
様式第３号の２（第７条関係） 

 

審 議 経 過 

   

１ 開会 

 

２ 委員の紹介 

 

３ 委員長・副委員長の選出 

下記のとおり決定 

委 員 長 ： 髙尾 忠志 氏 

（一般社団法人地域力創造デザインセンター代表理事兼九州大学持続可能な社 

会のための決断科学センター特任准教授） 

副委員長 ： 後藤 隆太郎 氏 

（佐賀大学大学院工学系研究科准教授） 

 

４ 委員長及び副委員長あいさつ 

 

５ 協議 

（１）伊万里市景観計画の基本的な構成 

資料を用い、伊万里市景観計画を策定する目的、核となる重点地区の選定理由や概況などにつ

いて説明を行った。 

（※予定していた現地視察は、悪天候のため中止となった。） 

（高尾委員長）：  景観計画を策定することが、この委員会の目的である。 

Ｈ16 に景観法ができ、日本で初めて景観という文字が法律上に登場した。 

景観法に基づく景観計画を策定するため、法で定められた枠組みに基づいて  

作成することになるが、全国でも 500～600 の景観計画が作られている。 

事例でも明らかになっているが、景観計画を作成しただけでは景観は良くな

らない。景観計画の枠組みは区域を決め、建築・開発行為に対する基準を作

る。 

道路や公園など景観上重要な施設を位置づけ、国や県が作成する際に市 

に協議してもらうようにする。景観重要公共施設という視点がある。 

また、市民団体を位置づけ、連携していくための景観整備機構という仕 



組みがある。 

基準をつくることがメインになりがちだが、悪いものが発生しそうなとき 

に未然に防ぐことができる。ただし、良いものを作る際には基準は有効に働

かない側面もある。 

人が来る、住みたいと思うようにするために、地域の景観を良くしていこう

とするには＋αの工夫が必要になることが、今までの事例で明らかになって

いる。法律の最初に、総合的に施策を展開するようにしなさい（第２条）と

書いてある。 

つまり、景観計画を策定するだけでまちの景観形成は終わりではないという

ことである。 

今回、区域を絞り、２つの地区に重点的に景観の取り組みを行うようにして

いる。単に型通りの区域決めて、基準を決めることだけでなく、実を取るた

めにどういう計画が望ましいのか。法律に基づいたものや伊万里市オリジナ

ルのものを上手く組み合わせていかないと、良い結果がでないだろう。 

関係機関の協力が必要となるので、このような庁内横断的な体制で委員会 

がつくられたのだと思う。枠に縛られず、実際に地区が良くなるためにどう

いうことをやるべきかの意見・議論をしてもらいたい。 

（事務局）：    ＜説明＞ 

（高尾委員長）：  景観計画とは自治体の区域の中で好きな場所に策定していいとなっている。

全域でつくることも多いが、今回は里地区・大川内山地区につくる。 

里地区は、西九州道開通における景観への影響で地元の議論が盛んになって

いる。また、里小路の景観が佐賀県遺産になっていることも一因である。 

大川内山地区は、昔から景観・文化財の取り組みを行ってきているところだ

が、太陽光発電の建設問題や空き家・空き店舗などの問題があり、エリアと

して盛り上げていく必要がある。 

この２地区を景観計画の対象地にしたいという事務局の提案だがいかがか。 

（木寺委員）：    里地区の生垣を残すのは、佐賀県遺産が縛りで守らないといけないのか。 

地元の残したいという想いからなのか。市が率先して残すべきという判断の

下なのか、きっかけが知りたい。 

（事務局）：    景観計画は規制をかける形になるため、家を建てる時の色味、形状、高さな 

ど制限が入るときに、住む人の協力・希望がないと景観計画自体が成り立た 

ないことが前提である。  

伊万里市全体に景観計画を立てたいが、規制があるため時間がかかる。 



里地区と大川内山地区は、景観に対する危機感を持っており、現実問題とし

て景観計画を立てる必要性があると感じた。重点地区の計画を策定し、その

後他地区から手が挙がると追加していく、という作り方もあると思い、計画

策定を思い立った。  

（高尾委員長）：  西九州道が里小路のエリア内を横断する予定であり、生垣エリアと海側エリ

アとで分断されるのではないかと危惧している。少しでも地域が分断されな

いように「高架構造にして欲しい」と国側に協議している話を聞いている。  

全国的に、公共事業に対して何か特別なことをするには、景観計画など重点

地区を策定していないと協議してくれない傾向にある。  

一方で、生垣を残す努力をしていることに対して県が応援する形で評価・認

定している。  

この２つを武器に、里小路にとっていい道路に変更してもらうことが目的だ

と思う。 

（松本委員）：    これまでの経緯から、大川内山地区が里地区より先に景観計画を策定という 

認識があるが、計画書には里地区を優先したような並びだが、意図がありこ

のような順番になっているのか。  

（事務局）：      大川内山地区は８年前に、活用計画として先に景観計画の走りで動き出して

いたが、里地区は緊急的にしなければならない部分がある。  

大川内山は景観計画の原点として、里地区は西九州道の問題が出てきたた

め、２地区を対象にした。順番の意図はない。  

（山口(裕)委員）： 計画書ｐ１里地区の懸念事項に、西九州道による景観への影響が一番となっ

ているが、その前に少子高齢化による生垣の維持管理への不安がある。計画

書ｐ７（４）のデータだけでは、若い世代の流出による高齢化の進行までは

読み取れないのでは。人口減だけしか読み取れない。  

（高尾委員長）：   世代別の統計に変更することを要望する。  

（船井委員）：    西九州道も大きな問題だが、生垣の維持管理では、新しい世代の考え方が重

要だと考える。生垣の部分を新規住宅団地にしたときに、維持管理が面倒だ

から切ってしまいたいという意見があったかと思う。  

もし検討可能であれば、どういう風に新しい人たちが地区に入ってきている

のか、新しい人たちをどうするかなど、新しい人たちの感情を追加してはど

うか？ 

（２）景観形成に向けた課題と方向性（案）  

資料とモニターを用い、１１月に行った両地区のワークショップでの意見を紹介し、そこで浮



かび上がった両地区の特性や課題、景観形成の方向性などについて説明を行った。 

（高尾委員長） ： ２地区の状況が異なるので、アウトプットも変わってくるだろうと説明 

があったが、いかがだろうか。 

（船井委員）：   まさにその通りだと思う。  

大川内山地区は、空き家問題、大川内山のブランドはどうなのかが問題。 

波佐見や有田などブランドが外から来ると、あっという間に増える懸念が 

ある。  

建物の規制は法的な部分があるが、外部から入ってくるものは止めようがな

い。景観計画とは違うが、大川内山の製品に対するブランドをどうするか考

えないといけないと考える。  

（高尾委員長）：   大川内山は、エリアブランディングの再構築が必要だと考える。  

規制だけではなく、新しいものから守ることもしていかないといけない。 

景観計画＋αが必要な状況だと考える。  

方向性は委員会としてどうか。  

（事務局）：      大川内山地区は、８年前の活用計画に景観まちづくりということで、アクシ

ョンプランが掲げられている。  

現状では、策定から実行の段階で止まっている認識のため、景観計画として

位置していくもの、作り出していくものを明らかにしながら、庁内横断的に

施策を動かしていく必要があると考えている。  

（金子委員）：    まちづくりも必要とのことだが、景観計画策定にあたり地元の声をどこで拾

い上げ、反映させるのか。委員だけでつくってよいものか。  

（高尾委員長）：   資料５（全体スケジュール案）を説明してもらう。  

（事務局）：      ＜資料５の説明＞  

（高尾委員長）：   里地区のワークショップの参加者は海側（埋め立て地）も入っているか？  

（事務局）：      海側の参加者も含まれている。区長は１人だが、評議員（１～６区）いて、 

概ね全員参加していた。  

（山口(令)委員）：パブリックコメントをする計画はあるのか。何月か。  

（事務局）：     パブリックコメントを実施予定である。３月上旬（2022 年）が理想だった

が、両地区の違いやコロナの影響で意見をまとめることが難しいので、４月

以降の想定である。  

（高尾委員長）：  物凄くスムーズに事が運ぶと、年度内に委員会案ができ、４月にパブコメ、

６月議会に景観条例を提出、議決したら７月から計画施策となるだろう。  

（船井委員）：    重点地区の範囲は、里地区だと行政区の範囲となるのか。  



（事務局）：      これから調整する予定である。  

（船井委員）：    大川内山も行政区域が範囲になるのか。行政区だと太陽光発電建設範囲が外

れてしまう。どこまで設定するかが重要。  

（事務局）：    行政区界からは外れているが、大川内山地区には入るので含める。  

（船井委員）：   活用計画の範囲は、伝産会館から見えるところまで入れたはずである。 

（高尾委員長）：  文化的景観などでは、山の稜線まで含めることもあるので、行政区+視覚的

に見える範囲を対象範囲にしてみてはどうか。  

（事務局）：    図面の赤線は行政区を示している。可視領域の点から稜線的範囲を検討する

ことは必須事項だと考えている。太陽光発電は立地条件としてある程度の平

坦部が必要だと想定される。  

そのため、面積を確保するために、この場所が建設計画要望範囲として選ば

れたと思う。 

開発の動向や地形的要素を読み取りながら、区域検討案を作成し、２回目の 

委員会時には提出できればと考えている。  

（松本委員）：    当該用地は元々博物館予定地だった。紆余曲折あり、空地となっていたとこ

ろに太陽光の要望箇所になった。そのため、地元民が危機感を持ち対応して

いるところ。現状、太陽光発電の計画は止まっている。 地区の入り口の一

等地で、景観の一等地でもある。太陽光が白紙になったとしても、住宅など

の建設の可能性もある。 今後のためにも景観的規制をかけ、対応を考えな

いといけないと考える。景観計画における重要な地域となるので、エリアに

入れるべきだと考える。  

（高尾委員長）：  由布院で２０年程景観協議に関わっているが、時代に合わせて形を変えなが

らも開発圧力はずっとある。エリアブランドを守るために、ディフェンス力

を高めることが重要だと考える。  

（後藤副委員長）： 大川内山の農村区域は、大字大川内山の小字？  

（事務局）：    住所的には、大川内山町丙と乙。大川内山とは行政区名である。  

（後藤副委員長）： 景観上は、行政区界はあまり意味を持たないと考える。景観を守り育ててい

く直近のコミュニティとの連携は必要だが。協力も含めエリアはまたがって

もよい。  

太陽光の場所は、アプローチのためすごく大事。そういう視点でエリア設定

をすることが望ましい。  

（後藤副委員長）： 里地区も行政区界でいいのかと考える。管理しやすいメリットはあるが、 

どこまで入れるか議論が必要だと思う。  



浮立は４地区でまわしているが、全体では６地区あるという、浮立と地区の

関係は大事だと思う。広域的な４地区が青幡神社のある里地区で浮立をやっ

ている。６地区とは里の中にあるコミュニティ。  

景観はいろんな部署に影響するので、各課がいるこの委員会で合意形成がと

れるのは心強い。  

（高尾委員長）：  大川内山は、アウトプットが景観計画だけだと問題解決にはならないため、

プロセスを工夫しなければならない。  

空き家の問題、エリアブランディング、外資など考える必要があるのでは。 

景観計画だけでは太刀打ちできない。どういう風に進めていくべきか。  

（船井委員）：   大川内山の若手が動き出している。バブル世代、補助金世代ではないので、 

自分たちが何とかしないといけない意識がある。  

ワークショップ時に若手に来てもらったが、今後（景観計画以降、まちのデ

ザインなどもう一歩進んだ状態）彼らを焚き付けていけたら良いと考える。 

（後藤副委員長）： 若手の意見を聞くことが大事だと考える。景観は長い。  

他事例でも、世代で考えが違う。古い人間は予算ことしか考えないが、 

若手は居住環境などを見る。２０～３０年後まで責任もつ、主体的に考えて 

くれる人がいることが重要、心強い味方となる。  

（高尾委員長）：  時代の価値観が変わってきているので、新しいものを取り入れるための 

投資は若手にしかできない。  

①法的基準の景観計画、法以外のルール（約束事）・・・景観ルール  

②公共空間デザイン（川も同様）・・・環境の時代に応じた再整備  

③空き家リノベーション、情報発信など・・・民主体での取組み  

この３点セットで動かないとエリアブランディングに到達しないと考える。

総合的な取り組みを行う際、大川内山らしさのコンセプトを確認することが

重要だと考える。景観計画と地元の取組みの共有ができるプロセスを組むこ

とが良いと考える。  

（事務局）：      ＜地域ワークショップの説明＞  

大川内山地区の ワークショップ では大川内山らしさ、将来像の議論が中心 

だった。焼物産業従事者以外の一般の住民、コミュニティを維持している人 

の取り込みが今後の課題と認識している。  

（木寺委員）：   資料４、左側（緑）：景観計画と定めるが、右側（黄・青）：地区ルールとす

るだけなのか。  

（髙尾委員長）：  景観計画に記載できる項目は決まっている。それが左側（緑）となる。 



他事例で近江八幡（滋賀県）の風景条例、景観計画と任意ルールの組みわせ

もある。  

また、景観アドバイザー制度（法外）を作成しているところも多い。 

法とルールは自治体次第である。  

景観計画、基準の１つ前に景観方針を位置づける項目がある。方針にガイド 

ラインを位置づけ、法定方針にする自治体もある。  

由布院盆地の景観計画時には実際にやった。手法は沢山あるが、書き方は 

「しなさい」「努力してください」で効力が変わってくるので加減次第。 

大川内山だと、景観計画だけでは地元も不満に感じるだろう。景観まちづく 

り（ルール）の議論も大事だというはずである。  

事例として唐津市景観計画がある。住民が委員会を作った条例である。 

地元と開発業者で直接調整・事前説明の制度をつくることもできる。  

（白武委員）：   用途地域を変えてまで規制をするのか。規制をかけることになるので、 

市全体の都市計画も変えることを想定しているのか。または、条例だけかけ 

てどうにかしていくことなのか。  

（高尾委員）：   あくまで建物を建てる際の規制である。 

（事務局）：    用途地域まで変えるつもりはない。  

（後藤副委員長）： 里地区の行政区の虫食いは外してある部分なのか。どう考えるか。  

国道で線を引くのではなく、膨らませていいと思う。  

矢竹生垣通りの左右は違うコミュニティ。繋がっているのか、離れているの 

かイメージは考えるところ。  

（事務局）：    行政区の虫食いは炭鉱住宅の跡地で、分離している。  

図面のオレンジ着色は佐賀県遺産エリアを示している。  

景観の切り口で見てもボトルネックになることはないと考えている。  

行政区内の各地区からそれぞれ参加してもらっている。  

国道でエリアを分けているが、歴史的文脈からみても海側まで含めて一体的 

である。地元の意識もあるため、エリア設定もブラッシュアップしていく。  

計画書ｐ９西九州道も踏まえて取り扱いをどうするか。地元が西九州道の 

高架化要望を 200ｍで出していると聞いている。進捗を見極めながら、間の   

取り扱いを精査していく。  

（山口(令) 委員）：伊万里市も自然エネルギーの条例（高さ 15ｍ、1,000 ㎡以上、２ヶ月前に 

届出、住民意見を聞く）があるため、その条例との整合性も考えるべき 

では。  



（後藤副委員長)： 地元への開発内容の説明だけでなく、景観面での考慮として、視点場からの

見え方の対応が重要だと考える。  

（事務局）：    総合的な流れになると考える。  

①地域住民の合意とエネルギー条例で条件を満たしていた後、②景観条例で  

景観的配慮、修景など２段構えにしておけば、より良いものになると考え

る。  

エリア内の他条例との整合性をとりながら形にしていく。区分けにしても内 

容が重複しないよう気を付ける。  

（高尾委員長）：  主要視覚場の設定が大事だと考える。開発時や建物建築時には簡易パースを

作って、地元住民と協議する。  

長崎の事例：長崎市内は主要な視点場を沢山つくっている。平和記念像の前 

から見た情報など。 細かく断面図に記載してあるので、開発業者がパース 

を作成して持ってくる。予め言っておくと協議してくれる傾向にある。  

弁財天からの見えは大事な眺望なので、ここからの見え方で開発のインパク 

トが最小限になるよう計画するように、など予め計画として記載すると良い 

と考える。 

（事務局）：    西九州道の高架化について、協議が継続しているが厳しい状況にある。 

当初は高架化範囲を 500ｍで要望を出していたが、厳しいとの国の判断で 

現時点では 200ｍとなっている。  

問題は、盛土区間の経年による景観の悪化。どのように取り扱うのかを考え 

ておく必要がある。  

「景観重要公共施設」の指定の部分で、国に対してメンテナンスを含め景観 

面から物を言える仕組みが取れるのではないかと考えているが、助言などほ 

しい。  

（高尾委員長）：  「景観重要公共施設」は初めて聞く人もいると思うので、景観重要公共施設 

の内容や仕組みをもう少し説明してほしい。  

（事務局）：    ＜説明＞  

（後藤副委員長）： 里地区について、国・県が管理している公共施設はどれか？  

（事務局）：    矢竹生垣通りは市道である。国管理は、里川、伊万里松浦道路、国道 204 

号線である。  

（高尾委員長）： 参道以外の浮立のルートが市道であれば、市の中できちんと位置づけてお

く。  

（事務局）：     里川にホタルが生息している。矢竹生垣通りの南側の区間あたりで生息して 



いるのは地元住民が確認している。  

（木寺委員）：   西九州道に対して、市が設定している制限があるので守ってほしい、という 

ことでいいか。  

（髙尾委員長）：  制限というより、協議が必要ということである。  

（木寺委員）：   東山代小学校の複合施設計画がある。高架以外の部分は見た目が悪くな 

る（ブロック+土の想定をしている）ので、防草シートで被う、またはコ 

ンクリートで固めてしまうなど、地元としてはそこまでしてほしいとい 

う話も聞いたことがある。  

（髙尾委員長）：  景観計画によって、法に基づく協議が出来るようになる。個別協議では 

なく、オフィシャルとなる。  

（船井委員）：   西九州道ができるのは仕方ないとして、法面処理はどうなるのか。景観に配 

慮した法面処理はあるのか。景観的事例はあるのか。  

（後藤副委員長）： 法面の高さは？  

（事務局）：    ６～７ｍくらい。  

（船井委員）：   法面を里山のようにする話もある。  

（高尾委員長）：  全国的にも世代間ギャップがある。70～80 代は雑草で見た目が悪くなるの 

を嫌い、コンクリートで固めたがる。20～30 代など若い世代は、自然を好 

む。評価が逆になる。 

（高尾委員長）：  景観重要公共施設に指定しておき、仕組み上担保しておくといい。伊万 

里市的に良いと考える。  

両者の意見をぶつけても解決しないことがあるため、景観アドバイザー制度

を入れておくことも有効と考える。  

技術的な話もあるため、国や県・市との協議にアドバイザーを入れて、仕組

みを含めつくっておいた方がいいと考える。  

（高尾委員長） ： 景観計画の区域設定にあたっては、主要視点場からの眺望や合意すべき 

主体を考慮して検討することが望ましい。  

大川内山は景観計画だけでなく、エリアブランディングとしてコンセプトに 

基づいてのプロセスを考えることが重要である。  

里地区は、景観ルール作りと地元の活動支援の部分、西九州道も含め進め方 

を整理することが重要である。  

また、両地区の共通部分として、伊万里市の既往条例との整合性に配慮し 

て、矛盾がない仕組みをつくる。  

主要視点場を明確にし、開発者に対して見え方の配慮について地域等が意見 



できるようにすると良いと考える。  

（３）今後のスケジュール  

（事務局）：    １２月中に庁内ワーキンググループを開催、２月までに第２回地域ワーク 

ショップを開催予定。  

第２回委員会は、２月上旬頃開催予定。 

６ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


