったので、今回載せた

ものではないのですか。 
事務局）カラーチャートについてですが、区域別にそれぞれ次ページに具体的なカラー例



が載せてあります。これに従い も望ましい色を強調して、指導します。また、カラーチ

ャートについても望ましい色を強調した内容にします。 
副会長）委員のご指摘と事務局が言われたとおりに直していけばよいと思います。ただ、

注意しないといけないのはわかりやすくしなければいけない点。景観計画の中では日本語

で色を指定してあるが、具体的に範囲までは不明確なので、マンセル値で補足すると。県

のガイドラインは色彩について、日本語表示が無い状態でやっているので、色相に規制は

無い。明度、彩度で縛りをかけて派手な色にしないようにしている。伊賀の場合はもう一

工夫する必要があり、先に日本語で色を制限しているので、この内容と色彩ガイドライン

の内容の整合をとらないといけない。その際本編の景観計画よりゆるい規制になっている

ところもあるので、注意すること。例えば９ページの城下町の風景区域で屋根はグレー、

無彩色、和瓦とあるが、本編の景観計画では屋根は黒または灰色となっている。設計者が

黒で設計してきた場合、本編と色彩ガイドラインの表現に矛盾があると指摘される可能性

があり、答えられなくなる。文言の整合性を整理すること。後もう一つ先ほど委員さんが

言われたとおり、どの程度指導力があるかですが、景観計画の本編に入れてしまえば、変

更命令も出せるので、しばらくガイドラインで運用し、後々本編の見直しと一緒に色彩の

基準として景観計画に組み込めばよいです。違いますか。 
事務局）その通です。21 年１月 1 日に景観計画、ふるさと風景づくり条例を施行した際に

は審議会の中でも運用をしていった上で、毎年進行管理をして、不都合等がある場合は改

正するとして、施行しようと審議会で決定した。その際色彩ガイドラインは県のものを準

用し、改正は 5 年くらいを目処にということであった。後発の他市では色彩ガイドライン

を本編に組み込み強制力を持たせるという事例が多くなっているというご意見もいただい

ております。いまは、色彩ガイドラインを作って次の見直しまでまた、審議会の皆さんに

進行管理をしていただいたうえで、次の景観計画の改正に合わせてこのガイドラインは景

観計画のほうに盛り込んだらどうかということで運用をさせていただきたいと考えていま

す。 
会長）ありがとうございました。その他はどうですか。 
委員）これは新に建てたり、建替えの方には有効だが、既に建っているものについては指

導できないのですか。 
事務局）既存のものには指導できません。 
委員）既に出来ているものについても指導できないものですかね。規制前のものと比較さ

れると指導力が低下するような。 
委員）それは法律上の根拠もないし、無理ですね。役所もお願いしか出来ない。 
会長）わかりやすく、担当当局もよく理解し、自信をもって説明してください。そうでな

いと審議会としても認められない。指摘あった部分を修正し、再度示してください。 
 
 



（２）平成 23 年度景観計画進行管理について 
議事について事務局から説明 

会長）資料の写真について、駐車場のためにセットバッツクし、その替わりに門を設置し

てあるわけですが、門には扉は無いの。 
事務局）ありません。本町通りに面しているお家で扉をつける話もさせていただいたが、

出入りの関係から受け入れられなかった。 
会長）車は何台入るの２台？ 
事務局）２台です。ご商売されており、そのこともあり受け入れられなかった。 
会長）この通は出来るだけ扉などを付けて町並みに合うように指導して、進めて欲しいで

すね。 
副会長）今の案件に関して、会長の仰るとおりです。協力していただく姿勢はありがたい

のですが、あとは、城下町では、道路側をセットバックするという計画が非常に多くなっ

ています。先日、松阪市では補助を出す内容について話をしたところ伊賀の今の案件が補

助対象の例として出されていました。松阪は今、できるだけ格子戸のようなものを設けて

いただいて、それに対し助成する。広めていくほうが良いだろうとしています。私見です

が、ここ数年助成対象の案件を見ていてもそろそろ建物のガイドラインや景観計画の中身

を見直したほうが良いと思います。ここ１，２年の間で作られた他市の景観計画では踏み

込んで書いたものもありますので、今回はやむなしとしても、門に対して助成する際にも

もう少し踏み込んで基準を作るようにしたほうが良いと思います。あと、景観計画の説明

について、写真つきでよくわかりました。このことは昨年度も発言したと思いますが、景

観計画策定の際に三筋の自治会長さんに集まっていただき風景づくり協議会を立ち上げま

した。その後第 2 回、第 3 回の会議が開かれなくなってしまった状況ですので、一度立ち

上がっている風景づくり協議会を再活性化したほうがよいのではないですか。メンバーを

再び集め今の三筋の状況を説明し、風景区域の拡大に向けて、再度進めてください。景観

重要建造物の指定なども考えたほうが良いのではないか。関連して、赤井邸の利用、需要

建造物の追加なども審議会で議論した。あともう一つ景観に対する表彰制度を復活させて

はどうですか。毎年は難しいので３年に１回でもいいと思います。これらのことは景観計

画の施策の中にも入っているので検討してください。 
会長）貴重なご意見ありがとうございました。事務局は意見を参考にし、新年度の施策と

して検討してください。その他ありますか。 
委員）ＮＴＴビルについて、前面にシートかぶせています。あれは何をしているのかとい

うことと、景観計画に対して届出が必要なのか、必要でない行為なのかをおききしたいの

ですが 
事務局）あの行為は外壁を同色に塗りなおす行為です。ただ大規模工事ということで、届

出を出してもらいました。色はアイボリー調の色です。前回とほぼ同色の塗り替えです。 
会長）その他よろしいでしょうか。ただいまの意見を踏まえて新年度の施策に反映してく



ださい。 
その他 新庁舎設計に係る検討状況について 
 

その他について管財課から説明 
会長）説明が終了しました。意見はございませんか。 
副会長）説明ありがとうございました。はじめに、①庁舎検討委員会で検討した基本計画

から大きく変わっていますが、これはどのような経緯があり、変更されたのですか。②ど

のような理由でこの配置、規模になったのか教えていただきたい。 
③現状の建設計画はいくつかの点が景観計画から逸脱している。この部分をどのような工

夫をし、景観に配慮しているのかを説明いただきたい。 
今回は高さ規制 15ｍの位置で景観シミュレーションにより、20ｍまで認める、緩和規定の

適用の第 1 号となるので、どのような思想でシミュレーションしたのか教えていただきた

い。この 3 点については事前に文章で説明するように求めていたにもかかわらず本日作成

していただけなかったその理由も含めて説明してください。 
この点を追加聞かせていただいてから審議会から意見を言わせていただきます。前提の説

明がないと審議会から意見は出せないと思います。 
管財課）配置計画の考え方を追加で配布させていただきます。ただ、配置計画が景観計画

に触れるかどうかは微妙です。 
副会長）景観計画に配置に対する内容が盛り込まれています。 
管財課）２枚目 基本計画では北側に２期工事でという内容でした。この案も含めて検討

しましたが、２期工事にすると工事期間が長くなること、まだ使用することが出来る合併

浄化槽が使えなくなるなどで、建設工事費が高くなる。それから工事に先駆け、合併浄化

槽を移設することが必要となる。北庁舎を使用しながら建設を進めるとなると、合併浄化

槽の移設先も非常に限られてきます。基本計画策定後の３月１１日に東日本大震災が起こ

り、その後の市民への説明の中でも、市民から何よりも防災を重視した、震災に強い庁舎

にという意見が非常に多く寄せられた。防災、震災に強い庁舎という点と当初からの計画

である駐車台数２００台を考えながら敷地計画、配置計画、免震構造の採用、このような

ことを全て満たすには検討委員会から提案された２期工事に分けて北側に寄せる計画より

も配置案ＡまたはＢで考えるほうが合理的ではないかということで、配置案Ａ、Ｂを比較

検討した結果、配置案Ａ（南北に長い配置）を採用することとした。 
副会長）今の説明ですと、配置案Ａについては触れられていません。 
管財課）Ｌ型にしますとＬ部分に力が集中し、耐震構造をうまく採用できません。またお

城と街中を結ぶ導線上に駐車場を作り、広いスペースを設けることで空間的な広がりを表

現したいとなるとＬ型ではうまく表現できないので、配置案Ｂを採用した。 
副会長）基本計画策定時は旧役場の庁舎で空きスペースを利用することで、本庁舎に必要

な人数のボリュームを小さくすることは出来ないかなどを比較検討する必要があると助言



しました。旧役場の庁舎の耐震はどの程度か、補強すれば使えるのではないか、そうすれ

ば 終的には本庁舎はどの程度の規模にする必要があるのか。基本計画の策定にあと半年

あればもう少し踏み込んだ計画が策定できた。今現在、旧役場庁舎の利活用についてはど

のような考えになっているのですか。 
管財課）庁舎建設にかかる検討が中心でしたが、その中で支所のあり方についても検討す

る必要があるという中で、当初の計画から延床面積は 14,000 ㎡、これは伊賀市職員の減少

を予測しての数字であり、この人数を収容するのに必要な規模ということで割り出した数

字である。検討会では更にコンパクトということから 11,000 ㎡を提案された。支所の利活

用について現在は、当時から改修、補強等には至っておらず、使えるもののみそのまま使

用している。 
管財課）支所については支所のあり方ということで当面は現状のままという方向です。し

かし住民自治協議会が熟成された際には、地方分権の考え方に沿って現在支所で行ってい

る業務を住民自治協議会で担ってもらうという考えはあります。阿山支所については一部

耐震補強を実施、他の支所についても事務量に見合ったコンパクトな支所としていく方向

で検討を進めています。 
副会長）わかりました。旧役場の使い方については一切議論が進んでいないということで

すね。今回大きく変わったところ東日本大震災が原因ですね。これによる免震構造の採用

です。検討委員会の段階では免震構造も議論したが、金額的にダメと判断された。そのこ

とを踏まえて耐震構造でいくこととなった。南庁舎の免震化、制震化による保存も検討し

たが、事務局判断で費用面の観点から断念した。ですが、東日本大震災を受けて免震構造

を採用したわけですね。そうであれば、人口減少の中で、どのようにして、産業などを維

持するかなどが課題となってきている。東日本大震災から学べることとして、免震構造に

ついて再検討することも大事です。ただ、今問われていることは人口減少社会の中で、コ

ンパクトなまちづくりを学ぶことではないか。将来は相当数の職員の減少が考えられる。

そうした中で大規模なものを造り、そのときには空き部屋が目立つのではなく、今は支所

をうまく活用し、将来的にベストな大きさになるように検討委員会では検討した。しかし

時間の都合で支所のあり方の検討を市長に提言だけした。ただ具体的な内容を示すことは

出来なかった。私見ですが、免震のことを学ぶだけではなく、コンパクトなまちづくりに

ついても学ぶ必要があると思います。このことは景観計画に合致しているかどうかを検討

する以前の段階です。あと、②点目、③点目はどうですか。 
管財課）ボリュームについて、床面積 14,000 ㎡は庁舎検討委員会で決めていただきました。

定員適正化計画の中で職員数が減ってくる中で、14,000 ㎡は他市と比べても決して大きな

ものではないと基本計画で定めた面積です。それからシミュレーションですが、20ｍを使

う考え方ですが、確かにボリュームの話とつながるところがあり、床面積 14,000 ㎡市民が

交流するエリア等床面積を 14,000 ㎡確保しようとしたときに駐車場 200 台の制限、敷地が 
副会長）すみません。②、③については文章で報告してくださいと事前に言ってあるのに



なぜ出てこないのですか。口頭では変わる場合があるので、文章で欲しいです。 
今回は適用除外を使う第 1 号の案件なので、後に与える影響が大きいので、シミュレーシ

ョンの考え方、仕方が妥当かどうかや、景観計画に抵触している部分が妥当かどうか判断

できるものが必要です。 
管財課）チェックシートを作成し、確認しましたが、本日は記載したシートを持っており

ません。しかし、緩和規定に基づき 20ｍ以内に収まるように景観に配慮し、計画しました。 
会長）口頭でも良いので、20ｍでも妥当であるという理由を述べてください。 
管財課）限られた敷地の中で、14,000 ㎡の床面積、200 台の駐車スペースを確保するため

にはとにかく４階建てにすること、４階建てという建物で、高さ 15ｍ以内に収まっている

のは、他市の事例を探してもありませんでした。概ね 20ｍ以上でした。市民開放コーナー

の設置、ホール的な議場などを設けるため、15ｍ以内に押えるのは厳しい内容です。 
設計者）補足です。4 層+屋上設備部分があるので、高さでいうと 5 層分程度まで高くなり

ます。4 層部分を 15ｍ以内に押さえ、屋上設備部分を 3ｍ程度必要となります。ですので、

4 層+屋上では 15ｍ以内は非常に厳しい。また、3 層+屋上設備という内容で検討するセッ

トバック不可能な計画となり、非常に圧迫感を与える建築物になりかねない。 
副会長）高さ以外の部分での景観計画に配慮する部分も説明していただきたい。 
設計者）勾配屋根については、屋上設備の目隠しではありますが、その部分に勾配をとる

ことで勾配屋根を満たしていると解釈します。 
もう一つ、今回のケースは近景からだと屋根部分はほとんど見えない。見えるのはお城か

ら見下ろしたときである。ですので、お城から見下ろした景観を大事にして、計画した。

また、近景から見た場合は小さな格子状を設けることで、町中多く見られる格子をイメー

ジできるように配慮した。 
委員）これは発言してよろしいですか、一つ出ると続いて二つ、三つ出ると思うが、ご存

知のとおり私は 初からこの場所に建てることには反対です。議会に請願を出し、議会を

通過しました。その請願を出した本人です。この場所では、仮に設計者がノーベル賞を貰

うような超一流であっても、市民が望むものを 100％満たすような庁舎は建てることが出来

ない。名張市は 1 万 4 千坪の敷地面積 8 万人の市民に対し伊賀市は 3200 坪の有効敷地面積

に対し９万９千人市民の庁舎を建てる。この状況から考えると、この位置に決めたことが

狂っている。市長は通った請願を完全に無視をした。景観計画の中で定められている高さ

規定を越えていることに対し業者はどのように考えているのか。ましてや、事前にそのこ

とを通知されていたにもかかわらず説明が出来ないとは事務局はどういうつもりなのか。 
昨日のゆめぽりすセンターでの説明会の内容と異なるので、疑問に感じた。庁舎建設検討

委員会であと半年時間が取れれば、この位置が不適切という内容になったと思うが。 
このことを放置したままで審議することはできない。 
会長）本日は景観に対する審議ということでお願いします。位置については市議会で既に

決定しております。 



委員）私は、意見はしているが、そのことによって位置を変えろとか戻せとか言っていな

い。持論を述べているだけである。議論ではない。私は白紙に戻せという趣旨の発言はし

たことがない。 
会長）それでは結構です。景観に関するする意見を述べてください。 
委員）ですから位置の決定などは審議以前の話と言っているではないですか。先生の仰る

とおりと思います。審議に入る以前の話である。 
委員）今の内容では、景観に対し、意見する以前の問題で、高さ規制に抵触する時点で物

理的な内容になり、色や形、ボリュームに関して審議する以前のものと考えるが。 
管財課）今回の私たちの態度としては、景観法並びに「ふるさと風景づくり条例」に基づ

く届出を行う以前の事前報告と位置づけています。 
会長）条文を教えてください。 
管財課）景観法第１６条の５項の朗読（地方公共団体の通知義務） 
副会長）法律で通知となっているのは市が決めた内容なので、市がその内容を順守するの

は当然であるという考えの中での通知である。 
ただ、今回の計画では景観計画に触れる部分があるので、市が行う事業であっても事前に

景観審議会の意見を聞く必要があります。単語は「通知」であるが、内容は届出と同じよ

うな扱いである。 
市長が建てるものはどのようなものでも構わないとなると、審議会を無視することになり

ますし、それは民主主義の理念に反する。 
ですので、今の場合はシミュレーションを行い妥当と認めれば緩和規定採用の第 1 号とな

ります。 
説明については、どの審議会委員にも分かるような資料を作る必要があると思います。 
会長）ほかに意見はありませんか。 
委員）市民の皆さんに説明会で示している資料と本日の審議会で出された資料とでは形が

異なる（市民への説明会では屋根がフラット、審議会資料は勾配がある） 
また、勾配屋根についても、プロの目から見ると屋根ではなく設備を隠すための目隠しに

しか見えない。屋根は雨露をしのぐことができるものを言う。 
会長）ほかに意見はありますか 
委員）計画は非常に単調さと圧迫感がある。屋上庭園についてもコスト、維持管理を含め

ると問題があるのではないか。 
会長）その他 
委員）今の内容は賛否を取るのですか。 
会長）いいえ 
委員）意見ですね。個人的には交差点部分の圧迫感が非常に大きいと思う。上野高校方面

への視角が完全に塞がれる。まるで軍艦を置いたようなイメージである。 
それはそれとして、高さ 20ｍは認められるのか。15ｍでなくても良いのか。変えられるの。 



管財課）原則 15ｍではあるが、除外規定で 20ｍまで認めることが出来る地域であり、シミ

ュレーションにより判断される。市としても当初から景観計画に抵触するつもりは無く、

やむを得ない理由により 15ｍを越えざるを得ない。ついては、その理由とシミュレーショ

ンを紙で作成し、またお示しさせていただきたいと思っています。勾配屋根についても、

景観形成基準で、「原則勾配屋根」とし、屋並み景観の再生に努めるとなっており、具体的

にどのような形状が良いのか難しいと思いますが、そのあたりについてもいろいろと意見

をいただけたらと思います。 
委員）見方によっては圧迫と言う人もいるかもしれないが、そのようなことを言っておれ

ばきりがない。けども私はこの軍艦のようなものを置くことには違和感を感じる。市民が

見ると騒ぎになると思いますよ。また、18 ページのような図を見ればリゾートに見えて素

晴らしいようにも見えますよ。現実は家も建っているのに、17 ページをみるとどやこれは

と思う。これを私の主観と言われれば通ませんがね。平成 18 年に交番が移ったばかりなの

に 5500 万かけて、ここに庁舎建てられるのかと素人でも疑問に思った。今度は 7690 万か

けて、市が負担して、白鳳駐車場に移転する。先日交番に警察は悪事を取り締まるところ

か、したいことをするところなのかどちらか尋ねた。 
管財課）交番は平成 18 年に移転し、平成 20 年に「伊賀市ふるさと風景づくり条例」が施

行されました。仮にこの条例が施行されていなければこの場所に６階、７階の庁舎を建て

ることが出来るのであれば交番を移転する必要はない。ただ、現実は「ふるさと風景づく

り条例」が出来、高さ制限が設けられたことにより、交番を動かさざるをえなくなった。 
委員）そんなので議会は大丈夫なんか。 
管財課）移転に伴う用地費の予算については議会で認められた。 
委員）先生がおっしゃったように資料が全て揃っていないのでは審議以前の話である。 
会長）時間が迫っておりますので、そろそろ終了にしたいと思います。今回報告を受けて

様々な意見が出ておりますので、もう一度資料をそろえて次回説明してください。 
今日お聞きしたところでは、あくまで２０ｍの除外規定を使わざるを得ないということを

はっきり仰っていたということですね。 
後に個人的感想を言いますと、西側から見た様子はもう少しすっきりしたデザインにな

らないか。格子状で単調で暑苦しい。確かに西日対策の発想で、デザイナーはこれでよい

と考えておられるが、個人的にはあっさりした、軽やかな形にならないかと。 
もう一つ私見ですが、これだけの大きな建物なので、あまり勾配屋根にこだわる必要はな

い。これに日本式の勾配屋根をつけるとおかしいのではないか。屋根部分の今のデザイン

は良いと思う。普通なら空調機器が並び、だらしないがうまく景観に配慮されている。特

に城からの見え方も良いのではないか。 
副会長） 後に補足ですが、これは庁舎に関わるものではないのですが、都市計画課にお

願いなのですが、通知の扱いについてですが、民間で届出対象になっているものは公共建

築といえども通知扱いではあるが、きちんと景観審議会に出す。そうしないと公共建築だ



けノーチェックと第二、第三の事例が起きたときに市が変更命令をだし、自らを苦しめて

しまうと思いますから、その扱いを事務局として少し検討していただきたい。さらに積極

的な公共団体であれば公共事業のガイドラインなどを作りますね。三重県も公共事業ガイ

ドラインを作っています。これは県が自ら行う事業に対し、県の景観計画の内容より、さ

らに踏み込んだものを作っている。公共事業に関して、通知のことも合わせて一般的に公

共事業ガイドラインのようなものを作っている自治体も増えてきております。このような

ことを予めルール化しておけば今回のような事案に対してもそのルールに沿って淡々と議

論をしていけばよい。今、そのルールが無いです。先ほどの色彩ガイドラインもですが、

景観計画も策定してから年月が経過したなかで、細かい部分で詰めていかないといけない

部分が見えてきたと思うので、通知の取り扱いと合わせて、公共事業のガイドラインも一

緒に検討していったらどうですか。たぶんこれからも数年前に作ったときには予想もしな

かったことで、景観計画の条項に触れてくるようなこともあると思うので、その検討を今

年度に行うということでよろしくお願いします。 
委員）眺望についてですが、お城から見た景観も大事ですが、ハイトピアの 上階にお城

を見ることが出来るスペースがありますが、これも大きな視点場ではないでしょうかね。

そのような資料も追加で必要ではないかなと思います。 
会長）以上で本日の会議は終了とさせていただきます。長時間ありがとうございました。 
 
・・・・・・・・・・・・・・・19 時 00 分終了･･･・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 


