平成２ ３年 度第１ 回向 日市 まち づくり 審議 会議 事録

１ 審議会開催の日時及び場所
（１）日時

平成２３年１０月１９日（水）午前１０時～午前１１時３０分

（２）場所

向日市役所大会議室

２ 会議を構成する委員数及び出席者の数
（１） 会議を構成する委員数７名
（２） 出席委員数６名
会

長

１号委員

宗田
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好史
絵理子

〃

山口

繁雄

２号委員

金田

龍一

３号委員

段野

久野

〃

兒玉

幸長

［傍聴者］ なし
３ 議事
（１）会長の選出について
（２）向日市景観計画の策定について
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１

開会

○事務局
定刻になり ましたの で、た だいまか ら、平成 ２３年 度第１回 向日市 まちづく り審
議会を始めさせていただきます。
本日は、大変お忙しい中、ご出席いただきありがとうございます。
それでは、開会にあたりまして、市長からご挨拶を申し上げます。
○市長
本日の審議 会は委嘱 状を交 付させて いただい てから 初めての 会議と なります 。こ
れからの向日市のまちづくりのためにご協力をよろしくお願いします。
平成１６年 に景観法 が制定 され、全 国でもい ろんな 自治体が 景観行 政団体と なっ
ています。向日市も今年の４月１日に景観行政団体となり、他都市にはない向日市の
特性を生かすために景観計画の策定を考えています。長岡京の都があった向日市の良
好な環境は市民共通の資産であります。景観計画はそれらの資産を保全、創出してい
くための大きな柱となるものでありますので、委員の皆様はそれぞれのお立場で高い
ご見識とご経験をお持ちなので、忌憚のないご意見、ご提言をしていただきたいと思
います。向日市は、市民の皆さんが安心して愛着と誇りの持てる、美しい景観のある
まちづくりを推進しておりますので、よろしくお願いします。

（１）会長の選出について
○事務局
会長の選出 につきま しては 、向日市 まちづく り条例 ・施行規 則第７ 条第２項 によ
り、会長は 委員の互 選により 定める こととな っており ます。い かがい たしまし ょう
か。
○委員
ま ち づ くり に関 し て、 他 都市 で の多 くの ま ちづ く り事 業 に携 わら れ た経 験 と 実
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績、まちづくりに関する知識も豊富な宗田委員が適任であると思われるので、宗田委
員を推薦いたします。
○事務局
ただいま、委員からご推薦がございました。
宗田委員に会長をお願いいたしたく思いますがよろしいでしょうか。
○委員
異議なし
○事務局
ありがとうございます。
それでは、宗田委員、会長席へお願いします。
それでは、次に、向日市まちづくり条例・施行規則第７条第４項の職務代理者の指
名につきまして、会長からよろしくお願いします。
○会長
このたび、会長を仰せつかりました宗田でございます。
これから委員の皆様方のご協力を賜りながら、まちづくり審議会の運営や議事の検
討を進めていきたいと思いますので、各委員の皆様、よろしくお願いします。
職務代理者の指名ですが、私といたしましては、１号委員の山口委員にお願いした
いと思いますが、いかがでしょうか。
○委員
異議なし
○会長
それでは山口委員を指名させていただきますので、よろしくお願いします。
では、議事にお入りいただきます前に、事務局から、本日の審議会に関する報告事
項がありますので、よろしくお願いします。
○事務局
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現在、ご出席の委員は、６名でございまして、本審議会条例・施行規則第７条第７
項に定める委員の出席数の定足数を満たしておりますので、審議会が成立しておりま
すことをご報告申し上げます。
○会長
それでは、 ただ今か ら、平 成２３年 度第１回 向日市 まちづく り審議 会を始め させ
ていただきます。
向日市まちづくり条例施行規則第７条第３項に基づきまして、この後の議事の進行
につきましては、私が議長を務めさせていただきます。
本日の傍聴者の有無について確認します。
○事務局
傍聴者なしです。
○会長
では、議事に入ります。事務局から説明をお願いします。

（２）向日市景観計画の策定について
○事務局
資料により概要説明。
○会長
今日は策定 方針に ついてご 審議い ただく。 ３か年 にわたる スケジ ュールや 景観
計画の構成 、特に市 民の皆 さんとの 対話、参 加・周 知をどう 進めて いくかご 議論
をいただきたい。
まちづくり 協議会 への意向 調査は 事務局や 市役所 、コンサ ルが行 くのかも しれ
ないが、審議会で話を聞くことは可能か。
○事務局
景観につい ての意 見をこう いう場 で聞かせ ていた だくとい うのは いいと思 う。
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話はできると思う。
○会長
シンポジウ ムにも いろいろ なやり 方がある 。先生 方を呼ん で来て 話を聞く とい
うのもある が、向日 市でこれ だけの まちづく り協議会 を育て上 げてきた のだか ら、
代表の方に話をしていただくのが良いのではないか。
○事務局
資料には書 かせて いただい たが、 シンポジ ウムに ついては 、この 審議会の 委員
さん方にお世話になりたい。
○会長
委員はもち ろん良 いのだが 、市民 が主役、 自分た ちが作っ たとい うイメー ジを
持っていただかないといけないと思う。
○会長
十分に情報 を提供 しないで アンケ ートをす ると、 あまり考 えない で答えを 書い
てしまうこ とになる 。景観 計画とい うのは建 築制限 があって 建て替 えるとき に不
便になると か、増築 ができ なくなる とか、地 価が下 がるとか 、そん な間違っ たこ
とを言われ るとつい つい反 対するの である。 京都市 の景観白 書を見 ても地価 は下
がっていな い。むし ろ規制が かかっ た場所は 地価が上 がってい るぐらい である が、
一般の方は そういう 事実を ご存じな い。不動 産屋と か一部の 建築業 者のご商 売の
都合だけで流れてくる情報を聞いて反応してしまうのである。
景観計画を 作ると きには、 市民が 望んでい るのだ というこ とを市 民にはっ きり
と伝えない といけな い。市 役所が望 んでいる ことに 市民はな かなか 納得して くれ
ない。説明 が不十分 だと反 発する。 しかし、 市民が 望んでい ること を受けて 市役
所がやっているとなれば市民は反発しない。
京都市でも その辺 りは慎重 に行っ た。亀岡 市では 今引っか かって いる問題 があ
る。亀岡城 下町の本 町でマ ンション 計画があ ったの で、そこ の住民 代表から 何か
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手を打って ほしいと いうこ とを受け 、亀岡市 が動き 出して景 観計画 を作った 。し
かし、その 代表が町 会長を やめて別 の人にな ると、 建築制限 が加わ るとみん なも
困るはずだ と言い、 アンケ ートを取 ると７割 が反対 となった 。美し いまちを 作る
ときにはい ろんな形 の妨害 が入る。 そこを慎 重にや っていか ないと いけない 。計
画内容もさることながら、どういう形で進めるのかが重要である。
市長から今 ご挨拶 いただい たが、 まちづく り条例 から一貫 してお やりにな って
いる。その 一連のま ちづく り施策に 対して、 ここで 市長と何 か齟齬 があって はい
けない。市 民の意思 の代表 として直 接選ばれ ている 市長なの で、丁 寧にやっ たほ
うがよい。
○委員
会長の意見 に賛成 である。 景観計 画を規制 だと捉 えられる と非常 にまずい 。私
は向日市が 評価を得 る絶好 のチャン スだと思 ってい る。景観 計画は まちの評 価を
上げるため のもので あると いうこと を市民に 強くア ピールす るべき である。 その
応援団のま ちづくり 協議会 と一緒に なって、 市民に アピール してい くことが 大事
であると思う。
西向日の駅 前は今 まちづく り協議 会ができ ている が、あれ は阪急 が開発し た住
宅地である 。阪急は 電車を 敷いたも のだから 、電車 に乗って もらわ なければ いけ
ない。イメージの良い郊外住宅を 作らなければいけない 。その1つなのであ る。そ
れが今、向 日市の中 で非常 に良好な 住宅地だ と評価 を高めて いる。 あそこに 住み
たいという人が非常にたくさんおられる。
○会長
私が都市計 画を大 学で教え るとき には、田 園都市 論が日本 に入っ てきて、 田園
調布、成城 学園、六 麓荘、 西向日が できたと 教えて いるが、 西向日 の近辺に 住ん
でいる学生 は不思議 な反応 をするが 、そうい う価値 があるの に意外 と知られ てい
ない。実際 西向日の 開発が 行われた ときは、 京都市 内はごち ゃごち ゃとして いた
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状況で、田 園ののど かな風 景の中で 新しい郊 外生活 ができる という イメージ があ
ったと思う 。そのと き向日 は十分美 しかった 。その 後開発が 進んで くる中で 、向
日市が持っ ている本 来の美 しさにふ さわしく ない建 物も建ち 、四季 折々の自 然の
美しさに比 べて見劣 りする 公共施設 、道路が できた 。いつの 間にか 美しさが 損な
われ西向日 の住宅地 の魅力 というの は埋没し た。京 都市内、 大阪市 内の都心 と同
じようなも のを作る のだっ たら駅前 開発にし たって 規模が小 さいか ら負けて しま
う。しかし 、かつて 向日が 魅力的に 見えた状 況を今 再現すれ ば十分 対抗でき る。
再び昭和初 期の向日 の魅力 をどう認 識し、高 めてい くかとい うのは 向日市に とっ
て非常に大 きな戦略 である 。実際に そこをや りさえ すれば住 宅地価 が上がる こと
は十分考え られる。 交通の 便は実に 良い。そ こをご 理解いた だける ようにす るこ
とが必要である。
○委員
スケジュー ル案を 見て大変 嬉しか った。私 はいく つか景観 計画を 作るお手 伝い
をしているが、半年で作るところが多い。ゆっくりできるのは大変嬉しい。
どこも作ら なければ いけな いという 状況の中 で、同 じような 形で、 同じ目次 で、
とりあえず 計画を作 るのだ が、うま くやって いると ころはや り方が 違う。タ ーゲ
ットを定めてやっているところは成果を上げている。
私は芦屋市 の認定 委員をや ってい る。芦屋 はマン ションを ターゲ ットにし て、
マンション が建つと きにア ドバイザ ーを入れ てやっ てきてい る。マ ンション その
ものの形で はなく、 そのマ ンション が地域に ふさわ しいかと いう視 点で見て いく
ということ で良い環 境がで きている 。具体的 には、 大きな建 物に対 して規制 をす
るというや り方をし ている 。マンシ ョンが悪 いわけ ではなく 、小さ くすれば 良い
というわけ でもない 。どう いうデザ インにす れば良 いかと言 われて もそう簡 単で
はない。そ の場所の やり方 をきちん と反映し たもの が建つと いうこ とが大事 なの
である。芦 屋市は一 応ざっ くりとし た景観計 画はあ るのだが 、それ ぞれの地 域に
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物が建つご とに、そ この地 域のやり 方を蓄積 してい くという 形を取 っている 。そ
れが結果的 に良いか 悪いか は分から ないが、 小さな 市だから こそで きること があ
る。市役所 の人は自 転車で 走れば行 ける、ま ちの人 は歩いて 行ける というと ころ
に良さがあ る。法律 を生か した独自 のやり方 で決定 的なとこ ろをき ちんと押 さえ
るというやり方を目指すのが良いと思う。
車で動くの ではな く、歩く 視点で 見ていき たい。 私なりの 考えは いろいろ ある
が、どういう方法でやるかはこれ から1年間じっくり 考え、何が問題なのか 市民の
方々の声も聞きながらきちんと押さえる。
もう一つ、 市民と 行政にワ ンクッ ション置 く意味 で専門家 のアド バイザー が第
三者機関と して必要 ではな いか。市 民の声と いうの は小さな 地域に なればな るほ
ど良い方に 行ったり 悪い方 に行った り流され ていく ことがあ るため 、アドバ イザ
ーがあった 方が良い 。これ からの議 論の中で 位置づ けていく のも一 つの方法 だと
思う。
○会長
まちづくり協議会に対してアドバイザー派遣制度というのは？
○事務局
まちづくり 条例の 中で記載 して実 施してい る。ま ちづくり 協議会 について も、
アドバイザーの派遣を市から行っている。
○会長
既に現場を 知って いるアド バイザ ーが活動 してお られるの だから 、そうい う方
にも意見を聴いてはどうか。
○委員
ここで言っていることとアドバイザーの方が言っていることが違うとまずい。
○会長
具体的に誰かということもあるが、市が派遣しているのか。
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○事務局
市から委託している制度である。
○会長
市が委託し ている 人が市の 審議会 の委員と 別のこ とを言っ ても困 る。市民 の信
頼を裏切る ようなこ とがあ ってはい けない。 ある程 度は調整 が必要 である。 それ
を市民の皆さんがいる前で説明する形が良い。
７．６７ｋｍ ２ のコンパクトなまちなので、景観計画区域を全部にか けるぐらい
の覚悟でや る。実際 に技術 的にも可 能である 。箱庭 のような 田園都 市で徹底 的に
きれいにす る。敵は 京都市 とか長岡 京市であ る。京 都市は全 市に景 観計画区 域を
かけている が、南の 方は手 薄である 。それが 向日市 に入った 瞬間き れいなま ちに
なるという その差異 化をど う図るか 。向日市 が西京 区と違う 、西京 区よりも 美し
いというこ とを強く 訴えな ければ計 画を作る 意味が ないと思 う。西 京区と隣 接し
ているが向 日市に入 ったら 地価が３ 割、４割 上がる というよ うな高 級住宅地 を作
れないか。 そういう 丁寧な 田園都市 を作って いくこ とができ たら良 いと思う 。そ
ういう方向 ができた らお金 持ちが住 んでくれ るよう になり、 向日市 政はずい ぶん
楽になる。
○委員
京都駅の北 側は京 都市の中 心であ る。伏見 は京都 市に入っ たが、 いまだに 伏見
市という意 識が強く て独自 のまちを 展開して いる。 あれが一 つの良 い例であ る。
向日市は京 都の郊外 だけれ ども違う 魅力づく りをや るつもり で市民 の皆さん が検
討するのも一つの手だと思う。
歩いていく とすぐ 市外に出 てしま うぐらい のまち だが、そ れだけ にきめ細 かな
対策が必要 である。 一般的 な景観計 画を作っ てほし くない。 市民に は歴史文 化に
詳しい方が おられる し、文 化資料館 もあって 専門家 もおられ る。そ ういう方 の話
をぜひ聞い ていただ いて、 どこにも ないユニ ークで きめ細か い魅力 的な景観 計画
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を作ってい きただき たい。私 は半分 市民であ る。市民 としての 第一の希 望であ る。
最近仕事で ハワイ とグアム に行っ た。ハワ イとグ アムとい うのは リゾート とい
う意味では 日本人に 非常に 馴染みの あるとこ ろであ るが、ま ち並み は雲泥の 差で
ある。ハワ イはホノ ルルの 市長が頑 張った。 明確な 目標を掲 げて、 世界に冠 たる
リゾートを 作る。そ のため に徹底し て美しい まちを 作ろうと 決断し 、必死に なっ
てやった。 グアムは 全くそ ういう意 思がない 。海だ けは同じ ように きれいな のだ
が、まちを見ると本当によくわかる。
景観計画と いうの はそうい う意識 を持って やるか どうかで 大差が ある。１ ０年
後、２０年 後、３０ 年後、 ５０年後 を見たと きにど んなまち ができ ているか 。ま
さに出発点 になる。 どんな まちを目 指すのか を明確 にして、 具体的 な計画を 作っ
ていきたい。
これは行政 だけで やるのは 至難の 業である 。財政 難なこと はよく 知ってい る。
やり方につ いてもあ の手こ の手を考 えていか なけれ ばいけな い。市 民の力も 借り
ないといけ ないし、 民間の 力も借り ないとい けない 。目標に 到達す るために どう
いう手を打 っていく か、あ らゆる知 恵を出さ ないと いけない と思う 。その辺 の覚
悟を決めて、絶対やるぞという意志を持つことが大事である。
○会長
ハワイ・ホ ノルル というの は都市 計画の歴 史で言 うとアー バンビ ューティ 、ホ
ノルルの前 にリビエ ラ海岸 、カンヌ とかニー スとか 、その一 連の海 洋リゾー ト都
市をどう作 るかとい う時に ちゃんと 思想はあ って、 ハワイ・ ホノル ルでは、 その
研究がいま だにハワ イ大学 の都市計 画の先生 たちの 中にある 。それ でいろん なと
ころに教え たりする 。その ときに明 確に目指 すべき イメージ を持つ ことは非 常に
大事なこと である。 それを我 々専門 家も持つ が、市民 、市役所 の皆さん も持っ て、
こういうま ちにした いのだ と。例え ば田園調 布にし たいのだ とか、 軽井沢に した
いのだとい うことを イメー ジすると 近づいて いくも のである 。長岡 京市は門 真に
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なりたいと か、パナ ソニッ クに来て ほしいと か、産 業誘致の 時代が あった。 桂川
駅の周辺の 開発、あ のよう な再開発 事業が都 市の一 つの形で あった 。あれは 六本
木か汐留と いうイメ ージを 追いかけ たのだろ うが、 今はそう いう時 代でもな い。
田園都市と してのイ メージ をどう作 るか。だ からこ ういう論 議が必 要なのだ とい
うことがお 分かりい ただけ ると思う 。その目 標と、 そのまち に至る コンセプ トを
見せないま まルール だけ作 ってもい けない。 そうい う大きな まちづ くりの方 針を
しっかりと作っていきたい。
○委員
私は、実は 亀岡の 市民で、 ４月ま で亀岡エ リアの 建築の審 査に当 たって、 マン
ションの紛 争にも巻 き込ま れながら 、実務を してい た。そこ で一番 感じたの は、
景観まちづ くりとい うのは コミュニ ティがな いとで きない。 コミュ ニティは 住ん
でいる人が 自分のま ちを好 きになら ないと当 然でき ない。自 分のま ちを守る のだ
と、一部の 人だけで それが 成り立つ ものでは ない。 代が変わ って土 地がどん どん
手放されて いき、業 者がそ こを買う 。業者は 営利目 的で、ど うした ら儲かる もの
が建つかと しか考え ない。 虫食いに なってし まうと まちづく りはで きない。 １回
建ってしま うと何十 年とそ れが存続 するわけ である 。じっく り時間 をかけて いる
うちに虫食 いになっ てしま う。時間 をかけて 良いも のを作る 必要は あるが、 協議
に入ってい る段階で スター トしてい るという ことで 、行政側 で建築 の申請が 出て
きた段階で 、できる だけ行 政指導に 当たる。 こうい う方向を 向いて いるとい うと
ころを理解していただくためにＰＲをするしかないと思う。
マンション の計画 が入って くるが 、住民の 方は賃 貸を嫌う 。そこ にずっと 住ん
でくれなけ れば自分 たちと 一緒にま ちを作っ ていけ ない。マ ンショ ン計画で 多い
のが賃貸マ ンション の反対 紛争であ る。土地 を売ら なければ 良いと いつも思 うの
だが、そこ への愛着 がない というの はどうい うこと なのか。 今住ん でいる方 たち
がまちを好 きになら ないと いけない 。建築基 準法と いうのは 最低基 準といい なが
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ら最高のよ うな形で ぎりぎ りの線を 突いて、 最大限 儲かるも のを建 てようと する
状況が多いので、そこを何とか方法を変えないといけないのではないかと思う。
向日市は第 一種低 層住居専 用地域 が結構多 い。長 岡京市と 違い防 火地域の 指定
があまりか かってい ない。 それはあ る意味楽 である 。亀岡は 城下町 のまち並 みを
木質系で残 していき たいと ころに防 火地域指 定がか かってい る。こ れとの矛 盾を
どうするの かという のがあ る。防火 地域指定 を変え る方向で できな いのか。 そう
なると容積 率を下げ るとい うのが都 市計画の 見直し で出てく るのだ が、まち の中
心部で高層 的な土地 利用を したいと ころに防 火も外 し、なお かつ容 積率を今 から
下げるとい うのは難 しい。 向日市は まだその 余力が ある。都 市計画 上の用途 地域
とか、防火 の関係で いうと 良いまち 並みがま だでき る。そこ は活用 していた だき
たい。
○会長
最後に技術 的なこ とをおっ しゃっ たが、そ れはま さに大き なポイ ントであ る。
京都市はす ごく苦労 して防 火条例を 作った。 今度パ ブリック コメン トにかけ てい
るのは、町 家に関し ては建 築基準法 の第３条 を文化 財並みに すると いうこと をや
って残そう としてい るが、 あんな大 げさなこ とをさ んざん２ ０年議 論してよ うや
くここまで来た。それはしなくてもいいのだから、それは良いことである。
賃貸に関し ては、 また別の 問題が ある。代 が変わ るときに 売って しまうと いう
問題がある 。その土 地に住 まなくな ってしま った人 がそこを 有効活 用しよう とい
うことで不 動産屋や 住宅メ ーカーか ら言われ てマン ションを 建てよ うという こと
が起こる。西向日がまさにそうである。亀岡もまさにそうである。
そもそも親 の家に 子が住む という ことが日 本では 半分以下 である 。お父さ ん、
お母さんが 住んでい た家に 子どもの うち１人 が住ん でくれる のはラ ッキーで 、半
分もいない わけであ る。も ちろんマ ンション になる と当然そ んなこ とは想定 して
いないが、 戸建ての 住宅で もそれが できなく なって いる。内 的な原 因が大き くあ
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って、そう いう社会 になっ てしまっ ている。 何がし かのルー ルを作 らないと 、コ
ミュニティ が昔のよ うに代 々維持さ れていく という ものでは なくな ってきた 。だ
から条文化するということが必要になってくる。いいご指摘をいただいた。
○委員
私の経験か ら、景 観につい て申請 許可など を出す ときに、 あやふ やな場合 が多
い。この表 現がある から、 それが決 定的に駄 目とい うことで はなく て、担当 者が
口頭でスト ップさせ る。そ の辺であ やふやな 状態が あって、 無理や り通って しま
ったりする ことがあ る。色 とか形態 とか、そ の辺の ことをど のよう に具体的 にや
るか。あま り具体的 にする と自由が なくなる という 欠点があ る。私 も一緒に 考え
ながら、な るべく皆 さんに 納得して もらえる ような 線引きを 具体的 に詰めて いき
たいと思っている。
そういう基 準を行 政側が示 すとき 、どうし てもあ やふやに なりが ちである 。ア
ドバイザー とか、こ れは作 っていく 過程かも わから ないが、 そうい う形でで きた
となると納得される方が多くなる。先ほどの意見は良いことだと思う。
向日市全体 を計画 範囲とい うこと は賛成で ある。 京都府か ら一元 的にやる とい
うことであ れば、京 都府と いう中で 向日市全 部に規 制がかか ってい るとして も面
積的には全 然おかし くない 。静かな まちを売 りにす るという 方向も 含めて賛 成す
る。
○会長
向日市には 、風致 地区もあ る。建 築確認は 府の仕 事になる が、景 観ガイド ライ
ンに沿って いるかど うかと いうのは 市の仕事 になる 。京都市 は同じ 都市計画 局の
中の指導部 で景観と 一緒に できるよ うな仕組 みを作 ろうとし ている 。景観白 書に
も書いてあるが、窓口対応のところでいろいろなトラブルがある。
ここ数年、 諸外国 の事例を 見てい るが、オ ランダ 、フラン ス、イ ギリス、 イタ
リア、いろ んなやり 方があ り、自治 体ごとに 違うの だが、並 べてみ ると日本 とい
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うのは景観 に対する 意識が すごく低 い。こん な重要 なことを 狭い役 所の端で やっ
ていていいのか。
アムステル ダムは 建築審査 会、景 観審査会 があり 、建築士 会や建 築家協会 の代
表が４年任 期で２年 ごとに 交代して いる。事 務局が 論点を整 理して 、１件３ ０分
ぐらいで処 理してい く。傍 聴者もい て、大き い建物 だとテレ ビも来 て、公で 決め
ている。
景観はみん なのも のという 発想で 行くのな ら、ま さにガイ ドライ ンの適用 に関
しては、や がて日本 も１０ 年２０年 経てば建 築指導 が開かれ てくる と思う。 それ
に耐えられ るように 設計者 の側も、 昔の工学 技術者 としての 建築確 認を、建 築基
準法を理解 して、そ れを実 施してい るだけの 技術者 から、美 しいま ちを作っ てい
くタレント を持った 社会的 役割を果 たすプロ フェッ ショナル として 発展して くる
過程が必要 になって くると 思う。そ ういう自 覚をど う専門家 に持っ ていただ くか
というのは大事なことだと思う。
○委員
建築審査や景観審査について、向日方式を提案してもらいたい。
あまり法的 な制限 はなくて も効果 はある。 設計者 の立場に 立って 考えると 、あ
そこで設計 するとき はうる さいぞと 思うだけ で、そ れなりに 緊張し てデザイ ンを
やるもので ある。そ ういう ソフトな 規制、コ ントロ ールがか かるよ うな仕組 みが
必要である。
○会長
芦屋などはそうである。
○委員
芦屋という まちは 覚悟がで きてい る。恐ら く設計 する人は みんな 覚悟する 。下
手な設計を 持ってい ったら 簡単に認 めてもら えない という覚 悟があ る。向日 市は
残念ながらそれがないと思う。それを思わせることが大事である。
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○委員
建設予定地 に予定 建築物の 概要を 張り出す 。住民 は何㎡と か高さ が何ｍと か書
かれても意 見を言え ないが 、そこに パースが １つ入 っている と、意 見が言い やす
い。それで 市役所に 電話を かけてく る。受け 手がち ゃんとい るとい うことも 大事
だが、目に見える形で出すということはとても大事である。
この間、芦 屋で困 ったのは 、設計 事務所は 施主を 納得させ るよう に建物が よく
見えるよう なパース は書くの だが、 市民を納 得させる パースは 書いたこ とがな い。
六麓荘は周 りに緑が あって 、市役所 は建物の 規制を したい。 ところ が認定会 議で
は、見えな かったら 変な建 物でも許 せてしま うので 、建物が 見えな いように 作っ
てくれとなる。
向日市で建 てよう と思った ら、そ ういうパ ースを 書かなけ ればい けないと 思う
だけでも相当違うと思う。これは規制ではなく、手続きの一つである。
○委員
確かドイツ では建 物を作る ときに １年間ぐ らい大 きな看板 を出し て、意見 があ
ったら言ってもらう。１年間耐えて、ＯＫが出たら良いという仕組みである。
○委員
出来あがる 前は何 が建つか わから ない。高 さとか 広さはわ かるが 、どんな もの
が出来るかは実際わからないから意見が言えない。
○会長
京都市の景 観審査 会でもそ のよう に義務づ けてい る。眺望 景観条 例もそう であ
る。景観法 が２００ ４年に 施行され 、芦屋と か京都 とか進ん でいる ところが 走り
出して、そ ういうこ とを義 務づけて いる。景 観行政 団体の数 、景観 計画の数 、建
築規制の数がじわじわと広がってくる。
市が新しい ことを すると都 道府県 や国から ストッ プがかか ること もあるの で調
整しながら やってい くのだ が、既に ほかの自 治体が やってい ること はできる はず
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である。
○委員
外からの見 え方で 、中は何 でもい いという 考え方 もある。 亀岡で は、マン ショ
ンの建物で 外観から 見ると まち並み にもう一 つかな というの はある のだが、 外側
に古くから のまち並 みの板 と一部土 の塀が残 ってい た。そう いった ものが表 に残
っただけで 、少々変 なもの でも、建 ったとき には違 和感なく 感じら れる。周 りが
うまく塀な どで囲ま れて景 観を壊さ なければ いいの ではない か。外 構が非常 に大
切である。
○会長
そのときに コストが 発生す るので皆 さん嫌が る。建 物を変え ること のコスト と、
外構で処理すること、隠すことのコストを考える。
○委員
役所の人が頻繁に見に行かないと駄目である。
○委員
建築主の方も景観に関心を持ってもらったら続くのだが、そうなっていない。
○会長
景観計画の 構成に 屋外広告 物のこ とが書い てある 。これも とても 大事であ る。
桂川のキリ ンビール 跡地の 開発が進 んでいる が、広 告物規制 が有る まちと無 いま
ちではまち の品位が 全く違 う。例え ば六本木 、赤坂 、汐留、 一番す ごいのは 横浜
のみなとみ らい２１ 。あそ こがあれ だけきれ いなま ちになっ て、お しゃれな 、地
価も高い、 マンショ ンも高 いまちに なってい るのは 非常に厳 しい規 制がある から
である。Ｍ Ｍ２１の 中の規 制は京都 市の広告 物の比 ではない 。三菱 が横浜市 と協
議して、全部決めたので、非常によくできている。
立川市は禁 煙区域 を作って いるの に広告条 例が不 十分で屋 上広告 物がいっ ぱい
である。伊 勢丹がき れいな 空間を作 っていて 、そこ はきちん とデザ インされ て、
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すごく高級 なイメー ジのデ パートに なってい るのに 、普通の 雑居ビ ルの上に 平気
で看板が建 てられて いる。 建築に金 をかけて 、広告 物を押さ えた高 級なまち を作
っていく。今時、看板を挙げて来る客は時代遅れの田舎者である。
このまちを 生き残 らせてい くため に、安い 料金を 表示した 看板に 規制をか けな
いか、高級 路線でブ ティッ クとかベ ーカリー とかパ テシエと かいう おしゃれ な店
が並ぶような成城学園のようなまちにするかである。
○委員
景観行政は 生業と いうのが 前から ある。特 に中心 市街地と いうの は商売が 成り
立っていく ようにし てあげ ないと景 観どころ ではな いという 話にな る。その 辺を
含めて考えていく必要がある。
○会長
難しいのは 、昭和 のおじさ んが田 舎町で頑 張って いて、看 板を出 さないと 商売
にならない と思って いる。 平成のお 姉さんた ちはお しゃれで ないと 商売は成 り立
たないと思っている。時代遅れのおじさんたちをどう説得するかは結構難しい。
○委員
市民目線で 作る、 市民の意 見をた くさん聞 くとい うのは賛 成であ る。向日 市と
いうのは小 さいまち である 。面積も 狭い。と いうこ とは、逆 に住民 意識が非 常に
浸透しやす い。住民 は、さ まざまな 意見を持 ってお られる。 行政が すごいパ ワフ
ルに持って いくとい うやり 方と、住 民の意見 を吸い 上げなが ら、皆 さんのご 理解
を得て地道に進めていくという方法があると思う。
私が向日市 を分析 する中で は、市 長なり市 役所が 強引にや ってい くことは 不可
能である。 そういう まちで はないと いうこと をまず ご理解い ただき たい。今 の市
議会の状況 を見ても 、都市 計画道路 を作ると 言って も意見は 全く分 かれてい ると
いう事実が ある。い ろいろな 条例や 計画でも さまざま なご意見 を持って おられ る。
それはある 意味いい ことだ と思う。 ところが 、それ は逆に言 うと歩 みが遅く なる
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ということになる。
一つ疑問は 、景観 計画のこ の審議 会自体は どうい う立ち位 置で行 くのか。 私の
意見は、ま ず市民意 見であ る。スケ ジュール にはシ ンポジウ ムと書 いている が、
これは絵に 描いた餅 だと思 っている 。小さい まちで あるから こそ、 最大公約 数の
意見を作ら ないと実 際に走 れないと いうこと をご理 解いただ きたい 。この審 議会
としては、 市民目線 で、ど ういう形 でこれか ら市民 の方の意 見を聞 くかをみ んな
で議論するのがいいと思うが、そこを押さえていただくようぜひお願いしたい。
２点目は、 平成１ ７年に国 づくり 、当時小 泉さん なり安倍 さんが 言ってい たこ
とである。 景観法を 読むと 、ある意 味大きな 枠をは めただけ である 。時代の 流れ
で景観は大 事だとい うこと で、国自 体が明快 なもの をきっち り作っ ていない 。実
際に作って いくのは 市町村 に任され ていると いう法 律だと私 は理解 した。京 都府
はさらに輪 をかけた ように ふわっと した形で 条例を 作ってお られる 。京都府 の中
で具体的に 今どうい うもの ができて いるか。 例えば 天橋立は 景観計 画ができ てい
る。あそこ はわかり やすい 。天橋立 というも のを残 していこ うとい う景観計 画で
あるからわ かりやす い。向 日市が向 日神社や 長岡京 の史跡と いうこ とならば 非常
にわかりや すいのだ が、５ 万都市全 体をとい うこと になると 、市民 の方でも いろ
いろ意見が 出てわか りにく い。我々 でもわか りにく い。法律 自体が 明快では ない
ので、ここのところは注意をしていく必要がある。
法律の中に 、規制 と理念と いうの がある。 今、行 政では条 例を作 ったりし てい
るが、ほと んどが理 念条例 である。 罰則、規 制をつ けていな い。そ れは今の 日本
の国の行政 の限界の 部分な のである 。例えば 京都市 でポイ捨 て条例 を作った 。初
めの３か月 は確かに 罰金を 取ったが 、今は注 意であ る。啓発 条例な のである 。向
日市は歴史 のあると ころで あり、市 民の方の 意識も 高い場所 では、 十分配慮 して
市民の意見を聞いて進めていかなければいけないと思う。
向日市の良 さは私 も同感で ある。 歩く視点 、その とおりで あると 思う。向 日市
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ならではの ものをぜ ひ考え ていきた い。日本 の中で も３番目 に小さ いこのま ちの
良さを、そ して長岡 京の伝 統を引き 継ぎなが ら、新 しい住民 の方と ずっとそ こに
住んでおら れる方の ご意見 の中で、 景観とい うのは 非常に掴 みどこ ろのない 難し
い問題を、 市のペー スに乗 っていく という視 点より も、本当 に住民 が作り上 げて
いただくよ うな仕組 みを作 ってもら いたい。 ３年と いうのは 行政が 勝手に言 って
いるだけで ある。住 民の総 意がない 中でやっ ても恐 らく議会 を通ら ない。市 民本
位、市民目線のものを作っていただきたい。
○会長
よくわかりました。
京都市の場 合、京 都新聞の アンケ ートで７ ８％の 市民が賛 成と出 て、３月 の市
議会で、全 会一致で あった 。７８％ の市民と いうの はすごい 圧力で ある。今 回の
景観計画づ くりも、 市民の 支持８０ ％を目指 しまし ょう。そ のため にどうい うや
り方で行け ば８割の 市民が 認めてく れるか。 いろん な方法で 合意形 成、世論 を作
って市民をまとめる。
景観法は確 かに曖 昧かもし れない が、景観 計画は 非常に具 体的な ものであ る。
きちんとし た都市計 画とか 建築家が いれば、 そのま ちが仮に モザイ ク状、い ろん
な特徴を持 っている まちで あろうと 、景観と しては 見事に完 成する はずであ る。
見事な景観 計画を作 っている ところ は意外と 少ない。 京都は比 較的いい 方であ る。
金沢、尾道 、横須賀 は良い 。国が景 観計画の 説明を するとき に、必 ず出して くる
ような優れ た景観計 画のま ちは、そ れぞれの 特徴を 上手に生 かしな がらまと め上
げている。 それは市 役所の 力なのか 、都市計 画課の 力なのか いろい ろあるだ ろう
が、上手い 下手があ る。下手 なもの が９割ぐ らいだが 、本当に 上手いも のもあ る。
ホノルルの 事例のよ うに計 画をちゃ んと作れ るかど うか。我 々都市 計画の人 間は
心してかか らないと いけな いと思う 。建築家 の人に もちゃん と納得 してもら える
ことになっ てくると 思う。 そこは腕 の見せど ころで ある。中 途半端 なものを 作る
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と理念だけで終わってしまう。
○委員
北部の新市街地地区はどうなっているか。
○事務局
キリンビー ル京都 工場の跡 地は平 成１４年 に都市 再生緊急 整備地 域という こと
で指定を受 けたとこ ろであ る。現在 、核とな る商業 施設につ いては 、今年２ 月に
キリンから イオンに 売却さ れた。大 型商業施 設の具 体的な計 画はま だ今の段 階で
は出ていない。
オムロンの ヘルス ケアの本 社が１ ０月５日 に竣工 式を終え て完成 している 。そ
の北側に京 都銀行の 研修セ ンターと いうこと で、最 近私ども のほう に事前協 議の
申請があっ た。南側 に洛南 高校付属 小学校と いう計 画がある 。今の ところ洛 南高
校のグランドとして使用するということである。
○委員
街路は出来あがっているのか。
○事務局
基盤整備の道路、公園は完成して、一部供用開始している。
○委員
向日の景観 がどう なるかと いうの を世に知 らしめ るために は、新 市街地な どプ
ロジェクト をどれか 決めて 、そこか ら発信す るよう なテクニ ックが 要るので はな
いか。ああ いうやり 方をす ればいい んだとい うのが わかるよ うなプ ロジェク トを
どこかできちんと押さえていく。キリンの方は手遅れだが。
○委員
洛西口駅の 東口は区 画整理 をやって いる。土 地区画 整理は基 盤整備 だけだか ら、
上に何が建 つかわか らない 。どんな まちがで きるの か。現代 版の新 しい拠点 開発
で、そこでどういう対応をするかというのが今後の向日に大きな影響を与える。
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○委員
基盤整備が 一番大 切。道の 作り方 と街区の 作り方 がまず一 番大事 で、上の もの
は変わるが 、街区の 形、道 がどうで きている か。そ こで頑張 れば、 建物は何 とで
もなる。
○委員
向日市とい うのは近 代的な 都市計画 があまり 行われ ていない まちの 代表であ る。
一般的な近 代的な都 市計画 はしなく てよいと 思って いるのだ が、残 念ながら 区画
整理にして も近代都 市計画 の代表的 な手法で 一般的 なまちが 作られ る。工夫 する
と面白いも のが出て くるの だが、そ ういう工 夫をし ないのが 残念で ある。上 にで
きる建物は 民間任せ である から、放 っておく と魅力 あるまち ができ そうもな い。
何らかの対応をすればそれなりの成果は出ると思う。
○会長
洛西口はま だそう いう不安 が残っ ている。 イオン がどう出 るかと いうこと もあ
るが、比較 的良い企 業が出 てくださ っている 。オム ロンの建 物はき れいであ る。
オムロンと か京セラ という 京都の一 流企業が きちん と出てく れたら 、それは 立派
なオフィス 街である 。その オフィス 街に住み 、そこ に商業施 設があ るのはと ても
いいことだ と思う。 大事に したい。 あのビル の美し さに負け ないよ うなまち をど
う作ってい くかとい うこと は腕の見 せどころ である 。洛西口 も十分 意識して 考え
ないとチャンスを不意にすることになる。
○委員
景観計画の 構成で 、行為の 制限に 関する事 項の中 で、「新 築又は 移転等」 と書
いてあるが、新築、移転以外は対象にならないのか。
○会長
既存不適格 のこと か。つま り今あ るものは 建築行 為が起こ らない 限り規制 はで
きない。
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○委員
新築と書い ている 以上は、 例えば リフォー ムをや る場合に 、表を 変えると か、
そういうことも起こってくると思う。
○会長
建築確認が 発生す る場合は 規制の 対象にな るが、 そうでな い場合 は規制で きな
い。
○委員
新築ではな くて、 建築とい う意味 に取れば いいの か。建築 の中に は、新築 、増
築、改築と 基準法の 中にあ るが、そ ういう大 きい意 味でいい のか。 新築と書 いて
あるので、それ以外は？
○事務局
これは一般 的な内 容を書か せても らってい るだけ である。 内容に ついては 、今
後もう少し具体的に表していきたい。
○事務局
次回の審議会は平成２４年１月中旬を予定。

２

閉会
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