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１ 開会 （神戸都市計画課長、以下神戸課長） 

２ あいさつ（前澤建設部長、以下前澤部長） 

３ 委員委嘱及び委員紹介 

会議成立報告 総数13名 出席11名 欠席2名 遅刻0名 委員の過半数の出席により本会議が成立 

４ 議 事 

 協議事項   

ア 景観評価会の委員について 

（都市計画課倉科課長補佐、以下倉科課長補佐） 

松本市景観評価会委員名簿（案）資料１でございます。任期は令和 3年7月15日から令和 5年7月14日

の2年間としております。今回新たに、八木澤委員さんを新任の委員さんとして考えております。これは、

連合町会長からの意向等ございまして、庁内的な調整をした結果、前回の委員さんであります内山様の方

から「兼任している委員数が多いので、調整をしていただきたい。」というご要望等をいただきまして、全

庁的な調整の中、今回退任という形になっております。代わりまして、後任といたしまして、景観評価会

においては緑化に対するご意見等多数ございますので、緑化協会の八木澤委員さんに後任に入っていただ

くということで、今回の委員名簿案を作成させていただきました。私からは以上です。 

（窪田会長） 

今のご説明を受けまして、何かご質問あるいはご意見いかがでしょうか。景観評価会は、益山先生が評価

会会長ということですけれども、いかがでしょうか。 

（益山委員） 

はい。これまで2年ほど委員を務めさせていただいておりまして、大体月に 1回あるいは 2カ月に1回ぐ

らいの定期的な会合を開いておりました。非常にこの案件数が多かったわけですけれども、割とスムーズ

な協議ができたかと思っております。引き続きよろしくお願いします。 

（窪田会長） 

八木澤様、新しく任命されたというわけですけれども、いかがでしょうか。 

（八木澤） 

努力させていただきます。 

（窪田会長） 

はい、ありがとうございました。他の皆様いかがでしょうか。特になければ、これはこれで決定というこ

とにさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

イ 景観計画策定専門部会について 

（窪田会長） 

つづきまして、次の議題ですけれども、景観計画専門部会の委員について資料 2の説明をよろしくお願い

します。 

（倉科課長補佐） 

景観計画専門部会委員名簿（案）でございますが、こちらにつきましては前回の委員さんに引き続き継続

でお願いしたいと考えております。私からは以上でございます。 

（窪田会長） 

はい、資料2でございますけれども、ご意見いかがでしょうか。新たに工学院大学名誉教授の倉田直道先

生に外部アドバイザーとして入っていただくということですよね。すみません、もしよろしかったらご紹

介いただいてもよろしいでしょうか。 

（都市計画課山田技師、以下山田技師） 

倉田先生は工学院大学名誉教授として、以前から松本市の景観に携わっていただいており、この度外部ア

ドバイザーとしてご参加いただく形で入っていただきます。本日、この後景観計画専門部会を予定させて

いただいておりまして、そちらで出席される予定ですので、改めて紹介させていただきます。よろしくお

願いいたします。 

（窪田会長） 

はい、分かりました。長野の方でもお仕事をされてらっしゃるということですよね。 

（山田技師） 

はい。 
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（山田副会長） 

先生は、茅野市出身。 

（山田技師） 

はい。 

（窪田会長） 

ものすごく都市デザインにも造詣が深いということで、今回倉田先生に決定させていただくということで、

いかがでしょうか。山田さん、小宮山さん、藤松さんは、先程の評価会の方も被っていて大変かと思いま

すが、よろしいでしょうか。はい、では特になければこちらの方も決定ということにさせていただければ

と思います。よろしくお願いします。 

 

  ウ 松本市景観計画の見直しについて 

（窪田会長） 

続きまして、松本市景観計画の見直しについて、運営の方で説明よろしくお願いします。 

（倉科課長補佐） 

はい、では説明を着座にてさせていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは、資料 3-1を

ご覧いただきたいと思います。松本市景観計画の見直しについてですが、簡単に概略を説明させていただ

きます。1番 趣旨についてでございますが、景観計画を改定するにあたり、上位・関連計画等との関係整

理、これまでの景観施策の取り組みの点検等を行い、別途行われる眺望点調査業務の成果を反映し、本市

における良好な景観形成を示した松本市景観計画を見直すことについて協議するものでございます。2 番

の経過につきましては、書面で記載されているとおりでございます。3 番 改定案の概要でございますが、

(1)から(4)までの4点ございます。(1)では計画の再構成をさせていただいております。2番目といたしま

して、眺望景観に関する事項の追記ということで、新たに追加をさせていただいております。3 点目とい

たしましては、景観計画改定に向けた景観協議に係る検討をまとめさせていただいております。4 点目と

いたしまして、景観計画改定骨子案ということで、資料 3-5の方にあげさせていただいております。すみ

ません、少し戻りますが、資料 3-2でございますが、こちらの景観計画の改正についての概要をまとめさ

せていただております。一番左の列に、松本市景観計画の現行というものを表示させていただいておりま

す。今現在、第5章までの構成になっているものでございますが、景観計画の改正・再構成にあたりまし

て、序章から始まりまして第6章までの構成と変えさせていただいております。改正・再構成のポイント

としましては、右の欄にお示しさせていただいているとおりですので、ご確認してください。 

続いて資料3-3でございますが、眺望点調査業務ということで、今回新たに、一番大きな改正点になるも

のでございますが、眺望点調査の方針でございますが、松本市は優れた山岳景観や街の象徴的な景観をつ

くる歴史的文化を持った建物、美しい水の流れに沿った景色、土地の高低差がもたらす変化に富んだ景色

など、多様な性格の眺望景観を有しております。今年度で見直しが行われる景観計画と連動しまして、市

民の日常や観光の視点で松本市の眺望景観を見つめ直し、これからのまちづくりをすすめる上で大切にす

べき眺望景観を考えます。その際にキーポイントとなる眺望点と眺望の特質を抽出すべく眺望点の調査を

行ってまいりました。その調査の結果でございますが、眺望点候補の選定を行いまして、全ての眺望点候

補108点について実地調査を行っております。その内訳でございますが、都市計画課からは 31点、庁内の

推薦からは23点、公募推薦として 13点、景観審議会による推薦が 3点、長野県建築士会松筑支部まちづ

くり委員会による推薦が 38 点の、合計 108 点について調査を行ってまいりました。この調査結果でござ

いますが、全ての眺望点候補 108点について実地調査を行い、業務受託者において本市における大切にす

べき眺望景観を有する点として 39 点を眺望点 MAP にまとめております。別紙の資料、カラー写真でござ

いますが、眺望点MAPのところにまとめております。この眺望点の抽出につきましては、今後の景観計画

の見直しと並行して精査していき、市として最終的に選定していきますのでよろしくお願いいたします。 

続いて資料 3-4 でございますが、こちら景観計画改定に向けた景観協議に係る検討ということで、1/3 か

ら2/3、3/3とまとめさせていただいておりますが、こちらにつきましてはまた後程目を通していただけれ

ばと思います。 

最後、資料3-5でございますが、松本市景観計画改定骨子案ということで、章立て風に説明をさせていた

だいております。こちらも、資料のとおりご理解いただければと思います。 

今後の予定についてでございますが、令和 3年度につきまして専門部会を 3回程度開催し、景観計画を改

定してまいりたいと思います。その後、パブリックコメントを実施いたしまして、市民の皆様の意見をお
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聴きしたいと考えております。令和 3年度になから策定をいたしまして、令和 4年度以降につきましては、

新しい景観計画の施行に移ってまいりたいと思っております。合わせて、景観計画のデザインマニュアル

の見直しに着手をしてまいりたいと考えております。 

松本市景観計画の見直しの概略につきましては、以上となります。 

（窪田会長） 

はい、よろしいですか。そうしましたら簡略にご説明いただきましたので、ご質問等ある方はぜひ質問の

中で明らかに、色々と分からないところは訊いてみていただければと思います。いかがでしょうか。2008

年に景観計画を策定してからかなりの年月が経っているということで、改めて見直しをしていくというこ

とですよね。その中で、景観の維持であるとか、基本理念といったあたりが整理されている。特に眺望景

観形成の方針・基準という新たな第 4章が出来たということが、大きな改正ポイントかと考えます。中々

ご発言しにくいかなとも思いますので、もしよろしければ資料 3-4の2枚目に景観計画策定に向けたヒア

リング概要ということで、景観評価会の方でヒアリングをしていただいた方たちがいらっしゃるので、も

しよろしければ一言ずつどういったことをお話されたか、先生方の主なご意見というものを、恐らく右枠

の中のどこかに入ってらっしゃるかとは思いますが、ちょっと一言ずついただければと思うのですが、よ

ろしいでしょうか。では、益山先生。 

（益山委員） 

駐車場の景観誘導のところで、ヒアリングの中では上の、真ん中あたりですね。ここでですね、歩行者空

間に面する部分に駐車場が立地し、というところなのですけれどもやはりこの駐車場、特に街中の立体駐

車場も増えてきておりまして、それを歩行者目線で緑化するというところが力を入れて欲しいというふう

に考えておりますし、立体駐車場の配置もですね、道にできるだけ、道からできるだけ離れたところへの

立地が考えられないかどうかというところを、ここに含めてもらえたらということを申し上げたかと思い

ます。 

（窪田会長） 

ありがとうございます。確かに、特に観光用に自動車駐車場を作ってしまうと、逆にそれが観光地として

はどうなのかとも思います。今までのご意見に対しては、どのような、景観計画的ななにか対応というの

はあったりするのでしょうか。それとも何かあればコメントいただけますでしょうか。 

（山田技師） 

はい、では私の方から回答させていただきます。今の歩行者目線からの眺望ということですが、こちらに

つきましては景観計画の素案のところに新たに第 2章と第 3章のところで景観形成基準の改定を行ってお

ります。この中で、緑化に関するところですが歩行者目線の立場に配慮したような記載を新たに追加させ

ていただくということで内容の調整を図っています。 

（窪田会長） 

はい、ありがとうございます。何ページなのか、分かったりしますか。 

（山田技師） 

45ページの右下の辺りの、”駐車場”という赤字で書かれている部分ですけれども、その中のところに、前

から2つ目ですとか、3つ目ですとか、”出入口付近や歩行者動線の路面は、修景された舗装として工夫に

努める。”ということで修景に配慮している。それから、”路面については、周辺の景観と調和した色彩と

すること。”ですとか、あと 1 つ目もそうですね。”出入口を集約し、生垣緑化や塀等の修景により、周囲

の景観形成に貢献するよう努める。”と、整理させていただいております。 

（窪田会長） 

はい、ありがとうございます。こういうことをきちんと書くことで、景観協議の時に有益に講評いただけ

るということですね。はい、ありがとうございます。引き続いて、山田さんの方よろしいでしょうか。 

（山田副会長） 

はい。これまでの景観審議会と景観評価会を通して、公共施設、博物館はだいぶまちに対してどうなのだ

ろうというところもありましたし、それから大規模開発ですか、イオンモールなどの。そこら辺の、今ま

での景観計画が、高い建物に対してどうしても重点的に議論されてきたところがありますよね。建物は高

さだけでなく大きさ、大きさとかそれから街に与える影響の大きさといった、そういったものも大切な要

素になっているかと思います。ただ単なる高い建物がダメというだけではなくてね。そういうところも景

観協議の対象、あるいは何らかの要求をしていけたらと考えております。 

（窪田会長） 
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ありがとうございます。その件につきまして、運営側から説明ございますか。 

（山田技師） 

はい、1番最後の 101ページの 6-6というところで、今後の方針についてご記載をさせていただいている

ところでございます。まだちょっとこの辺が、我々も手を加えているところでございまして、まず公共施

設につきましては、庁内で事前に大型施設ができるにあたっては、予算取りのタイミングで検討できる体

制を作っていくという位置づけを、こちらの方でうたっていく予定です。それから面積とか高さに係ると

ころで、景観事前協議制度にかかるようなもの、定量的な数値の中で、今高さ15mという基準になってい

るのですけれども、敷地面積ですとかそういったところで景観に支障がある規模の建築物を対象とするよ

うな基準を今後定めていきたいです。まだまだ議論中で、詳細なところまでは詰め切れていないところで

すけれども、そういったところを整えていきたいというところで、6 章のところでまとめて記載したいと

考えています。 

（窪田会長） 

はい、では101ページ6-6(1)の冒頭のところで、本計画は、民間事業者等による。と記載があり、必ずし

も公共に限らないと読めるのですが、これは、民間事業者等の等に公共事業が入っているのか？ 

（山田技師） 

入っています。 

（窪田会長） 

入っているのですね。 

（山田技師） 

入っております。すみません。ページを間違えました。99ページのところですね。こちらのところで公共

施設に関する部分をうたっています。失礼いたしました。 

（窪田会長） 

明記されているということですね。面積については、高さだけでなく敷地面積について検討中ということ

ですね。 

（山田技師） 

そうですね。敷地面積なのかあるいは壁の見付面積になるのかというところは、今後検討が必要かなと思

っています。 

（窪田会長） 

山田さんが先程おっしゃった、影響の大きさといったものは難しいですね。例えば小さくても、小さな集

会場がなくなることで地域に影響を与えたりですとか。ちょっとそういった影響の大きさについての記述

について言及いただけないでしょうか。 

（山田技師） 

専門部会の方でも、その辺ご相談させていただきたいと思っております。引き続きよろしくお願いいたし

ます。 

（窪田会長） 

コンペを通っているために景観協定で調整することが難しいとあり、このような点を改善していくとあり

ますが、これについて、中々難しい。 

（山田副会長） 

難しいですね。 

（窪田会長） 

それこそ国立競技場をはじめですね、コンペにかけると大きな問題も働くというところもありますので。

何か要綱に一言コンペの側で書いておいていただくというのはいかがでしょうか。コンペで選ばれたから

といって、景観協議がなくていいわけではないという内容で。続いて、小宮山様お願いしてもよろしいで

しょうか。 

（小宮山委員） 

松本市の旧市街地ですね、松本城の周りだとか、駅の周りだとかそういったところに関して景観はそれな

りに進んでいると思うのですが、松本市も合併等しまして、それ以外の部分、郊外の部分だとか田園地区

だとか里山の部分だとか広がっていて、それ全体を通して松本の景観となりますので、その周りの部分に

ついていかに松本らしい、松本らしさというのが景観の中に滲み出るというか、表現できるというように

なりませんかねと、そういうお話をさせていただいたかと思います。特にロードサイドと書いてあります
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けれども、全国どこへ行っても同じ景色に、松本市もそうならないようにと、ああ松本はこういう工夫を

しているのだとか、だから松本は気持ち良いのか、そういうことになるためにはどうすればいいのかとい

ったことを考えたいなと思っております。 

（窪田会長） 

ありがとうございます。それについて、いかがでしょうか。 

（山田技師） 

今回新たに追加した第4章の眺望景観形成の方針・基準というところで、今後の専門部会の方でもお諮り

頂く予定ではございますが、眺望点を新たに設定する中で、郊外の眺望点をいくつか、今市の中で、いく

つか位置づけをしたいというところで検討させていただいています。そういった観点で、市街地以外のと

ころ眺望景観についても保管できるような体制を、眺望点マップからお示しをして、位置づけていきたい

なという考えでおります。 

（窪田会長） 

今の小宮山委員のご発言を、もうちょっとこういう風な景観の意義だとか、そういうところに書いてもい

いかもしれないですね。答えがあるわけではないですが、例えばこう、色々な工夫が松本らしさに繋がる

というようなことを、今の景観計画はそれを考えてやっているんですということを。確かに序章を、1 番

最初のタイトルは”松本らしい景観形成を目指して”とあるのですけども、もう一言。あちこちにそうい

ったことを読み取ることはできますし、5 ページにも”眺望型景観としての景観の様相”①の 1 番最初の

ところに、”松本市の景観的な魅力の一つは東西の山並みを眺望できる点にある。”という、大きな松本

の景観の意義といいますか、それを読み取れるとは思うのですが。先程の小宮山さんのご発言、後でテー

プ起こしかなにかした時にうまく入れられたらと思います。 

（山田技師） 

おそらく前回の時も理念とか基本方針のところで”松本らしさ”についてしっかり表現いただいた方が良

いと小宮山先生からご意見いただいていたかと思いますので、その辺を踏まえて、表現をさせていただき

たいと思います 

（窪田会長） 

はい、では藤松さんお願いしてもよろしいでしょうか。 

（藤松委員） 

駐車場の景観誘導について、ちょっとお話させていただければと思います。近年、立体駐車場が審議会で

も話題に上がりますが、やはり歩行者目線に対する配慮ですとか、そういった基準がまだ明確でなく、う

まい誘導ができないのではないかなというところがあり、申しあげた次第です。立体駐車場の配置だとか、

目立たないようにですとか入れておけば誘導しやすいかなと思います。歩行者目線という観点では、今回

上がってきている眺望点というそういう側面からも一筆いれておけば良いかなと思っております。ひとつ

立駐というのは、結構高層になってきているというところからも、歩行者目線からの考え方というのも、

松本市としてしっかり明記しておいたほうが良いかなと思います。いかがですか。 

（窪田会長） 

ありがとうございます。立体駐車場については、特に今は記述されていないのですか。 

（山田技師） 

先程の駐車場の欄の中に、立体駐車場についても併せて景観形成基準のところで基準を設けている状況で

す。 

（窪田会長） 

歩行者という視点については、どこかにありますかね。 

（山田技師） 

歩行者というところの明確な記載はないですね。今表現できているとすると、例えば 43ページのところ。

1 番下のところの外構デザインで、緑化について記載させていただいているのですけれども、例えば道路

や公園等の公共空間、一般に公開されている公的空間から見る場所を基本としてくださいということで、

一般の視点場から配慮いただくという表現にはなっておりますが、歩行者目線というところをそういった

ところに盛り込んでいければと感じているところですが、いかがでしょうか。 

（藤松委員） 

審議会の方でも出たのですが、申請する時にいわゆる建物と植栽とが別々に出てくる場合があり、建物に

対してどういった植栽を施したのかが分かる図面を提出してほしいことを要望している。それをやっても
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らってどれだけ配慮しているかが審査側も分かるので、その辺も入れていけばもっと配慮しやすくなる。 

（窪田会長） 

その辺は具体的に、実践的な改善のアイディアを出して頂いていますが、いかがでしょうか。 

（山田技師） 

評価会の中でそういったご意見もいただいております。最近評価いただいた案件もそういった要望を出し

て図面をお出しいただいた経緯もございますので、事務局としても最初からそういた資料を求めていった

方が審議しやすいかなというふうには考えておりますので、景観事前協議制度の中の添付図書の中で追加

させていただきたいと思います。 

（窪田会長） 

はい、そうですね。景観事前協議の手引きの中に、具体的に書いていただいた方が良いかと思います。 

（山田副会長） 

今のをちょっと補足すると、緑化 20%というのがあるじゃないですか。43ページに。オープンスペースの

20%以上の緑化につとめると書いてありますが、結局今まで評価会とかで出てきたのは、隣地とかで、建物

と建物の隙間に木を植えてこれで緑化ですと。それはないでしょうというところで、歩行者から緑化が感

じられるですとか、藤松先生もおっしゃいましたけど、ちゃんと建物と緑が重なり合ってまちの風景を作

っていく、そこを明文化したところですよね。というところで良いでしょうか。 

（山田技師） 

事前協議制度の方も、うまくそういった表現の図面が出てくるよう誘導できるようにと考えております。 

（窪田会長） 

はい、検討よろしくお願いします。先に景観評価会の先生方のご意見をいただきましたけれども、他の先

生方、あるいは被っても構いませんがいかがでしょうか。 

（南山委員） 

この資料は昨年度も出ていた資料だったかと思うのですが、その時はどう見ていたのか私忘れてしまった

のですが、眺望点の調査のことで、例えば眺望点のマップというものがありますよね。そこで松本城に関

して見てみると、東側から見る点はいくつもあるのですけれども、西側の方から見る点は無いというのは

何か不要だったのかどうだったのか。自分も前回これを見ていたのだが分からなかったのですけれども。

何かそこのところは、眺望点としてはあまり必要のない点だったのかどうだったのかなんて、私自身改め

て見て、前回私からこのような話はしなかったと思うのですけれども、どうなのですかね。 

（窪田会長） 

ありがとうございます。いかがでしょうか。 

（山田技師） 

眺望点マップですけれども、すみません、これ前回と同じ資料を添付させていただいているかと思います。

内容については今市の方で、見直しを行っておりまして、専門部会の方にかけながら今のこの点から減ら

したり増やしたりという作業を進めている状況ではございます。この表の真ん中の辺りに書いてあります

が、1 番右のところで暫定的に分類と書いてあるのですけれども、市の中で一次的な評価をさせていただ

いている状況でございますので、この評価を元に、建築士会さんともう一度審議していくなかで、追加し

たり、あるいは足りない場所も見えてきているところではあるので、その辺の意見交換をしながら、調整

を図っていきたいと考えております。ただ、今お話しいただいたお城の西側という観点がまだ事務局の方

で拾い切れていなかったものですから、今いただいたご意見反映させてですね、調整の方図っていきたい

と思っております。 

（南山委員） 

ちょっとそれか、眺望点としてあまり必要のないというのであれば、あげる必要がないのですけれども、

私はそこら辺のところは周りの建物とお城との関係の中で、必要なのかどうか、ちょっとそこら辺は、西

側から見るとあまり建物は市役所とか、あるいは開智小学校の方へ行って信号の方からしか見えない場所

ではあるのですよね。なので、あまり検討する必要はないのかなとも思ったりするのですが。私は単にお

城を見た時にあそこは一つのビューポイントにはなるところですから、どうなのかと。この地図は割合、

東側は多いのですが、南側、西側はあまりないので、あまり必要性が無いのかと思いました。私はそこら

辺あまりわからないので。 

 

（山田副委員長） 
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結構東側からだとお堀に絡んだりしていましたよね。多分西側の外堀も復活してくると大分違った景観に

なってくるのかなと思いますけど。 

（南山委員） 

私は景観的にはよくわからないのですが、ただどうなのかなと思いました。 

（藤松委員） 

私も全部把握しているわけではないのですが、この調査の 108点の中にはそちらから見ている城は多分入

っていて、MAP 自体が見え方を意識しているだけで、市役所さんのこれからの調整の仕方かと思います。

意見としては上がってきています。もし足りないものがあれば追加いたします。 

（益山委員） 

眺望点について質問でもあるのですが、市街地の視点場からという事で、市役所の西庁舎の展望室があり

ますが、この写真がいつも松本市の Twitterにあがってきています。見ている人結構いると思うので、こ

れがどこから撮れるのかというのは市民にはあまり周知されていなくて、せっかく眺望点 MAPに入れるの

であれば、もっとオープンにここは行けますという事を述べた方が良いのではないかというように思いま

す。四季折々の素晴らしい写真がアップされるのですが、それが果たして市民が行けるところなのかとい

うのが現時点で市民に分かられていないです。 

（神戸課長） 

西庁舎の展望室ですが、常時展望室には上がれる状態にはなっていて、アピールはしていない状態ですが、

場合によっては庁舎の屋上にも鍵を開けて出ることができるような状態にはなっています。ただ、積極的

にPRをしてという状態ではありませんので、そのあたりは考えたいと思います。 

（益山委員） 

市民にはあまり知られていないですよね。それを市として見せたいのか、あまり来てもらって困るのかは

っきりさせた方がいいと思います。もしオープンにさせたいのであれば観光スポットとしても非常に良い

場所ですし、市民が自由に上がれるようになれば、開かれた市役所になり良いイメージにもつながって良

いのかなと思います。少なくとも Twitterでは日々写真がのせられているので、興味を持っている人は増

えてきていると思います。 

（神戸課長） 

検討させていただきます。 

（窪田会長） 

先ほどの話題に戻りますが、まちから見て美しい風景を眺望点にするという話と、せっかく松本城がある

ので松本城を前方位から見える場所を眺望点として指定しておくべきだという考えがあってもいいのかな

と思ったのですけれども、南山先生にもお聞きしたいのですが、松本城をあちこちから見ることは、お城

の見方として意味があるのか、それともやはり手前と言いますか、南側から見るという事、あるいは西か

ら見ることで十分という事なのでしょうか。 

（南山委員） 

そこはわかりませんけれども、ただ西の方から見ても南西の隅は一つのビューポイントです。天守の南西

の隅の角、建物の頂点から見るので、左右に形の整った写真のスポットになる場所ですが、それが眺望点

になるのかどうか。その辺はわかりません。あるいは今問題になっているような赤い橋がありますけれど、

あれは本来ないものですので、昭和 30年の後につくられてからすでに 50年以上経っているので、それを

どういう風に考えるのかというのも市で検討していますが、ある意味でも観光としての目線として意味が

あるというか、そういう様になっていますから、色々な点があるのかと思いますが、それが景観としての

眺望点として適切かどうかというのは私にはわかりません。 

（窪田会長） 

眺望点は今のところ優れた景観を眺望点とするとしてピックアップしているとしてよろしいでしょうか。

選んでそこを良くしていきましょうというものがあっても良いのかも知れませんね。 

いかがでしょうか。お気づきの点があれば気軽にコメント頂ければと思いますが。 

（八木澤委員） 

先ほどの外構デザインについて 43ページのところですが、20％以上の緑化ですが、木をたくさん植えても

良いのですが、近隣の苦情とか木を植えすぎての苦情が最近目立っています。高さとかをちゃんとした方

が良いと思います。それと、その後の管理ですが、この時期草が生えたりしますので、管理をどうするか

という事も付け加えて頂ければよいと思います。 
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（窪田会長） 

植えておしまいというわけにはいきませんよね。 

（山田技師） 

ありがとうございます。私が記憶している中では改訂計画の中で維持管理の部分は記載しきれていないと

思います。ただ現状としては一定規模以上もしくはお城周辺では景観の届出をお出しいただく必要がござ

いまして、その中で植栽がある物に関して維持管理は徹底して頂きたいと一文を添えて景観の適合通知書

を発行しております。それから景観事前協議制度でも適合通知書を発行していますがその中でも十分な維

持管理をお願いしている状況ではございますが、今頂いた意見がごもっともと思いますので、景観計画の

中でも維持管理について位置づけを検討させてください。 

（窪田会長） 

それは景観協議の手引きの6、7ページあたりにある、緑化の方針、植栽の話が出てくるかと思いますが、

これは事前協議の紙の中に緑地を管理していきますと行く事を管理して頂くというわけにはいかないので

しょうかね。維持管理の方向性から。それを見て頂いてあまりにも適切でなければそこでご指導いただく

という形であればその時点で。あるいはご自身もこのように管理していかなければならないのだなと思う

ことにつながると思います。 

（山田技師） 

ありがとうございます。 

（窪田会長） 

そのほかいかがでしょうか。 

（小宮山委員） 

今の維持管理の話ですけれど、維持管理のマニュアルはどうなっていますでしょうか。都市計画課さんで

はないと思いますが、そういうものが無いと、しっかり管理してくださいといっても管理しきれないし、

だんだん年を取ってくると綺麗にしたくてもなかなか綺麗にできないとか、なかなか難しいですよね。自

分の家の庭だけでも大変ですし、何かそのマニュアルがあるとか、こうしたらいいというようなそういう

アドバイスが送れたら良いと思います。 

（山田技師） 

現状では、都市計画課の方でこれとは別で緑の基本計画と緑のデザインマニュアルを出していますが、そ

ちらの中で仰る通りこういう様にしなさいというようなことは書ききれていないと思います。後々の管理

を想定した適切な配置を促すような標記にとどまっている状況と思います。維持管理の点、かなり重要と

思いますので、景観計画の中あるいはデザインマニュアルの中で整理して検討させ頂きたいと思います。 

（益山委員） 

今の緑のデザインマニュアルについてよろしいでしょうか。少し個人的な話ですが、うちのマンションの

1 階に大きな木が 2本あったのですが、住民が変わったら業者に頼んで木を抜いてしまって、多分管理が

できないという事と、日当たりが悪いという事で、木を切って根まで抜いてしまったという事がありまし

た。これも管理に関係すると思いますが、おそらく作った時には植えるのですが、それが何年か経つと邪

魔だから抜いてしまえという事例がおそらく他にもあると思うのですが、松本市はどのように対策をする

のか。それは住民の権利としてそれ以上言えないのか。そのあたりはどうしたらよろしいでしょうか。ち

なみに軽井沢町では、一本抜いたら一本植えるというルールがあって、それが 100％ではないかとは思い

ますが、一応ルールができているので、松本市はどのように考えているのか。多分デザインマニュアルの

中でお示し頂ければと思います。 

（神戸課長） 

お答えになるかわかりませんが、先ほど山田からも話した通り、緑の基本計画、それからデザインマニュ

アルの中で松本市も緑をどんどん増やすという事はうたってはおりません。今までの緑を大切にして街中

の緑を守り育てていく。気持ち的にはそういったものを育んでいくというような組み立てになっています。

やはり維持管理の事を考えると、非常に難しい問題があります。落ち葉の話、それから枝葉が伸びていく

話。それから民地ではなくて官地の街路樹のお話だけであっても、どうしたらいいのかというのはその場

その場で地元の方とお話合いをさせて頂いて管理をしているというのが現状でございます。今まち場で一

番課題になっているのはムクドリとかカラスといった営巣の関係です。ご存知の方もいらっしゃると思い

ますが、まち場でかなりムクドリが多く住み着いてしまって、強剪定をするという事例がかなりあります。

光を夜間に入れてムクドリを追い払うことをしていますが、そうした時にムクドリたちは違う場所へ行き、
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また同じような事をしていることが現状でして、対症療法的に、そういったことを毎年やっている状況な

ので、一概に維持管理の事をしっかりと打ち出すという事はなかなか難しいことだとは思いますが、先生

からおっしゃられた話を参考に検討させていただきます。お答えになっているかどうかわかりませんが。 

（前澤部長） 

先生の意見とても大事だと思います。今、課長が言った課題は、行政だけではなかなか解決できず、市民

の方に協力をして頂いて、一般的にそういうことがあることをしっかり認識して頂いた上で、やっぱり緑

は守っていかなければならないし、増やしていかなければならないというようなことを呼びかけていくよ

うなそういう考え方を市民に伝えていくこと。おそらく軽井沢町は一本抜いたら一本植えようねというよ

うな考え方を、この中にああしなさい、こうしなさいというメッセージを発信していくようなものをうま

く入れていくような作りこみにしていくともう少し柔らかく使えるのかなと思いました。八木澤委員のお

話の通り、管理は大事だと思います。緑は続けていかないと価値が薄れてしまうかなと思いますので、私

は初めて参加させていただきましたが、その辺の考え方も捉えながら修正して皆さんに観て頂ければと思

います。 

（窪田会長） 

ありがとうございます。今この時期に改訂するので、景観の考え方をもっとそっちにシフトしていかなけ

ればまずいのではないかと実は思っています。眺望について維持管理をする、規制をするという事は確か

に行政にしかできない事なので、それが新しく加わったという事は松本市の景観行政に対する姿勢みたい

なものがそこから市民に伝わると思うのですが。景観は維持管理が大変になってきますよね。私は今福島

の原発被災地域に行っているのですが、人口は殆ど半分になっているところで何が大変かというと公費解

体後の空き地でその雑草をどうするかだとか、そういうものが景観です。これは必ずしも被災地域で先に

起こっているだけで、松本市でも遅かれ早かれそういう状態に絶対なると思います。当時は緑が無いと暑

くて歩けないだとか、そういう状況になる中で本当に一人一人、みんなでこの計画を作っていかないと大

変ですという事が根底にはあると思います。新しい章の眺望景観だけだと、じゃあもう松本市しっかりや

ってくださいという事になるかもしれません。むしろ一人一人が困った時にはどこに電話すればいいかが

載っているくらいで、プロの方のアドバイスがもらえるだとか、緑のボランティアの力を借りられるよう

な、そういうような動くというのでしょうか。景観計画が今度新しくなって、みんなで一緒にやってみま

せんかというメッセージにつながるくらいのものになるというものも一個取り方としてあるのではないか

なと思っておりました。眺望は多くの方も問題に思ってらっしゃる方も多いと思いますし重要ですけれど、

むしろ空き家だとか。空き家や空き店舗が並び始めると、この景観どうしましょうみたいな。それも市民

の人にとっては感じている景観だと思います。ちょっとそういうことを答えてくださらないと市民の方は

こういう景観からは離れてしまうかもしれないかなという気も少ししています。 

他はいかがでしょうか。 

（山田副会長） 

今の事に関連して、5、6年ほど前になりますが、木曽村の景観計画をやったことがありますが、そこでの

一番の問題は遊休耕作地の話です。ちょっとまだその辺について注目して見てはいないのですが、松本は

その手も問題は形骸化したりしているのでしょうか。 

（神戸課長） 

耕作放棄地とかそのような意味合いでしょうか。 

（山田副委員長） 

そうです。 

（神戸課長） 

松本市は都市計画制度を敷いて、市街化区域、調整区域、しっかりと線引きをしています。当然、市街化

調整区域には農振で優良農地として指定されている農地もありますし、いわゆる青地ではなくて白地農地

といって農業振興をされていないような農地があるのは現状です。そういった白地の農地を中心に後継者

の問題であるとか、農業の担い手ですとかそういったものがなかなかできず、耕作放棄地というか、荒れ

ていくそういったところが増えていく事実があることを認識しています。景観上そういった草が生えてし

まったり、山が近ければ山林になってしまったり。そのようなところもかなり増えてきてしまっていると

聞いています。またこれもお答えになっていなくて申し訳ないのですが、それをどのように管理していく

かという事は農政サイドの方でどうするかという事で例えば担い手を紹介するだとか、大きな農地として

管理していくだとか、市民農園として使う等いろいろなことはやっていますが、現実としてはなかなか追
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い付いていない状態だと思います。 

（窪田会長） 

景観に結びつくようなことの情報収集におのずとなるようになればいいですね。例えば耕作放棄地がこの

地域では出始めたというようなことがその行政の部署の方がわかるかもしれないですよね。そういうこと

がうまく入ると景観的にどう対応できるかみたいなことができれば良いなと。 

（益山委員） 

感想ですけれど、それを景観計画にどう盛り込んでいくかというところで、先生もおっしゃった、行動で

きる景観計画という事になると、かなりの情報量がこの計画の中にも盛り込まれていくことになると思い

ます。耕作農地もそうですし、いろんなところでボランティアが河川の清掃業務とかをやっているのです

が、そういったところに入りたいと思った人がこれを見た時に、こんなグループがあるという情報をここ

に盛り込むのは難しいのかなと考えていまして、それを市で作る景観計画をどの程度までの情報を入れて

いくかというところは、今の段階でできる中どうかというのはちょっと想像がつかないですけれども。そ

ういった事例はありますか。 

（窪田会長） 

大抵この 6 章のところに、なんらかちょっとずつ書いておいて、そちらで受け持つという。6章はもう少

し書き込みがあると伺っていますが、6-5 あたりがその中ではとりあえず該当するところなのかなと思い

ます。 

（益山委員） 

市としてはどうですか。パートナーシップが書かれている章にそういった具体的な活動団体の一覧表をの

せるだとか。 

（山田技師） 

窪田先生がおっしゃられた形のように載せるのが今回の改正の中ではボリューム的にも限界なのかなと思

います。私どもの準備していた回答としては同じように 6章のところで関連部局をご案内させて頂く内容

をこの中に盛り込んでいってそこで誘導していく方向で進めさせていただきたいなと考えております。 

（神戸課長） 

どこまで記載できるのか正直悩ましく思い浮かばないところですが、やはりそこのところは景観的にまち

づくりだとかそういったパートナーシップの記載をしていますので、少し検討させて頂ければと思います。 

（窪田委員長） 

ここは行政の外の方々とのパートナーシップですよね。そうすると、この団体は書くけどこの団体は書か

ないとかそういった部分はあるのかと思うのですが、むしろ行政の中で、緑のメンテナンスであればこの

部署と相談してやっていくだとか、行政の中の事は書いてもいいのかなとか。例えば空き家の話も実際に

あると思いますし、書くことによってその部署との議論が生まれることもあるかと思いますので。そちら

にも景観的に一緒にやっていきましょうという事が伝わると思います。今回、松本市さんは行政改革で状

況が変わったのかと思いますが、是非色々なところと連携してやっていくしかないかなと思います。 

他いかがでしょうか。 

これはまた景観計画専門部会でも議論して景観審議会でももう一度議論する機会があるということでしょ

うか。 

（山田技師） 

今回は昨年度の業務委託の成果品の提出がありましたのでそのご報告がメインでした。その内容について

構成をご確認いただきたいというところが本日の内容でございます。詳細の内容につきましては専門部会

の方でこの後3回を予定しておりますが、詰めていきたいと思っておりますので、資料をお読みいただい

た中で事務局にご意見等頂ければ、専門部会の中で議題として審議していきたいと思いますので宜しくお

願い致します。 

（窪田委員長） 

はい。そのようなことなので、今言い忘れてしまった事や、後から気付いたことがあればまたお寄せいた

だければありがたいかと思います。 

（南山委員） 

単なる文言的なところですが、開智学校という表現がありますが、多分旧開智学校だと思います。ですの

で旧があった方が良いかと思いますのでご確認をお願い致します。 

（山田技師） 
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ありがとうございます。 

（窪田委員長） 

眺望景観に対しての市民の方の理解や要望はあるのでしょうか。 

（山田技師） 

眺望点に関しましては、今回眺望点を設定するにあたって昨年度に市民公募をしておりました。この中に

も何件か市民の方から応募頂いたものが載っている状況です。その中で建築士会さんにまとめて頂いたも

のが眺望点MAPとなっています。現状としてはそういった所で市民の皆さんに周知をしてまとめてきてい

るというところでございます。 

（窪田委員長） 

ありがとうございます。一歩間違えるとこの眺望の意味みたいなものがうまく伝わらないともったいない

なと思いまして。パブコメも今後やっていく予定でしょうか。 

（山田技師） 

今年度中を予定しております。 

（窪田委員長） 

わかりました。では、松本市景観計画の見直しについてはここで締めたいと思います。ありがとうござい

ました。 

では続きまして景観評価会の経過報告についてお願い致します。 

（山田技師） 

はい、それでは景観計画の経過報告をさせていただきます。右上に資料 4と記載されているものをご覧く

ださい。前回景観審議会を開催した後に行われた景観評価会の結果報告になります。３回評価会を開催し

まして、協議した案件は２件になります。昨年度の最後の評価会となりました３月の評価会では、（仮称）

サーパス埋橋一丁目新築工事が協議され、その後続いて、令和 3年4月、5月と協議を重ね,3回の協議を

経て協議終了となりました。（仮称）本庄一丁目地区優良建築物等整備事業施設建築物新築工事ですが、昨

年の令和2年10月、11月、12月と３回協議しておりましたが、事業者から計画見直しの申し出があり、

一時中断し、令和3年4月に協議を再開し計4回の協議を経て協議終了となりました。協議が終了した案

件については市のＨＰで協議の経過と内容を公開しております。説明は、以上になります。 

（窪田会長） 

ありがとうございました。この件で質問ありますでしょうか。 

（益山委員） 

景観評価会にあがってくる案件の数はこの状況の中でも同じぐらいの数でしょうか。 

（山田技師） 

昨年度は例年と比較するとかなり多い年でした。8回ほど開催していたかと思います。今年度は、4月5月

と続いていましたが、そこから相談の案件も全くない状況で、例年に比べ開催数が減っていくのかなと感

じているところです。おそらくコロナの経済状況の影響を受けているのかと思います。今年は景観の届出

も例年を下回っており、なかなか新しい建設が伸び悩んでいる状況と思います。 

（窪田会長） 

特に質問がなければ、これで終わりにしたいと思います。以上で全ての議題が終わりましたので司会の方

を事務局に戻します。 

 

５ 閉会 

（神戸課長） 

窪田会長スムーズな進行ありがとうございました。今日予定していたものは以上になります。以上を持ち

まして景観審議会を閉会致します。長時間に渡るご審議ありがとうございました。 

 

 


