
平成 29 年度 第 1 回 伊賀市景観審議会 

 

１ 開催日 平成 30 年 2 月 26 日（月） 

２ 開催時刻 10 時 00 分 

３ 閉会時刻 11 時 30 分 

４ 開催場所 阿山保健福祉センター ホール 

５ 協議事項 

（１）会長の互選について 

（２）景観アドバイザーの選任について 

（３）伊賀市ふるさと風景づくり条例について 

（４）伊賀市景観計画について 

（５）日本イコモス文化遺産選定について 

（６）歴史的風致維持向上計画について        

 

６ 出席委員（9 名） 

  小丸委員、城委員、重住委員、川瀬委員、上田委員、前山委員、武保委員、滝井委

員、浅野委員 

７ 欠席委員（0 名） 

８ 事務局 

  清水部長、山本次長、狩野課長、城主幹、西澤 

 

------------------------------------------------------------10 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）会長の互選について 

（事務局） 

 意見や推薦等ありますでしょうか。 

 -------------意見なし------------------------ 

（事務局） 

 それでは事務局から会長を推薦させていただきます。 

 浅野委員にお願いしたいと思いますが意見はございますか。 

---------------異議なし------------------------ 



（事務局） 

それでは浅野会長お願いいたします。 

（会長） 

 会長の浅野です、よろしくお願いいたします。それでは、副会長を推薦させていただき

ますが、小丸委員お願いいたします。皆様意見はございますか。 

----------異議なし---------------- 

 

（２）景観アドバイザーの選任について 

（事務局）議事の内容について（略） 

（会長）景観アドバイザーというのは建築物や工作物の届出が提出されたら景観計画の基

準と適合しているかどうかということを専門的な視点からチェックして事務局にアドバイ

スするものです。伊賀市の景観計画では建築の専門家が伊賀市にアドバイスするという形

で運用を行ってきています。今回の報告は前期に引き続き私と滝井委員、前任の森委員を

引き継がれた重住委員での 3 人での体制で建築の専門的な視点からアドバイスしていこう

と思います。みなさまよろしいでしょうか。 

（各委員）よろしくお願いします。 

（会長）ありがとうございます。 

 

（3）伊賀市ふるさと風景づくり条例について 

（事務局）議事の内容について（略） 

（会長）景観条例は景観計画とセットで成り立っているもので議事 4 とあわせて聞いてい

ただけるとよいとおもいます。景観計画というのは景観法に基づいて行政が作成する内容

で、伊賀市ふるさと風景づくり条例が法律により作成を義務付けられています。ご質問等

は議事 4 と合わせて行いたいと思います。 

 

（4）伊賀市景観計画について 

（事務局）議事の内容について（略） 

（会長）議事 4については以上ということですね。委員の方々、質問等はありますか。 

（小丸委員）助成金の制度ですが、28年度 29年度以前の実績があるならば次回一覧表で説

明いただければと思います。事前相談時には景観アドバイザーが審査することもあるとい

うことだが、どういうシステムで審査するのかということをもう一度詳細に教えていただ

けないか。 

（会長）事務局からの説明をお願いいたします。 

（事務局）まず景観審査における手続きの流れや手法についてですが、条例に基づいて届

出がなされたものについては、景観計画の基準に基づいて担当者が判断するのが基本であ

りますが、基準以外の意匠及び担当者で判断が難しいものについて景観アドバイザーに相



談し、意見をいただくことがあります。それらを総合的に判断し、事務局で適合通知書に

より施主に通知することになります。適合した建物等について助成対象とする運用を行っ

ています。 

また、過去の助成金の実績についてですが、一覧表がありますので報告させていただきま

す。 

（小丸委員）申請者は個人でもよいのか、また申請にはどういう手続きが必要なのか。 

（事務局）景観計画の届出内容としては意匠が分かる各種図面、助成対象部分の見積もり

が必要となります。これら意匠、見積もりを景観アドバイザーが判断し助成決定を行いま

す。また、個人だけでなく会社、法人が行う建築行為についても助成対象とすることが可

能で、今年度でも実績があります。 

（会長）小丸委員から指摘のあった過去の助成実績と位置図、景観が良くなってきた地域

等も紹介していただきたいと思います。 

（城委員）29年度の助成実績金の合計額が合わないように思えます。また、門について 100

万円の助成をしていますが、これは適正な価格なのか。 

（会長）助成の合計が合うようにもう一度説明をしてほしい、また、助成率の説明もして

いただければ理解しやすいと思います。 

（事務局）合計額は間違いありませんが詳細な助成額の数値については改めて報告させて

いただきます。手持ち資料では助成額の上限を記載しています。 

（会長）改めて事務局は助成実績の報告を行ってください。そして、条例に基づく、補助

率の根拠を示してください。 

（事務局）助成金の上限を定めております。重点風景地区の建築物での新築、増築、改築

等には限度額 200 万円かつ 50 パーセントと設定しています。門等の工作物については 100

万円かつ 50 パーセント、例えば 70 万の門であれば 35 万の助成を行えます。以下景観協定

地区、景観重要建造、景観重要樹木、景観形成対象物、景観まちづくり住民団体について

助成を行えます。区分に応じて上限、割合は違いますが、助成金交付要綱に基づいて助成

を行っています。 

（会長）助成金交付要綱に基づいて運用されてきましたが、確認していただいて、質疑あ

れば事務局に確認していただければと思います。他に質問はありますか。 

（前山委員）重点区域への新たな指定について質問です。青山町、島ヶ原の宿場町につい

て重点区域に指定していくということですが、他にも大山田等に宿場町はあると思います。

他の地域の指定は検討していないのか、それは何か審議を行った上で検討地から外したの

か、審議会で検討したのか、それとも地元が反対しているのか、この理由を教えていただ

きたいと思います。指定を行えば助成も行えるので地域には良いことだと思うがなぜ他の

地域が外されているのかについて教えていただきたい。 

（事務局）旧上野の大和街道や寺町等について現在重点風景地区の指定を行っています。

もっと広げても良いのではないかとの意見もあります。その中で青山、島ヶ原の宿場町の



区域については特に重点区域に追加すべきという意見があります。そこがなぜ優先的とい

うことについては後ほど文化財課から説明があります歴史的風致維持向上計画の中でそれ

らの地域が重点区域になっていることが理由です。景観計画が先に上野の重点区域を指定

しています。その後に歴史的風致維持向上計画において重点区域の設定を行いました。後

追いにはなりますが、景観計画として、歴史的風致維持向上計画の重点区域設定に合わせ

ていきたいということで数年前から各支所に調整を行っています。29 年度についても、都

市計画課、文化財課、支所振興課で協議を行っています。一つポイントとして、重点区域

に設定すると、助成を行えるルールとなっていますが、届出が必ず必要な地域にもなりま

す。そうなると地域の景観、風景にマッチしていない建築等を行えなくなります。言い換

えると個人の財産の制限をかけるということになります。エリア指定すると自由に建築を

行えなくなることも考えなければならないので、地元が良い点、悪い点をわかった上で合

意を得ないといけません。市が決定したからというわけではなく十分に地元と調整した上

でのことです。青山支所、島ヶ原支所通じて地元と協議し、地元からこのエリアについて

地域指定の要望があがってくれば、この審議会に議題としてあげさせていただき審議して

いただくといった手順になります。 

（前山委員）大山田支所についてはまだ協議を行っていないということですか。 

（事務局）まずは青山、島ヶ原について協議を行い、他の地域については後に協議させて

いただくことは可能かとは思いますが、まずは、青山、島ヶ原を重点区域に指定し、歴史

的風致維持向上計画に合わせていきたいということで考えております。他の地域について

も検討していける可能性はあるとは思います。 

（前山委員）まずは青山、島ヶ原で実績をつくりたいということですね。 

（会長）後ほど歴史的風致維持向上計画の説明があると思うので、そちらでも質問があれ

ばお願いしたいと思います。大山田村ですが、私も 20 年以上関わってきましたので、平田

宿や平松宿は十分可能性はあると思います。もし地元が声をあげてもらえれば検討できる

かと思います。 

 

（5）日本イコモス文化遺産選定について 

（事務局）議事の内容について（略） 

（会長）先日発表されましたが、世界遺産を審査する専門機関のイコモスの日本の国内委

員会が将来の世界遺産の候補となるうるものを 20世紀の遺産ということで認定を行いまし

た。日本が近代化で大きく成長する過程の中で果たしてきた遺産を全国から 20選取り選び

ました。その中に伊賀上野城の文化的景観として、城下町の景観にあわせた近代建築群の

代表例ということで取り上げられています。明治大正昭和の近代の建築が江戸時代からの

建築とうまく組み合わさっている類まれない例です。多くの城下町では各時代の遺産がバ

ランスよく保存されていることは少ないですが、伊賀が全国的に見ても昭和の建築も含め

てうまく調和されているということが認められて、全国のべスト 20に選定され、それが発



表されたというものです。先日そのシンポジウムが開催され、私もパネリストとして選ば

れました。また後ほど紹介されると思いますが、伊賀市の歴まち協議会の副会長もしてお

ります。景観計画や歴史的風致維持向上計画との整合性からみるという視点でパネリスト

として発言を行いました。 

スライドの資料で２０選の一部が紹介されていますが、選ばれているものは明治以降、戦

後の高度経済成長期に建築された遺産がたくさん選ばれています。黒部川のダム関係の施

設等も日本が残すべき重要な土木遺産として選ばれていますし、２年後に東京オリンピッ

クが開催されますが、５０年前の東京オリンピックを支えた総合競技場といった昭和の時

代の発展している途中に日本を支えた各地の名建築が選定されているという状況です。そ

の中で伊賀の城下町は上野市の旧庁舎や三重県庁舎、上野西小学校、崇高中学校、レスト

ハウスは坂倉準三が設計しまして、その坂倉準三が建築したということも追い風となりま

した。さらに江戸時代からの城下町に明治大正昭和の建築がうまく組み合わさっていると

いう総合的な評価によってベスト 20に選ばれたという状況です。選定されたものは公表さ

れていますので詳細に関心がある方はまた確認していただければとおもいます。 

（滝井委員）2月 10日に 20選選定の記念シンポジウムを開催しました。伊賀上野まちづく

り審議会が主催で様々な方の後援をいただきました。日本イコモス国内委員会の事務局長

の矢野先生がお越しいただきました。鹿児島大学の鯵坂先生もお越しいただきました。伊

賀上野の景観について貴重な話をいただきました。矢野先生からは世界遺産の選定基準で

もって、伊賀上野の城下町の景観は素晴らしいという評価を受けました。江戸時代の街並

みを残した中で散在はしておりますがたくさんの歴史的建造物があります。そのフィール

ドで明治大正昭和の建物が残されているということをシンポジウムでは語っていただきま

した。また、地元に住んでおられる 2 名の方にも評価してもらい自分の思いを語っていた

だいたということになります。 

（会長）景観計画にも記載のとおり、江戸時代をベースとして明治大正昭和の建築が残っ

ているというのが大きな特徴です。伊賀らしい景観を形成しているものはできる限り大切

にして次世代に継承されるようにしてこうと謳っております。そういった中で歴史的風致

維持向上計画も作成されましたし、今回イコモスによって 20 世紀遺産 20 選としても選定

された状況です。景観計画がやってきたことと道筋を合わせるように色々な動きが出てき

たという状況かと思います。 

建築を専門にしている重住委員の考えをお聞きしたいです。 

（重住）私もシンポジウムには参加させていただきました。当初江戸時代の建築郡と坂倉

先生が設計された近代建築郡とはマッチングしないのではないかという疑念を持ちつつ聴

講させていただいきました。イコモスが認めたのは江戸時代からつづく街並みと近代建築

郡とがうまくマッチングしているというところを認めたというのがすごく印象的でありま

した。ただ古いものが残されているということではなく伊賀市民が頑張ってきたその足跡

が建物として具現化されているというところが印象的でした。もう一点印象的に感じたの



は、なぜ古いものを残さなければならないのかという疑念の解釈です。それは過去のもの

から学ぶことによって品性が保たれていくということです。非常に参考になる講演でした。 

 

（6）歴史的風致維持向上計画について 

（事務局）議事の内容について（略） 

（会長）委員の方からご質問等ありますか。 

（小丸委員）ヘリテージマネージャー活動支援事業の現状報告をお願いいたします。 

（事務局）遺産を遺していくことについて助けていただくような方々をヘリテージマネー

ジャーとして捉えております。三重県下でも三重ヘリテージの会というものがあります。

建築士等が中心となった組織です。これの伊賀市バージョンとして設立させていただいて

いるところです。現在、国の有形文化財は 47件と県下で最も多くなっています。江戸時代

等の古い建物が上野の城下町であったり、平田の宿であったりとたくさん残っております。 

このような地域の建物を残していき、点としての残し、それが繋がり面として整備されて

いくことが目標です。平成 29年に伊賀ヘリテージマネージャーの会を設立していただきま

した。そして平成 30年に市の方が財政的な面で支援させていただきたいと考えておりまし

たが、予算がつけられませんでした。しかし、今後も何らかの形でヘリテージの会に支援

し、登録文化財を増やして観光客に見ていただけるような整備、保存を行っていければと

考えています。 

（小丸委員）活動していただいているのは伊賀市の人ですか。 

（事務局）そうです。 

（会長）滝井委員からなにかありますか。 

（滝井委員）私は伊賀ヘリテージマネージャーの会の前代表をさせていただいておりまし

た。全国的にヘリテージマネージャーというのは活動範囲が広くなってきています。国の

登録有形文化財に関わる事業をさせていただいています。概ね 50年以上を経た建築物とい

うのは歴史的価値があるだろうといわれておりますので、その価値を探るということで現

地に調査しにいき、図面を描き、写真を撮り、所見を書くといった活動です。誰でもヘリ

テージマネージャーになれるかというと非常に高いハードルがあります。三重県の内容で

はありますが、三重県の建築士会が主催しておりましたヘリテージマネージャー要請講座

というのがあります。年間 50時間の講座を受けていただいた上で認定を行っています。三

重県下では約 100人、伊賀市では 10人が講座を受講しました。 

現在登録有形文化財が三重県で約 200件ありますが、伊賀では最も多く 48件あります。こ

れを何とか残していくということをもって景観まちづくりに貢献していくということを考

えています。候補は多くあります。島ヶ原宿の方でも何件か候補というのはありますが、

未調査でありますので今後調査に入り、いくつかは登録有形文化財に挙げていきたいと思

っております。 

（小丸委員）専門的視点ではない個人的な意見ですが、一般的に古い建造物というのは 100



年 200年前のものを指すという印象があります。その中で 50年前の建物にも価値があると

いう考えですね。 

（会長）最近テレビや映画でも戦後を取り上げられる機会が多くなりましたね。今昭和の

建物が取り壊されることに危惧を感じている専門家が多くなってきています。100年後の人

達が振り返ったときに江戸の建物が残っていても昭和の建物が残っていないという状況も

考えられます。そのような背景もありましてヘリテージマネージャー養成講座という制度

で文化庁の補助も受けながら長い間活動しています。私も建築士に景観計画を教えるとい

う役目です。三重県でも三重ヘリテージの会という会を設立され、各地域に支部が設立さ

れています。それぞれの地域の景観計画等と連携しながら歴史的な建築物の保存、活用に 

建築士の方が地域活動の一環として貢献していただいています。伊賀も建築士の方が活躍

されて登録文化財が増えています。積極的に進めていって、50 年以上経つ価値の有る建築

物は所有者の了解を得て国の登録文化財に登録できればまちづくり活用していけるのでは

ないかと考えます。 

歴史的風致維持向上計画と景観計画はリンクしています。事務局に質問ですが、歴史的風

致維持向上計画の補助金をもらっているのですか。 

（事務局）歴史的風致維持向上計画からは補助金はいただいておりません。 

（会長）わかりました。他にご意見よろしいようですね。 

第 1 回景観審議会ということでまとめさせていただきます。景観計画、条例、歴史的風致

維持向上計画の説明をさせていただくということを中心に審議会を開催させていただきま

した。今後は景観計画の事業の進捗の状況に応じて、報告であったり、委員の方々に意見

を伺うということで審議会を開催させていただくことになると思います。 

（滝井委員）最後に補足として、資料を配布させていただきたいと思います。 

内容は景観・まちづくり地域深訪というものです。全国の景観まちづくりに関して情報提

供しようということで作っているものです。伊賀上野の景観まちづくりに関して 6 ページ

記載しています。本日の景観条例についても書かれていますが、私の知る限りそれ以前の

情報をダイジェスト的に書かせてもらっていますので、配布させていいただきますが会長

よろしいでしょうか。 

（会長）はい。要点だけでも説明をお願いします。 

（滝井委員）はい。その中でもウォーキング・トレイル事業というのは城下町のカラー舗

装された道路の事業ですが、先駆けになった計画等記載しています。また、景観計画の概

要の説明もあります。そして景観審議会でも話題にはなったのですが、高層マンション計

画の話、これは景観条例をつくるタイミングでの事例です。現在 6 階建てのマンションで

すが、当初 12階建ての 30ｍを超える計画のマンションでした。崇高堂近くのホテルの事例

もありましたが、こういうことが契機になって現在の高さ規制であったり、色彩規制であ

ったりをつながることになりました。 

（会長）ありがとうございました。以上で議事は終了とさせていただきます。 



 

---------------------------------------------１1:３０審議会終了----------------------------------------------- 


