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別記様式（第４条関係）

会 議 録

会 議 の 名 称 令和３年度第１回朝霞市景観審議会

開 催 日 時

令和３年８月６日（金）

午後３時００分から

午後５時５２分まで

開 催 場 所
朝霞市民会館（ゆめぱれす）

３階 会議室（梅）

出 席 者 別紙のとおり

会 議 内 容 別紙のとおり

会 議 資 料 別紙のとおり

会 議 録 の

作 成 方 針

■電磁的記録から文書に書き起こした全文記録

□電磁的記録から文書に書き起こした要点記録

□要点記録

□電磁的記録での保管（保存年限 年）

電磁的記録から文書に書き起

こした場合の当該電磁的記録

の保存期間

■会議録の確認後消去

□会議録の確認後 か月

会議録の確認方法 出席委員全員による確認

そ の 他 の

必 要 事 項
傍聴者 ０人
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令和３年度第１回朝霞市景観審議会

令和３年８月６日（金）

午 後 ３ 時 ０ ０ 分 か ら

午 後 ５ 時 ５ ２ 分 ま で

朝霞市民会館 ３階 会議室（梅）

１ 開 会

２ 挨 拶

３ 議 題

（１）景観まちづくりの取組状況について

（２）朝霞市景観計画の変更（案）について

（３）景観重要樹木の指定について

（４）景観づくり団体の認定について

（５）景観の届出対象規模の変更（案）について

４ その他（報告事項）

（１）一般財団法人民間都市開発推進機構の拠出金の活用について

５ 閉 会

出席委員（１１人）

会 長 東京大学名誉教授 堀 繁

副 会 長 東京工業大学准教授 真 田 純 子

委 員 社団法人埼玉建築士会県南支部長 大 橋 純

委 員 朝霞市環境審議会会長 松 村 隆

委 員 朝霞市都市計画審議会会長 鈴 木 龍 久

委 員 朝霞市商工会理事 前 田 敏

委 員 埼玉県朝霞県土整備事務所副所長 鈴 木 隆 史

委 員 市議会議員 山 口 公 悦

委 員 市議会議員 黒 川 滋

委 員 公募市民 田 嶋 理 香

委 員 公募市民 内 田 勲
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欠席委員（１人）

委 員 朝霞市農業委員会会長 高 橋 隆

（事務局）

事 務 局 都市建設部長 笠 間 三 生

事 務 局 審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

宇 野 康 幸

事 務 局 みどり公園課長 大 塚 繁 忠

事 務 局 まちづくり推進課主幹兼課長補佐 高 橋 俊 朗

事 務 局 まちづくり推進課専門員兼都市計画係長 中 村 秀 樹

事 務 局 まちづくり推進課専門員兼区画整理係長 多度津みどり

事 務 局 開発建築課建築指導係長 西 川 博 文

事 務 局 まちづくり推進課都市計画係主査 西 村 憲 司

事 務 局 まちづくり推進課都市計画係主任 村 岡 拓

事 務 局 まちづくり推進課都市計画係主事 高 橋 竜 弥



- 4 -

配付資料一覧

・令和３年度第１回朝霞市景観審議会 次第

・資料１－１ 朝霞市景観計画届出制度の運用状況

・資料１－２ 景観に関する取組等の実績（令和３年８月現在）

・資料２―１ 朝霞市景観計画の変更（案）

・資料２－２ 朝霞市景観計画【別冊】 景観づくり重点地区「黒目川沿川エリア」

・資料２－３ 朝霞市景観重要公共施設第３号 浜崎黒目橋 指定案

・資料２－４ 朝霞市景観計画の変更（案）に関するパブリック・コメント（意見募集）結果

・資料３－１ 景観重要樹木の指定について（案）

・資料３－２ 景観重要建造物と景観重要樹木の募集

・資料４ 景観づくり団体 受付一覧

・資料５－１ 景観の届出対象規模の変更（案）について

・資料５－２ 景観の届出対象行為 新旧対照

・資料５－３ 景観条例に基づく事前協議と景観法に基づく届出の流れのご案内

・報告 拠出金の活用に係る案内図及びイメージ図

・朝霞市景観審議会委員名簿

・朝霞市景観審議会傍聴要領
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審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）

◎１ 開会

○事務局・中村まちづくり推進課専門員兼都市計画係長

それでは、定刻となりましたので、ただいまより、令和３年度第１回朝霞市景観審議会を開催い

たします。

本日は、大変お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

新型コロナウイルス感染防止のため、マスクの着用と窓とドアの開放による換気を行っておりま

すので、御了承ください。

体調が優れない場合は、すぐに事務局へお伝えくださいますよう、よろしくお願いいたします。

本日の審議会の出席委員でございますが、総数１２名中１１名でございますので、朝霞市景観条

例第３９条に定める、開催定足数を満たしていることを御報告申し上げます。

なお、朝霞市農業委員会会長の高橋委員におかれましては、本日、所用のため欠席の御連絡を事

前にいただいております。

それでは、審議会の開会にあたりまして、都市建設部長の笠間より御挨拶申し上げます。

◎２ 挨拶

○事務局・笠間都市建設部長

皆さん、こんにちは。

本日は、御多用の中、令和３年度第１回朝霞市景観審議会に出席いただきまして誠にありがとう

ございます。また、平素より本市の景観行政に御理解と御協力を賜っておりますことに、重ねて御

礼申し上げます。

さて、本日の景観審議会の議題は５件でございます。

１点目の「景観まちづくりの取組状況について」では、近年の本市の景観まちづくりの取組状況

について説明させていただきます。

２点目の「朝霞市景観計画の変更（案）について」では、前回の会議に引き続き、新たな景観づ

くり重点地区として、黒目川沿川を指定することについて説明させていただきます。

３点目の「景観重要樹木の指定について」では、候補となる樹木を事務局から報告いたしますの

で、指定についての御意見をお伺いさせていただきます。

４点目の「景観づくり団体の認定について」では、団体の認定についての御意見をお伺いさせて

いただきます。
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５点目の「景観の届出対象規模の変更（案）について」では、景観の届出対象規模の変更につい

ての案を説明させていただきますので、委員の皆様の御意見をお伺いさせていただきます。

また、その他、報告事項といたしまして、一般財団法人民間都市開発推進機構の拠出金の活用に

ついて御報告させていただきます。

本日の審議会におきましても、委員の皆様の忌憚の無い御意見をいただきますとともに、議事の

円滑な進行に御協力をお願い申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしく

お願いいたします。

○事務局・中村まちづくり推進課専門員兼都市計画係長

朝霞市景観条例第３７条に基づき、会の進行は会長が行うこととされておりますので、これから

の進行を堀会長にお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

〇堀会長

承りました。それでは、会議を進行させていただきますが、この審議会は原則公開の立場をとっ

ております。

審議に入る前に、傍聴者の入室について、皆様にお伺いいたします。

本日、この審議会の傍聴を希望されている方がいらした際には、傍聴者の入室を許可してもよろ

しいでしょうか。

（異議なしの声）

事務局に確認します。傍聴者はいらっしゃいますか。

〇事務局・村岡まちづくり推進課都市計画係主任

本日の傍聴希望者は、ただいまのところいらっしゃいません。

〇堀会長

承りました。

これより、会議途中からの傍聴者の入室につきましては、その都度、皆様の了承を得ることな

く、事務局で傍聴者を入室させますのでお願いいたします。

それでは、審議に先立ち、会議資料の確認を事務局からお願いいたします。

〇事務局・中村まちづくり推進課専門員兼都市計画係長

本日の会議資料について確認させていただきます。

本日、御手元にお配りしました資料として、審議会 次第が１枚、委員名簿が１枚、傍聴要領が１

枚です。

議題資料といたしまして、「議題（１）景観まちづくりの取組状況について」が、資料１－１と資
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料１－２でございます。

続きまして、「議題（２）朝霞市景観計画の変更（案）について」が、資料２－１、ホチキス留め

の資料２－２、資料２－３、ホチキス留めの資料２－４でございます。

「議題（３）景観重要樹木の指定について」が、資料３－１と資料３－２でございます。

次に、「議題（４）景観づくり団体の認定について」が、ホチキス留めの資料４でございます。

次に、「議題（５）景観の届出対象規模の変更（案）について」が、ホチキス留めの資料５－１、

Ａ３判の資料５－２、ホチキス留めの資料５－３でございます。

議題についての資料は以上です。本日、机上に配布させていただいた、タイトルがなく申し訳あ

りませんが、写真が掲載されているホチキス留めの資料がございます。こちらは、次第の「４ そ

の他（報告事項）」についての資料です。

皆様、資料はお揃いでしょうか。会議中でも資料の不備等がございましたらお声がけください。

資料の確認は以上です。

◎３ 議題 （１）景観まちづくりの取組状況について

○堀会長

それでは、次第に従いまして会議を進めたいと思います。「３ 議題」について、本日の議題は５

点です。

まず、「（１）景観まちづくりの取組状況について」、事務局から説明をお願いします。

〇事務局・村岡まちづくり推進課都市計画係主任

「議題（１） 景観まちづくりの取組状況について」御説明いたします。

資料１－１「朝霞市景観計画届出制度の運用状況」を御覧ください。

こちらは、本市に提出された景観計画に基づく届出の件数をお示ししております。

前回の審議会でも同じ資料をお配りしておりますが、令和２年度の件数が確定いたしましたの

で、データを更新しております。

令和２年度の届出件数は、「水と緑を活かすゾーン」３８件、「安全で快適な住まいゾーン」１２

５件、「商業にぎわいゾーン」７件、合計１７０件でした。

次に、資料１－２「景観に関する取組等の実績」を御覧ください。

前回の審議会では、令和２年６月１６日の取組まで説明させていただきましたので、その一つ下

段から説明させていただきます。

令和２年１２月１日に、前回の審議会で報告させていただいた島の上公園の展望テラスがオープ

ンし、新聞等に取り上げていただきました。
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令和３年７月２１日、先月になりますが、景観づくり重点地区「黒目川沿川エリア」について、

景観づくり団体との意見交換会を実施しました。

意見交換会には、景観づくり団体申請中の団体１団体を含む、６団体、７人の参加がありまし

た。

意見交換会での主な質疑を御紹介いたします。

「３月に開催した景観づくり重点地区「黒目川沿川エリア」の指定に関する地権者説明会では、

どのような意見があったのか」と質問があり、これに対し、地権者説明会では特に反対意見はな

く、「重点地区のエリア」や「色彩の基準に抵触している場合、直ちに塗り替えが必要なのか」とい

った質疑があったと回答しました。

次に、「エリアの拡大についてどのように考えているか」という質問に対し、全体を対象にすると

地権者との合意形成が難しくなり、指定までに多大な時間を要することになるため、まずは、特に

市民に親しまれている中心的エリアを指定し、今後、状況を見てエリアの拡大等を検討したいと回

答しました。

主な質疑は以上です。景観づくり重点地区につきましては、次の議題で詳しく説明いたします。

資料１－２に戻りますが、下段の「今後の予定」に大まかなスケジュールをお示ししておりま

す。こちらにつきましても、議題（２）以降で詳しく説明させていただきます。

以上で景観まちづくりの取組状況について説明をおわります。

〇堀会長

議題の説明が終了しましたが、委員の皆様から御意見、御質問等はございますか。

〇山口委員

景観まちづくり意見交換会に６団体参加したということですが、団体名を教えていただけます

か。

〇事務局・村岡まちづくり推進課都市計画係主任

参加いただいた団体は、既に景観づくり団体として認定しているNPO住みたい朝霞まちづくりネ

ットワーク、朝霞基地跡地の自然を守る会、この２団体につきましては、共通して所属されている

１名の方が出席されました。セキスイ合人社タウンマネジメント株式会社、シンボルロード（公園

通り）イルミネーション実行委員会、わくわく新河岸川みどりの会、申請中の団体としてｅｌｅｐ

ｈａｎｔの方に御参加いただきました。黒目川の景観を考える会の方も御参加いただく予定でした

が、当日来られなくなってしまったため、以上の６団体の御参加となりました。以上です。

〇山口委員

ありがとうございます。
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〇堀会長

ほかにありますか。

〇松村委員

質問です。条例に基づく届出件数を拝見していくと、令和元年度と２年度の間で数が随分減って

います。届出対象について議論が予定されているわけですが、この間で制度の変更がありました

か。あるいは、それ以外の原因があったのでしょうか。

〇事務局・西川開発建築課建築指導係長

お答えさせていただきます。令和元年度の届出件数に関してですが、こちらは積水跡地の「あさ

かリードタウン」の戸建て住宅の申請が多かったということで、こちらの件数になっております。

令和２年度は「あさかリードタウン」の申請が落ち着き、例年と同じような件数になっておりま

す。

〇松村委員

わかりました。ありがとうございました。

〇堀会長

それでは私から。今のことについて、ゾーンは分かりました。内容について、どういう内容の申

請が多かったか教えていただければと思います。

〇事務局・西川開発建築課建築指導係長

お答えさせていただきます。戸建て住宅が８割強くらいの届出件数となっております。それ以外

は共同住宅等の申請となっております。

〇堀会長

分かりました。

ほかはよろしいでしょうか。

ありがとうございました。

◎３ 議題 （２）朝霞市景観計画の変更（案）について

○堀会長

それでは、「（２）朝霞市景観計画の変更（案）について」、事務局から説明をお願いします。

○事務局・西村まちづくり推進課都市計画係主査

それでは、朝霞市景観計画の変更（案）について説明させていただきます。着座にて失礼いたし

ます。

こちらの変更案は、朝霞市景観計画に、本市第２号目となる景観づくり重点地区「黒目川沿川エ
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リア」を追加するという内容でございます。昨年１０月１２日に開催された前回の景観審議会のと

きに、委員の皆さまには一度、原案を報告させていただきましたが、本日は、その後、一部修正等

を加えた最終案につきまして、改めて御審議いただければと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。

資料の御説明の前に、これまでの経緯でございますが、昨年１０月の景観審議会の後、年内を目

途に開催予定としていた地権者説明会は、コロナ禍による緊急事態宣言が出されたことを受けて開

催時期を延期いたしました。その後、緊急事態宣言が解除されていた今年の３月２７日に、無事、

市役所で地権者説明会を開催いたしまして、続けて、パブリック・コメントを４月２８日から５月

２８日までの期間で行い、先月７月１２日には、最終案を都市計画審議会に諮り、景観法第９条に

基づく意見聴取を行っております。

地権者説明会の結果につきましては、今年の４月下旬に、委員の皆さま宛てに開催概要を郵送さ

せていただきましたが、参加者は、黒目川沿川エリアの全地権者３４名のうち、代理の方を含め１

１名で、地権者の方々からの御質問としましては、「エリアの範囲がどこまで入るのか」、「現在エリ

ア内に設置している塀の塗り替えが直ちに必要となるのか」、「畑でオレンジ色の作物を覆う農業用

シートを使っているが、色彩基準の対象となるのか」といった御質問がございました。指定に反対

の御意見などは出ず、市としましては、一定の御理解をいただけたのではないかと考えておりま

す。また、説明会には出席されなかったものの、電話で別の５名の方から問合せがありましたが、

こちらもエリアの範囲や規制内容の確認に関する御質問でした。

それでは、資料の方にまいりますが、先に「資料２－４」につきましては、パブリック・コメン

トの結果をまとめたもので、意見提出はございませんでしたので御承知置きください。

では、資料２－１を御覧ください。こちらはパブリック・コメントで公開したものと同じ資料で

すが、４枚目から新旧対照表となっており、左側のページが現在の変更前の景観計画、対して右側

のページが変更後で、変更する箇所を赤文字で示しております。

この中で、一番最後の９枚目の右下ですが、今回の景観づくり重点地区の指定に伴い、エリア内

にある「浜崎黒目橋」を景観法第８条に基づく景観重要公共施設に指定する記載を追加しておりま

す。この記載の中には「整備に関する事項」という項目がございますが、これは景観法第４７条に

規定があるもので、これを記載しておくことで、従来は、市への景観の届出が免除されている国や

県所管の公共施設に対しても、その整備方針に市の意向を反映することが可能になり、本市の景観

形成基準を尊重してもらえるようになるといった法律上の効果がございます。前回の景観審議会

で、黒目川沿川エリア内にある三つの橋が景観の届出対象とならないことの対策として、この景観

重要公共施設の指定制度活用の御意見をいただいたことを受け、このたび、デザイン性に優れてい
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る浜崎黒目橋のみを指定するものです。なお、浜崎黒目橋の管理者は本市となっており、今後の改

修や更新の際に、市として特段景観への注意を払うことを見込んで整備に関する事項を記載してお

ります。

また、景観重要公共施設としては、既に黒目川と公園通り（都市計画道路 上ノ原通線）の二つ

が指定済みとなっておりますが、二つ目の公園通りにつきましても、去年２月にシンボルロードが

完成したことを受けて、この機会に、シンボルロード部分も含む形で、名称と整備に関する事項を

修正いたします。

景観計画の本編の変更箇所は以上です。

次に、資料２－２を御覧ください。黒目川沿川エリアの具体的な各景観基準につきましては、景

観計画本編とは別に、こちらの別冊という形で定めておりまして、表紙の赤枠内記載のとおり、赤

字が令和２年度第１回景観審議会での御意見を踏まえて修正した箇所、青文字が誤記の修正を含め

事務局判断で見直した箇所になります。パブリック・コメントは意見提出が０件でしたので、これ

を踏まえた修正箇所はございません。

２ページを御覧ください。黒目川沿川エリアの指定範囲も図のとおり、原案から変更はなく、新

高橋から浜崎黒目橋までの河川境界から２０メートルの範囲としており、この２０メートルの区域

に土地の一部が含まれる場合には、その土地全体を対象区域に含むものとし、その土地の区割りは

利用実態で見るものといたします。この辺りの考え方の補足として、この２ページの一番下に「区

域境の考え方」という図を追加しております。

次に４ページを御覧ください。前回の景観審議会で、「これまで黒目川の改善に取り組まれてきた

地域の方がいたことも一説入れておくことが必要では」という御意見を踏まえまして、上の方の

「官民協働の黒目川まるごと再生プロジェクトや、地域の人々による植樹活動などを経て、清流や

水辺の緑が復活し、現在の優れた景観を持つ川となった」という部分を追加するとともに、下の方

にあります「５ 景観づくりの方針」の一番上の項目に、「地域の人々が親しみ、育ててきた」とい

う言葉を追加いたしました。

同じく、景観審議会での御意見として、「規制が厳しくなるだけではなく、具体的にどういう川に

していきたいのか、何らかの形で抱負も入れていただきたい」との御意見をいただきましたので、

この「５ 景観づくりの方針」の３番目に、「景観づくりを通して黒目川の魅力をさらに高め、のど

かな武蔵野の風景が楽しめる「まちの中の景勝地」を目指す」という方針を追加いたしました。

次に５ページにまいりまして、届出が必要となる行為の規模の基準でございますが、基本的に原

案から変更はございませんが、資料下の方の※１として、建築物や工作物に関して「通常の管理行

為による修繕や部分的な色彩の変更等で、軽微なものについては届出不要」という注釈を追加いた
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しました。地権者の方々が、ＤＩＹなどで軽微な外観の修繕等を行う場合、その都度、市へ景観の

届出が必要としてしまうと、過度な御負担になることから、景観づくり基準には配慮していただき

つつ、届出自体は不要とする運用をとりたいと考えております。

続いて、６ページの項目別の景観づくり基準の中で、真ん中あたりの赤字の部分になりますが、

こちらは、修正前は「経年変化により見苦しくならない素材を使用すること」と書いてありました

が、景観審議会での御意見として、「経年変化により見苦しくならない素材というのが、曖昧な表現

であり、逆に自然素材を使えないと受け取られてしまう表現になっているのでは」との御意見をい

ただいたことを踏まえ、「年数とともに周囲に溶け込む素材（自然素材など）を使用するよう努める

こと」という表現に修正いたしました。

原案からの主な変更点は以上です。

次に、資料２－３を御覧ください。浜崎黒目橋を景観重要公共施設第３号に指定する内容をお示

ししております。

指定理由は記載のとおりで、下の大きい写真にありますとおり、視対象としての橋そのものが自

然景観と調和した魅力的なデザインとなっているほか、その上の花まつり会場の写真のように、黒

目川や桜並木を望む視点場としても愛されていることから、黒目川沿川のより良い景観づくりにか

かせない施設として、景観重要公共施設に指定するものです。

資料の説明は以上になりますが、先月７月１２日に開催された都市計画審議会において、景観法

第９条に基づく意見聴取を行った結果、御意見として２点いただきました。

１点目が、黒目川を１０年、２０年先も見てもらえるように、景観づくり重点地区「黒目川沿川

エリア」の指定範囲を、将来的にはもっと広く延長して欲しいということ、２点目が、景観重要公

共施設となる浜崎黒目橋について、橋ができて約２０年経っており、経年劣化等で色的に古ぼけた

見た目となっているため、常に美しく管理していただきたいという御意見です。

最後に、今後のスケジュールにつきましては、９月から１０月を目途に、景観計画の変更と景観

規則の改正を行い、施行・運用開始するといった予定で考えております。

以上で、事務局からの議案第２号についての報告を終わります。

〇堀会長

ありがとうございました。それでは、御質問があればお願いします。

〇黒川委員

よろしいですか。

パブリック・コメントに関して、意見が０件だったということですが、意見をもらうためにどの

ような宣伝をしたのかお願いしたい。関心の高い地域が指定されるということで、通常に考えれば
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意見があるはずですが、意見がないというのは不自然すぎるので、どのような宣伝をやったのかお

願いしたい。

〇事務局・西村まちづくり推進課都市計画係主査

パブリック・コメントの宣伝手段としては、通常どおりのもので、市のホームページや広報あさ

かに記事を掲載し、各公共施設で供覧する形をとりました。そのほかに、地権者の方には郵送で資

料を送り周知を行いました。

〇黒川委員

この時期、毎日毎日大栄翔頑張れみたいなツイッターが出ていて、ツイッターやフェイスブック

は全くやっていないのですか。

〇事務局・西村まちづくり推進課都市計画係主査

ＳＮＳ関係ですが、市のラインにつきましては、コロナ関係の記事に限っているということで掲

載はできない状況です。通常、パブリック・コメントの記事はツイッターですとかに掲載はいたし

ませんので、今回の黒目川沿川についても活用はしておりません。

〇事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

シンボルロードの重点地区に指定した時も同じようなことが言えるのですが、今回、景観づくり

団体の方々に事前に意見交換会をやりますとお話をしておりましたので、それが全てというわけで

はないのですが、シンボルロードの時も団体の方にかなりの御意見をいただいたということがあり

ましたので、それで０件になったかどうか確信は持てませんけれども、そういった効果もあったと

思っております。

〇堀会長

ほかにいかがでしょうか。

お願いします。

〇田嶋委員

個人的に、私の散歩ゾーンであることもあって、こちらはすごく気になっています。

年々、この浜崎黒目橋の辺りも人が多くなっておりまして、キャンプのようなことをしている人

や、バーベキューのようなことをしている人、新高橋の方でもいろいろな方々が思い思いにバーベ

キューやアウトドアを楽しんでいて、それは非常に好ましいことだと思っています。

今回、景観ということでこちらの方を重点的にされるということですが、にぎわいや景観的には

非常にいいお話ですが、最近、川で泳いでいる人や、危ないようなことも見受けられます。そうい

ったことの規制も併せてやっていかれる予定はあるのでしょうか。事故が起きてからではいけない

ということと、同じ県内で飯能河原という景勝地がありまして、私も一度行って良いところだなと
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感じまして、この飯能河原がコロナの関係で、東京都の人も押し寄せてしまって、騒音やごみ問題

で苦慮されているということを知りまして、朝霞でそのようなことになってはいけないのかなと思

い質問した次第です。

〇事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

貴重な御意見ありがとうございました。

飯能河原は今朝のニュースでも取り上げられていました。このようなコロナ禍の中で、外の環境

ということで重宝されていて、考え方はいろいろあると思います。各施設を閉鎖すれば、やはりど

こかに人が行ってしまうということで、個人的には公園や川のような空間は、一定のルールの下に

開放すべきではないかと思っております。委員の御発言のとおり、心配事はかなりあると思います

が、河川管理の中で一定のルールが定められており、その中でやっていくべきことなのかなと思っ

ております。景観の中で禁止行為を定めるといったことはそぐわないと考えています。

〇田嶋委員

例えば、深いところで泳がない、ごみを持ち帰ろうとかは河川管理の方の仕事ということです

ね。

〇事務局・笠間都市建設部長

法律的な話になってしまうのですが、河川については自由使用の原則というものがありまして、

河川をどのように使うかということについては、原則自由でございます。ただ、河川として水を流

す機能がなくなるとか、あるいは、汚すということについて、非常に狭い範囲で制限があるという

のが原則になっています。ごく一部の河川については、植物の保存のために車両の進入禁止となっ

ている河川もいくつかあります。私たちもゴールデンウィーク等に朝霞県土事務所、埼玉県の河川

管理事務所とも調整した上で、黒目川を含め川や公園に、バーベキュー等は控えてくださいという

ような看板を立てて見廻りを実施いたしました。コロナの状況が長引いている中で、特に河川の桜

並木等、人が集まってくるというのはおっしゃるとおりなので、今後、どのように河川を管理して

いくか河川管理者である埼玉県と話し合っていきたいと思っています。

〇堀会長

よろしいですか。

ほかにいかがでしょうか。お願いします。

〇鈴木龍久委員

先ほど、事務局から報告があったとおり、７月１２日に都市計画審議会で意見があったわけです

が、その中でも浜崎黒目橋から下流の水道橋まで、特に水道橋がある交差点には広場もあって、ベ

ンチもあります。黒目川をいっぺんに全部重点地区に指定することは負担が大きく、説明していく
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にも時間がかかるだろうということで、第２期的にできるだけ早く浜崎黒目橋から水道橋につい

て、重点地区に指定していただけたらありがたいという要望もありましたので、意見として報告し

ておきます。

〇堀会長

事務局から何かありますか。

〇事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

そもそも黒目川沿川は市街化調整区域及びハザードエリアに指定されていますので、なかなか土

地活用が難しい区域となっています。さらに上乗せで、色の規制等を加えるということに対しては

難色があるという予想で地権者説明会を行いましたが、意外に受け入れていただきました。隣にけ

ばけばしい色の家が建つのは嫌だといった意見の方が多く、相対的には重点地区についての理解が

得られました。そういった部分も含めまして、指定した区域から南に延ばすのか、北側に延ばすの

かといったことになろうかと思いますが、今のエリアを中心に比較的早い段階で検討してまいりた

いと考えています。

〇堀会長

私から質問していいですか。

おそらく、市民の方は河川敷の中、この写真が典型です。今回の重点地区の非常に重要な点は、

背景を守ろうということではないですか。今回指定するところは元々田畑なので、それほど問題が

ないところではないですか。下流の方に行くと、家が出てくるので上流よりも調整が必要になりま

すよね。考え方はいろいろあると思うのですが、市民の方の関心は河川の中だと思います。ですか

ら、背景２０メートルではなく、浜崎黒目橋から下流は狭めるなり、全然なくてもいいという考え

方もあるかもしれません。なぜなら、この写真のように関心は後ろではないところにあります。川

はもちろん埼玉県が管理しているので、ひどいことが起きることは想定できない。

市民の方の実感はいかがですか。川の中に関心があるのか、背景の方が重要なのか。

〇田嶋委員

私は川の下側には下りずに、上をジョギングなり散歩しています。周りが全く気にならないかと

いえば、そのあたりは家がないので気にならないですね。下流に行けば武蔵野食品ですとかがあり

ますが、派手な色というわけではありません。

〇堀会長

原状を保つためには規制をかけて、派手にならないように。規制の考え方は、将来ひどいことが

起こらないようにしようという考え方です。
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〇内田委員

市民としての意見ですが、私も浜崎黒目橋の辺りをよく散歩します。上流側は桜が綺麗で春は桜

を見て回りました。橋の下流側についても、桜が咲いています。その先も桜が咲いているところは

あるので、ここで止めてしまう理由は何かなという思いはあります。

〇堀会長

桜は堤防の上なので、河川の中ですよね。いろいろな考え方はありますが、一つは河川の中だけ

でもとりあえずやってしまって、２０メートルは状況を見ながら、合意を図りながら２段階という

考え方もあるかなと思います。要望的には、ここで切ってしまうのは、ちょっと違和感があると思

います。

〇黒川委員

どこまでやるのかというのは、いろいろな条件があると思います。私は電車通勤をしていた人間

だったので、電車から見た黒目川の景観というのもあって、もう少し広くとらなければいけないよ

うな気もしなくもないです。朝霞市の良いイメージは、和光市から朝霞市に入ってきて、朝霞駅に

至るまでにたまたま右側に広い公園があって、空間が広く感じられる。それから、朝霞駅を過ぎて

切通を抜けると、今の黒目川の空間が、朝霞台駅を抜けると今度は両側に林が見える。全体的に線

路の周りに良い景観が残っているのが、シティ・セールス的に良いイメージを作ってくれている。

田島の方に行って両側に住宅が挟まってくる手前までに関しては、もう少し広くとって考えて、２

０メートルなのか、もう少し広くとった方がいいのか、もっと狭い方がいいのかというのは考えた

方がいいかなという感じはしています。

〇堀会長

ありがとうございました。

ほかにいかがですか。

〇山口委員

私も家内とよく歩くコースです。小さな子どももいませんから、河川敷で遊ぶということもな

く、遊んでいる姿を見てほほえましく思っています。

黒川委員がおっしゃったように、私も２８年間電車で通っていましたが、この河川に降りてみた

いなという気持ちになれるようになるのは何なのかなというようになるのですよね。そうすると、

若い頃は桜の時期に提灯も出たりしていると賑やかそうだし、距離も結構あるから散策するのがい

いのかなという思いもありましたが、今住んでみていくと、やはりリバーサイド自体の作りという

のもおしゃれだなとか、こういう感じが落ち着くなとか、ちょっと別空間になるなという感じとい

うのも味わえるというのは、すごくいいなというふうに感じるのですよ。そうすると、当面２０メ
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ートルということになっていますが、どこまでできるかは研究が必要だと思いますけれども、もう

少し範囲を広げられると、朝霞のセールスポイントにもなっていくのかなと思います。新河岸川の

方も綺麗にできないかなと思っておりますけれども。

〇堀会長

ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。

〇鈴木龍久委員

背景を今と同じように２０メートルとして、少しずつでも指定していかれた方が良いのではない

かと思っています。河川だけでしたら、河川を管理しているところで実施していただければと。

〇鈴木隆史委員

景観をどうこうしようというつもりもないですし、川の中に生えている木は切らなくてはいけな

いと思っています。堤防の上を歩かれる方が多いので、川の方にも関心があるのでしょうけれど、

こちらに良い景観があって、こちらにけばけばしい建物があるというのは、興ざめなのかなという

気もするので、ある程度の範囲で景観を守っていくことも必要なのではないかなというふうに思っ

ております。

〇事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

地権者の方がおっしゃっていたのは、公共下水の整備が進む前は、水が泡立っていたり、黒目川

の景観が損なわれていた時期がありましたが、公共下水の整備が進み、現在では鮎釣りをしている

方もいらっしゃいます。やはり、今の景観をできるだけ守っていきたいというのが地権者の方や市

民の方の思いです。景観の観点から、極端に損なわれることがないように、エリアを川だけにし

て、状況を見ながらということも考えられますし、幅をどうするかということもありますが、とり

あえず、どうして今回２０メートルなのかということを説明しておきますと、指定した時の全戸数

を調べまして、標準的な幅をまずは２０メートルと設定したということで御理解いただきたいと思

います。

〇堀会長

資料２－２の４ページの「景観づくりの方針」の一番下の文章を入れたのは非常に良かったと思

います。何を目指してこの重点地区を作ったのかわかりやすいので、よかったと思います。

同じページで質問ですが、青文字で「カワセミ」を「カワサギ」としていますが、「カワサギ」と

は何ですか。こういう鳥はいないし、こういう魚はいません。「カワセミ」は残していいのではない

でしょうか。追加で「サギ」を入れるのは構いません。
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〇事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

修正します。

〇堀会長

多様な動植物と書いてあるので、もう少しバランスよく入れてみてはいかがでしょうか。

〇事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

今の御意見も踏まえ、調整、修正します。

〇真田副会長

浜崎黒目橋を景観重要公共施設に指定するということについてですが、指定することは良いと思

うのですが、理由として、この橋のデザインが少し古いというか。

〇堀会長

デザインは良くないですよね。申し訳ないですが。

〇真田副会長

でも位置づけとしては、すごく重要で人が集うところにシンボリックに存在するし、視点場にも

なるということで、これから整備や架け替えのときに、ちゃんと検討しましょうという意味で景観

重要公共施設に指定する必要があると思います。解説のところにあるように、デザインとして褒め

てしまうと、架け替えるときにこのデザインを踏襲しなくてはならないのではないかと、何十年か

後の人たちは今の経緯を知らないので、そう思ってしまう心配があるので、デザインについては言

及せずに、位置づけとしてすごく重要なものだからしっかり検討して整備する必要があるという書

き方にした方がいいと思います。

〇堀会長

プロムナードであることと視点として重要だということですよね。少し解説を工夫していただけ

ればと思います。

〇事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

真田副会長がおっしゃったとおり、橋や道路といった全てのインフラの整備は、いろいろ財政状

況が厳しい中でどう工夫して長寿命化するかということが、どこの自治体でも課題になっていま

す。指定することで予算確保のインセンティブ等にもなり得るので、デザインのことには触れずに

視点場等の要素を中心に解説を修正したいと思います。

〇堀会長

２０年以上前ですし、その間の技術革新は目覚ましくて、これくらいのスパンだったら、このよ

うな大仰なデザインにしなくても、今後、もっと技術革新が進みますし、そのときの一番良い橋を

作ればいいので、これを守る必要は全然ないと思います。
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よろしいでしょうか。ありがとうございました。

◎３ 議題 （３）景観重要樹木の指定について

○堀会長

続きまして、「議題（３）景観重要樹木の指定について」に移りたいと思います。事務局から説明

をお願いいたします。

どうぞ、着座で結構ですので。

○事務局・村岡まちづくり推進課都市計画係主任

「議題（３）景観重要樹木の指定について」御説明いたします。

景観重要樹木とは、個性ある景観づくりの核として地域のシンボルとなるような樹木のことで、

市民共通の財産として広く知っていただくとともに、多くの方々から愛されるように守り、活用し

ていくため、景観法に基づき指定をするものです。

資料３－２をお開きください。ページ左の「景観重要建造物・景観重要樹木の指定の基準」を御

覧ください。指定の基準は２項目ございます。一つ目は、地域の良好な景観の形成に重要なもので

あり、その地域の自然、歴史、文化などからみて、景観上の特徴があること、二つ目は道路などの

公共の場所から誰もが容易に眺め見ることができることです。

また、指定までの流れとしては、ページ左下になりますが、応募をうけた後、現地の調査と所有

者の意向確認を行い、本審議会において委員の皆様に審査をしていただき、指定されることとなり

ます。

景観重要樹木に指定されると所有者及び管理者には、その良好な景観が損なわれないように朝霞

市景観条例で定める管理の基準に沿って、適切に維持管理する義務が生じます。

ページ右側、「景観重要樹木の管理の基準」を御覧ください。朝霞市景観条例に定める基準が３項

目ありますので申し上げます。１項目目、景観重要樹木を保全するため、必要に応じて剪定又は下

草刈りを行うこと。２項目目、景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐため、必要に応じて病害虫の駆

除又は予防、その他の措置を講ずること。３項目目、前２項目に掲げるもののほか、景観重要樹木

の管理のために市長が必要と認める措置を講ずること。以上の３項目となっております。

このような義務が生じる一方で、維持管理に関する技術的助言及び財政的支援を受けることがで

きるというメリットもございます。朝霞市景観形成補助金制度により、景観重要樹木の管理者に対

して、次の３項目を対象に補助金を交付するものとなっております。１項目目、樹木の診断及び治

療等に係る経費の２分の１、１年当たりの上限は５０万円。２項目目、樹木の維持及び保全に係る

経費の２分の１、１年当たりの上限は２０万円。３項目目、樹木を活用した地域のにぎわい等の創
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出に寄与すると認められる事業に係る経費について、１回目の交付は経費の４分の３、２回目の交

付は経費の３分の２、３回目の交付は経費の２分の１、１年当たりの上限は１０万円となっており

ます。

現在までの景観重要樹木の指定状況ですが、令和元年１１月に朝霞市が提案した、市役所庁舎前

緑地のケヤキを指定しております。

指定に当たっては、市ホームページや広報により周知を図り、市民等からの応募を受け付けてお

ります。

今回、市から候補となる樹木を提案し、指定することで再度景観重要樹木の周知を図り、今後の

応募のきっかけにしたいと考えています。

資料３－１を御覧ください。今回、景観重要樹木の候補として提案させていただくのは、案内図

の水色に着色した部分、朝霞駅から北東へ約０.５キロメートルに位置する、根岸台五丁目の「まぼ

りひがし公園」内のケヤキです。

朝霞駅前広場周辺整理に伴い、現在の朝霞駅東口前に植えられていたものを、まぼりひがし公園

内に移植したという経緯がございます。樹形の良い高木で、地域のシンボルとなっております。

委員の皆様には、先ほど述べた指定基準を参考に「まぼりひがし公園」内のケヤキについて、景

観重要樹木の指定に関する御意見をいただければと存じます。

以上で景観重要樹木の指定についての説明を終わります。

○堀会長

ありがとうございました。

それでは、御質問、御意見をお願いいたします。

〇黒川委員

まず、一つは質問ですが、駅東口から根岸台五丁目に移設した時期、年くらいは資料に入れるべ

きではないかと思うのですが、いつなのでしょうか。

それから、条例はこれくらいなのかなと思うのですが、樹木の管理の基準に関して、条例という

大層なものではこの１、２、３でやって当たり前でしょみたいなことが書いてあるのだけれども、

おそらく１、２に関しては一般的な樹木の管理とそんなに変わらないと思います。それなりに景観

の重要な樹木として指定するということであれば、剪定基準であるとか剪定業者に対する剪定の基

準であるとか、そうしたものに関して特別なものを作っているのかどうか。教育委員会がひどいの

だけれども、樹木の剪定に関してかなり荒っぽいことをやっているので、それと同じ基準が適用さ

れたとしたら重要樹木としてはお粗末な話になってくると思います。重要樹木とそうではない一般

の街路樹というのは、公共施設内の樹木と扱いを変えるのか。考え方が作ってあるのかお聞きした



- 21 -

いです。

〇事務局・中村まちづくり推進課専門員兼都市計画係長

移植の時期でございますが、先ほど説明させていただいたとおり、朝霞駅東口の駅前から移植し

たのですが、時期としては２００７年に移植をしたものでございます。今の朝霞駅東口の駅前広場

のロータリーの真ん中にケヤキがあるのですが、元々同じ場所にあったものでございます。駅前広

場の整備に当たって、支障がないものについては現在の場所に植えられています。駅前広場の道路

になる部分の木を「まぼりひがし公園」に移植したという経緯がございます。

〇事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

街路樹であるとか、公共施設に植えてある木も、景観重要樹木に指定した場合の管理に関するあ

り方がどうなっているのか、線引きがあるのかという話だったかと思います。管理の基準につきま

しては、ハードルが高くなってしまうと、なかなか手が挙がってこないということもありますの

で、そういった観点から条例には最低限のものが記載されていると思います。

樹木の管理につきましては、街路樹も含めまして管理計画を作成する予定で進めております。こ

れにつきましては、道路を管理するセクションやみどりを保全するセクションとの調整がなかなか

難しい部分がありますが協議を進めております。景観重要樹木につきましても、御指摘のとおり、

指定済みのものと、今回提案しているものの２件ございますが、いずれも市が管理している樹木で

ございます。剪定等に当たっては、市が発注等をして管理するのでコントロールは効くわけです

が、今後、民間等からの指定が進むと思いますので、検討を進めてまいりたいと思っております。

〇黒川委員

街路樹や公共用地の樹木と違って、意匠の要素が入ってきますよね。この佇まいにはこんな形の

木であってほしいとか。他は機能であるとか、一般的なルールが適用されると思います。個別に周

辺環境に合わせた意匠というのは、やる予定は。

〇事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

今のところ特にありません。やはり、あまりハードルを高くすると民間の樹木の申請、指定が難

しくなりますので、その辺については一定の基準を定める必要はあるかと思いますが、まずはそれ

ほどきつくない範囲で定めて、運用を進めながら審議会の皆様の御意見を伺い、改善するものは改

善していきたいと思います。直ちに最初から基準を定める予定は今のところないです。

〇黒川委員

景観なので基準より意匠の方が大事だと思います。例えば、基準でこのように切れというより

も、こんな感じの木にしてねと業者に頼まなくてはいけない案件だと思います。そのような考えを

採用しなくてはならないのではないかなと思うのですが。



- 22 -

〇宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

元々、基準の中の「地域の良好な景観の形成に重要なもの」というのは、形容であるとか樹木が

どのように親しまれてきたのか、それは地域の方や樹木の所有者等の御判断の上で、地域性である

とか歴史等も踏まえて柔軟に対応してまいりたいと考えています。

〇事務局・笠間都市建設部長

いわゆる、自然樹形、本来の姿で伸び伸び育っているものや、元々形が良く地域で親しまれてい

るものが指定されています。一方、剪定の予算がないということや、人の家に入り込んでしまうこ

と、信号が見えなくなってしまうこと等により、強剪定しなくてはいけない木というのは、なかな

か指定するものにはなってこないと思います。今回ですと、東口にあった木を移植し、区画整理を

行って公園として開設し、管理していくことになったということもあって、このタイミングで候補

として挙げましたが、木を本来の形で管理できるところを指定することもあると思います。木が古

くなって虫によって切らなければならないことは、他市の重要樹木でもありますけれど、木は自然

に育った方が強くなると思いますし、虫も付きにくいということもあります。なるべく自然な形を

残すようなものを指定していきたいと思っております。

〇真田副会長

おっしゃられている意味はよくわかります。条例の２２条を引用していただいておりますけれど

も、１番目の景観重要樹木を保全するためというところが、樹木そのものを保全するということに

するのか、樹木が作っている良好な景観を保全するのか。樹木の景観を保全するためというふうに

すれば、細かい基準を作らなくても、最初に選定された時の理由を継承することになると思いま

す。２番目の景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐためというのは、樹木そのものの話をしているの

で、おそらく１番と２番の樹木の扱いが違うのに同じ言葉を使ってしまっているので、１番は見た

目の話であることをわかるように記載した方がいいかなと思いました。

〇松村委員

いろいろ御意見がありましたが、御提案の内容については賛成する立場で申し上げます。重点地

区の時も似たような議論があったような気がするのですが、重要樹木が増えればいいじゃないかと

いう話だと思います。数が増えていくというのは大切なことだと思うので、ハードルを高くしなく

てはいけないこともありますが、気持ちとしては、重要樹木は一本の木だけですよね。それがきっ

かけとなって、その周辺の景観を守っていく、良くしていこうというふうになるので指定するので

はないかと思っています。なんでも指定すればいいということでもないけれども、ロータリーから

移植したものは指定して、移植していないものは指定しない。御説明はいりませんが、要綱として

はクリアしなくてはいけないけれども、一本の木を指定すると波及的な効果があるかもしれない。
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是非、頑張っていただきたい。

〇堀会長

基本的には、私は地域の人たち、特にこの場合だと所有者が、これは重要なのだと言い張ればそ

うするべきだと。これは景観的に重要だと言い張れば、その木は重要ではないと言うのではなく

て、景観重要樹木と認めるべきだと思います。ただし、指定の基準に合った説明は市民に対して必

要だと思います。ハードルを下げればいいのですよ。「自然、歴史、文化などからみて」と文章があ

りますよね。その場所の歴史からみると大事だと言い張ればいい。基準というルールは守るべきで

すが、基準のハードルを上げる必要はなく、所有者がこの木は大事だと言えば、それは尊重すべき

だと思います。問題は、市が持っている木しか指定できないという現状。市が一生懸命やっても、

心に響いていないかどうかはわかりませんが、手が挙がらないという現状が問題なので、そこは工

夫し、改善してもらいたいと思います。市が指定したものを見て、なるほど、すごいなと思わせな

ければいけません。資料３－１の写真を見ますと、移植の能がないですよね。これは平らなところ

の真ん中に植えてある。真ん中に木ってないですよね。少しずらすべきだし、木は大地に根を張り

ます。つまり、地形が重要で、少し盛り上げて、そこに植えていたら見違えて景観的に良くなって

いたのです。移植の仕方と景観づくりが下手すぎる。だから、なかなか市民の心に響かないのでは

ないかなと思います。関連して、資料３－１に樹木の紹介が載っています。樹種、所在地、説明、

所有者の記載がありますが、この構成は変えてもらいたいです。樹種の次は樹齢、推定でもいいで

すし、約でもいいので樹齢は入れるべきです。それと、言われや歴史も入れるべきです。所在地と

所有者はいいですが、説明ではなく指定理由なのかなと思います。なぜなら、指定の基準があっ

て、それに基づいて指定することになっているのだから、それであれば指定理由かなと思います。

指定理由の中に景観的特徴というのは景観重要樹木であって、文化財の樹木ではないので景観的特

徴は書かなければならないのかなと思います。

〇大橋委員

指定のハードルの話がいくつか出たと思いますが、やはりハードルは低い方がいいのかなと思っ

ています。応募資格にあらかじめ所有者の同意が必要ということが書いてありますが、その他に所

有者ではなくても散歩している人が良い木だなと思っていたのに、突然切られてしまう場合もある

じゃないですか。そういう意見を汲み取るような仕組みというのが何かあってもいいのではないか

と思います。そのような意見がたくさん集まれば、景観審議会の方で俎上に上げて所有者に働きか

けるとか、景観重要建築物の場合もそうだと思うのですが、現状だと所有者がだめだと言えばだめ

になってしまうのではないかなと。
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〇堀会長

元々、景観法に景観重要樹木を入れた件は、まさにおっしゃるとおりです。周りが大事だよねと

言ったときに、所有者がお金を出せよというときの裏付けとして作ったのです。当時の大蔵省に対

して景観重要樹木の相続税減免の対象にしてくれと申し込んだのですが、それがうまくいかなかっ

たので。メリットにも財政的支援と書いてありますが、財政的支援はあまり大きくない。やはり、

相続税の減免は非常に大きくて、通常、ケヤキは大きい屋敷にあって、それが贈与のときに分散さ

れると切られてしまいます。本人が嫌だと言っているのに指定するのはなかなか難しい。

〇大橋委員

役所や審議会から価値があるということを伝える仕組みがあれば、少しは心が動くのではないか

と思います。

〇事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

おっしゃることはよくわかるのですが、例えば、相続が発生しないまでも開発がありそうだと噂

があったときに、所有者の同意なしに良い木を守ってくださいというのは難しいと思います。

〇大橋委員

最後に同意はとらなくてはならないと思うのですが、価値も知らない間に切られて、もちろん、

歴史的建物もそうなのですが、壊すのも切るのもあっという間なので、理想論かもしれないのです

が、現状だと所有者の同意がないと全くだめという形なので、これはこれでいいと思うのですが、

いろいろな人の意見がこれだけ集まっていれば、この審議会で少し動こうかとか、そのような道筋

があればと思いました。

〇真田副会長

通常の募集はこれでいいのかもしれないですが、民間のものが増えてないというときに、もう少

しイベント的に市内の良い樹木をみんなで写真のコンテストでもいいし、出しましょうと言って、

そこでいいものについては市の方で所有者に交渉するというようなことはやってみてもいいのかな

と思います。その場合、並木などもやっている地域もあるので、もう少し対象を広げて並木や生垣

などもやってもいいのかなと思います。

〇事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

働きかけはできます。そういったイベントを活用して集めて所有者に交渉する。なかなか難しい

部分もあるかと思いますが、働きかけはできますので、他市を参考にしながら考えてみたいと思い

ます。

〇事務局・笠間都市建設部長

ネクストリストというか、将来的に景観重要樹木になるような、先ほど真田副会長がおっしゃっ
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たように写真コンテストでよく出てくる木となってくると、当然開発のときなどに、そこにある緑

や樹木をできるだけ残してくれというのは言っているわけですが、そこに対して理解がないと、残

らない。御意見やアイデアをいただきながら、何を残したらいいかというのを色付けして、予算取

り等をできるような工夫をしてまいります。

〇堀会長

ほかによろしいでしょうか。

ありがとうございました。

◎３ 議題 （４）景観づくり団体の認定について

○堀会長

続いて「議題（４）景観づくり団体の認定」につきまして、事務局から御説明をお願いいたしま

す。

○事務局・高橋まちづくり推進課都市計画係主事

それでは、「議題（４）景観づくり団体の認定について」説明させていただきます。

着座にて失礼いたします。

資料４を御覧ください。１ページ目は、平成３０年５月に募集を開始してからの受付状況を時系

列に並べたものでございまして、団体名、活動目的、活動内容や活動範囲など、申請書に記載され

た内容等をまとめており、２ページ目の活動範囲図では、認定済み団体は青線で、本日御意見をい

ただく団体は赤線で囲い、団体名を黄色く塗りつぶしております。

今回、委員の皆様に認定に係る御意見をいただきたい団体は、一覧で網掛けされている番号１３

番の「朝霞なるこ遊和会」と１５番の「ｅｌｅｐｈａｎｔ」でございます。

「朝霞なるこ遊和会」は、令和２年１０月に開催した「令和２年度第１回景観審議会」におい

て、皆様の御意見により認定を保留とした団体でございます。朝霞市を中心に全国各地でよさこい

鳴子踊りを披露し、地域の活性化に寄与する活動や朝霞市、彩夏祭のＰＲ等をしており、よさこい

鳴子踊りを通して、朝霞市らしいにぎわいの景観を創出されている団体です。景観づくり団体に認

定されましたら、よさこい鳴子踊りによるにぎわいの景観の創出に寄与するイベントの企画や市内

の清掃、美化活動、地域の活性化につながる活動を行いたいと伺っております。

認定に係る意見聴取に先立ち、前回の審議会の中で皆様からいただいた御意見について事務局の

見解を御説明いたします。

「市内によさこいチームは９０団体以上あるが、その全てが申請を出した場合、認定するのか。」

という御意見につきましては、朝霞市景観条例に基づき、景観づくり団体の認定要件等に合致すれ
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ば全て認定可能と考えております。また、よさこいチームは老若男女問わず様々な人が所属してお

り、市の目指す景観づくりの継続的な意識の醸成等にもつながると考えています。

「認定要件を満たす申請団体を全て認定したらすぐに補助金が枯渇するのではないか。」という御

意見につきましては、「景観づくり団体の認定＝景観形成補助金の交付」となるのではなく、景観形

成補助金は、景観づくり団体が行う事業に対して予算の範囲内で交付するものでございます。補助

金交付申請が提出された際には、市において「景観形成補助金の交付に関する事務取扱基準」に基

づく審査を行い、必要に応じて景観審議会に御意見を伺います。その後、交付の可否が決定される

ため、交付申請全てに補助金を交付するものでもありません。

「どのような団体が景観づくり団体に認定されるのか。」という御意見につきましては、景観づく

り団体の認定要件は、朝霞市景観条例に基づき、朝霞市景観規則第２４条に規定されており、（１）

団体の活動が、景観計画に定めるゾーン別景観づくりの方針等の趣旨に適合し、良好な景観の形成

に資すると認められるものであること。（２）団体の活動が、土地、建築物又は工作物の利用を不当

に制限するものではないこと。（３）団体の活動が、営利、政治又は、宗教に係る活動でないこと。

以上を全て満たす団体で、受付後、今回のように景観審議会で御意見を伺い、認定することとなり

ます。

「当該団体は、景観づくり団体の認定要件にある「団体の活動が、景観計画に定めるゾーン別景

観づくりの方針等の趣旨に適合し、良好な景観の形成に資すると認められるもの」に適合するの

か。」という御意見につきましては、当該団体は、朝霞市民まつり彩夏祭をはじめとした様々なイベ

ント等に参加している団体でございます。

よさこい鳴子踊りにより人が集い、笑顔があふれるにぎわいの景観を演出する一端を担ってお

り、ゾーン別景観づくりの方針のみならず、さらに上位に位置づける「景観づくりの目標と基本方

針」にある「景観づくりの目標３ 訪れたいと感じるまち」に適合しているものと考えておりま

す。

また、市主催イベントの余興や盛り上げ役を率先して引き受けてくれるなど、「景観づくりの目標

４ みんなでつくる愛着あるまち」に掲げる「協働」による景観づくりにも積極的に参画している

ものと考えております。

今後は市のみならず、例えば、ほかの景観づくり団体等と協働でにぎわいの景観づくりに資する

イベントへの参加や企画なども積極的に行いたいと聞いております。

「当該団体の活動の範囲を市内全域ではなく、絞ってはどうか。」という御意見につきましては、

当該団体は、活動の形態（イベントの企画・出演、美化活動）から範囲を絞ることは好ましくない

ものと考えております。また、活動範囲は、市が申請者の実態を把握するために提出していただく



- 27 -

ものであり、市及び審議会から変更を促すようなものではないと考えます。なお、こういった御意

見があったことについては、団体に伝えております。

続きまして、１５番の「ｅｌｅｐｈａｎｔ」でございますが、この団体は昨年開催した「アサカ

ストリートテラス」にも参画しており、朝霞市を若者目線でより良くしていきたいと考えている比

較的若い世代で構成された団体でございます。基地跡地・シンボルロードを中心として良好な景観

の創出、市民交流の活性化、並びに市民のシビックプライドの醸成を活動目的としており、景観づ

くり団体に認定されましたら、地域のほかの団体や有識者と協働した基地跡地周辺の景観創出やイ

ベントの開催、そのための広報活動等を行いたいと伺っております。また、先日開催した「景観ま

ちづくり意見交換」にも参加の御希望があり、景観づくり団体の申請団体として御参加いただきま

した。

認定された景観づくり団体につきましては、今後、事業内容が景観形成補助金の補助要件に合致

するようであれば、申請に基づき、予算の範囲で財政的支援を行っていきたいと考えております。

また、ほかにも市ホームページや広報を御覧いただいた方から景観づくり団体の認定申請に関す

る相談をいただいております。今後、実際に申請が出された際には、次回以降の景観審議会におい

て皆様に御報告いたします。

それでは、朝霞市景観条例３５条の「景観審議会の所掌事務」に基づき、景観づくり団体の認定

に際し御意見等がございましたらお願いしたく存じます。

以上で、議題（３）の説明を終わります。

○前田委員

「朝霞なるこ遊和会」の件に関して、補足説明をさせていただきたいのですが、鳴子が始まった

ときに人を集めて、北海道のよさこい祭りを見に行き、これを朝霞に取り入れようということでで

きた第１号の団体が、この「朝霞なるこ遊和会」です。なおかつ、毎年、北海道のよさこいに行っ

たり、四国に行ったり、そういう意味で朝霞の鳴子の原点を作ったのが「朝霞なるこ遊和会」であ

ると。自分もそのときに関与しておりましたけれども、このチームからいろいろ分かれてチームが

増えていった。そういう意味では、この「朝霞なるこ遊和会」というチームはしっかりした団体だ

と感じております。

事務局にお聞きしたいのですが、既に認定されている団体は何か活動されているのかお聞きした

いです。

〇堀会長

最後の質問は活動状況ですね。指定しっぱなしということはないですよね。
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○事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

皆さん活動していまして、例えば、セキスイ合人社タウンマネジメント株式会社に関しまして

は、あさかリードタウンが出来て、サステナブルということで作ったら終わりということではなく

て、今後も綿密に関わっていきたいということでした。先日の意見交換会にも積極的に参加してい

ただいております。

登録してそのままという団体はありません。ただ、景観形成補助金を皆さん申請しているかとい

うとそうではなく、活動を通じてにぎわいの景観であったり、自然そのものという団体もあります

が、それぞれ思惑はありますが、直接、補助金等の申請が今まで行われたのは、シンボルロードの

イルミネーション、北朝霞駅前のイルミネーション、島の上公園に展望テラスを設置したものの３

回です。

〇黒川委員

１３番に関しては、本来はイベントだったり鳴子祭りの関係の方の補助としてやるべきことでは

ないかと私は思いますね。先ほどの説明でも、まちを盛り上げているというだけで、景観という見

る人と見られる人という関係性とか風景の中の調和をどうしていくかということに関しての説得力

が薄い。しかも、なぜそんなに強弁するのか不自然な感じがしていて、何とか学園みたいな話では

ないかなという気がしないでもない。そういう意味では、こういう団体はお金が必要だということ

はわかります。ここから出すなんてことは本当にやっていいのかどうなのか。例えば、他のイベン

ト、朝霞台地区は対抗して阿波踊りをやりましょうと言ったら出すのかどうか。それから、いろい

ろなイベントが全て対象になってきますよね。それは本筋とは違うと思います。例えば、この団体

が景観づくりにおいてどんな貢献をするのかという話が全然聞こえてこない。ただ、まちを盛り上

げている。当たらない理由はないと言っているだけ。同条件で他のことをやっている団体が申請し

て通るのですかという問題があると思います。そういう意味で言ったら、やはり市役所の中で別問

題として補助する方向を考えるべき話ではないですか。やはり、とれるところから話が来るとなる

と、どんどん際限なく話が広がっていくと思います。その辺の公共性とか景観に対する貢献という

ことをもう少し慎重に考えて判断しなければいけない。

それから、先ほどの趣旨言ったのを全部配ってくださいよ。何を言っているのかさっぱりわから

なかったので紙で配っていただけますか。前回と同じ資料だけ見て判断しなくてはならないなんて

あり得ないと思っておりまして、委員会を説得したいのだったら説得する資料を持ち込むべきだと

思うのですよね。違和感が全然解消されない。とにかく強弁振っているだけでね。

〇堀会長

よろしいですか。お願いします。
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○事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

強弁というのはよくわからないですが、景観づくりに取り組みたい団体、補助金については補助

金の基準がありますので、それに合致していれば交付するということになりますが、「朝霞なるこ遊

和会」が道の上で踊ったから補助金が出るのかといえば全く違うと認識しておりまして、景観づく

り団体に申請していただいたということは、当然踊りを通じてにぎわいの景観をということはある

と思いますが、それだけでなくボランティア的な取組であるとか、そういったことを今後取り組ん

でいくために認定してもらいたいという気持ちから申請していただいたと認識しております。市に

は様々な補助金等の制度がありますけれど、当然線引きが必要でございます。景観形成補助金につ

きましては、取扱基準に則って合致すれば交付していく。そういった流れになっていこうかと思い

ます。

〇黒川委員

事務局が今言った、踊り以外の提案はどんな提案を受けているのか、それを聞かせてください。

○事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

例えば、市が主催する景観イベントの企画、手伝い、今後については黒目川のベンチの清掃活動

であったりを検討していきたいと聞いております。

〇黒川委員

その他清掃などをやっている町内会等の団体がいろいろありますよね。それと、この補助金とど

う整合性をとるのですか。

○事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

清掃活動で補助金を交付しておりませんので、ボランティアでやっていただくものと認識してお

ります。

〇事務局・笠間都市建設部長

少し議論がずれていると思うのですが。

〇黒川委員

何がずれているんだ。

〇事務局・笠間都市建設部長

個々の団体に対して補助金を出すかという話をしているのではなく、私は最近来た人間ですが、

川越まつりなど、いわゆる無形文化遺産になっている祭りもある中で、朝霞において鳴子踊りをす

る団体も朝霞の景観づくりを担っていく団体として認められるかということを議論したいと思って

いて、補助金を出す、出さないという話とは、今回提案しているものとは違うということが、私が

言いたいことです。先ほど前田委員、当然私より鳴子のことを知っている人がおっしゃるように
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「朝霞なるこ遊和会」の踊り子は、聖火リレーの盛り上げにも参加しております。景色自体の景観

もありますが、当然文化のような景観もある中で、鳴子踊りは国レベルの景観ではないけれども、

朝霞には彩夏祭も含めて根付いていて、当然踊りも景観であると考えております。清掃活動の話も

ありましたが環境を整えることも含めて、実際彼らが何をやりたいかということについても、若い

方々も一緒に景観づくりを考えてもらいたいという中では、補助金の話一つだけにするのは話とし

て飛びすぎで、それ以前に景観というのはどういうものか、朝霞の景観としてそういう方々も入っ

てもらって、景観づくりをやっていますよ、事業をやるときは景観のことも考えていきましょう

と。それぞれが景観をどう考えているかは団体によって違うので、そういうことを話し合っていけ

る場を作っていきたいと考えております。

〇黒川委員

イベントとしての盛り上がりとか、重要性というのは市民の中で認識はされているけれども、景

観として認識されているのですかね。そこは違うと思っていて、市民の中でも意見は分かれると思

っています。ただでさえ、よさこいの祭りで市役所が総動員されて、地域社会ももちろんそうです

けれども、地域はやりたいと言ってやっているからいいものの、市役所まで動員されていて、あら

ゆる課が責任を持たされている状況でいいのですかということがあるのですよね。そういう意味で

は、景観の好き嫌いとかではなく、重要性はあると思うので少しそれと中立的に考えた方がいいの

ではありませんかと思います。景観というともう少し、動的なものが一切入らないとは言いません

が、日常生活の中のものではないか。例えば、高山祭とか川越まつり、そこまでいくと話は変わっ

てくると思うのだけれど、何百年も歴史があるとね。２０年作った歴史の中でいうと、私は商店街

の中で育ったからよくわかるけれども、いきなりレベルアップして祭りが変わっていったという感

じがしていて、そういう意味で言うと歴史はこれから作る段階で景観に入っているかは議論が分か

れるのではないかな。市民の中で。率直に聞いてみたら。むしろ、この団体に対して行うべき市の

関与の仕方としてはお祭りの方でもう少し力を入れるべきだというのが私の考え方。体制が違った

ら、私はそれはそれでいいです。

〇真田副会長

ここは景観審議会で、認定するかどうかを議論しなくてはならないと思うのですが、先ほどの景

観重要樹木については、樹木に指定するかどうかの基準を示していただいていましたが、今回は口

頭で説明されただけで、どのような団体を認定すべきかという資料、簡略化した一覧しかなくて判

断できる情報が提供されていないのかなという感じはします。

〇堀会長

景観計画の中に景観づくり団体というのは、規定がありますよね。読み上げるなりしていただけ
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ますか。

〇事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

景観計画の５５ページに景観づくり団体の認定という項目がありまして、そちらにつきまして

は、「主体的に景観づくりに取り組もうとする市民や事業者が組織する団体を、景観条例に基づき、

景観づくり団体に認定し、市はその活動を支援します」と記載があります。条例第２６条では「市

長は、良好な景観の形成を推進することを目的として組織された団体で、規則で定める要件を満た

しているものを、景観づくり団体として認定をすることができる」としておりますので、認定する

のは市長ということになります。先ほども説明しましたが、規則は第２４条の景観づくり団体の認

定等ということで、条例２６条第１項の規則で定める要件は、次に掲げるものとするということ

で、（１）として「団体の活動が、景観計画に定めるゾーン別景観づくりの方針等の趣旨に適合し、

良好な景観の形成に資すると認められるものであること」と記載されています。（２）と（３）に関

しては、このような団体は認定できないという記載になります。認定自体は市長になりますので、

審議会からは意見をいただいて最終的には市長が判断するという内容になります。

〇堀会長

そうしますと、「朝霞なるこ遊和会」の活動が景観づくりに貢献するか、景観の創出になるかとい

う１点ですよね。一つは踊り。鳴子踊りが景観かという話ですよね。それは、そうだと言えばそう

だし、それで構わないように思いますけどね。やはり、市民に対しても説明できるようにしなくて

はいけない。

〇山口委員

前回の話の段階から一歩も進んでないですよ。私も疑問がある方だったのだけれど、言われるよ

うに、室町時代とか江戸時代からやっている、一つのお祭りとか浄瑠璃だとかいうものがまちの顔

になっているとかいう意味合いとして、それも景観だと言われれば、そうなのかなという感じはあ

るのだけれども、今一番大事なことは、市民的な合意というか、納得できるようなもの、先ほど説

明されたものが紙であるならば、事前に出してもらいたかったよね。そうしなければ、ここはどう

なのだろうということに全くならないじゃないですか。私も少しだけメモしようと思ったけれど、

年なものですから耳も悪くてよくわからないですしね。少し不親切な進め方だと思いますよ。せっ

かく前回、同じ議論をして、そこまでの到達から一歩も進んでいないですよ。これ以上やろうとし

て、多数決でという話でもありませんから。結局、市長が最終的に決めるのであったらふざけんじ

ゃねえって話になってしまうしね。そのための時間を割いてやっているわけだから。不手際がある

のではないですか。
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〇事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

景観計画を皆さんお持ちでしょうか。

〇山口委員

今は持っていない。

〇事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

説明につきましては、申し訳ありませんでした。担当の説明の中で朝霞市の景観計画の冊子がご

ざいます。こちらの２０ページに景観の目標ということで、「訪れたいと感じるまち」ということで

キーワード「にぎわい」というところで黒目川花まつりであるとか、アートマルシェであるとか彩

夏祭が記載されてございますので、全く景観に資さないのかといいますと、にぎわいの観点からみ

ると合致しているのではないかと言えるかと思います。その辺の資料をお出しできなかったのは大

変申し訳ないです。

〇黒川委員

鳴子が景観かどうか微妙だというのは、見解によって意見が分かれて、もしこれがクリアすると

いうことであったとしても、そうだとすると全団体に提出していただくものではないかなという感

じがするのですよね。知っている団体だけが申請を出しているという状況があまりよろしくない。

この団体が特有の景観活動をやるというのであれば、そういう計画書が本来出されているべきでは

ないかなと思います。どちらかではないかな。鳴子として、景観として認めるのであったら、鳴子

の連合会があれば連合会のようなものを指定すればいいと思いますけれども、そういったものも、

先ほど市に聞いたら市の連合会のようなものは特にないということだったらしいので、だとする

と、できるだけ多くの団体が申請してもらう。そうでなければ、この団体が景観活動としてどんな

ことをやるのか出してもらうのが筋ではないかなと思いますが、どうですか。

〇事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

申請者にお伝えしまして、審議会からの意見を踏まえまして、明確に今後どのようなことをやっ

ていくのかということをお聞きせざるを得ないのかなと思います。

〇堀会長

彩夏祭が景観だということを景観条例の中で明確に言っているのであれば、それを盛り上げる団

体を景観づくり団体にしても構わないと思いますけどね。要するに、そこが一つの基準ですよね。

祭りをやるのも景観づくりだということが明確であれば、何も疑う余地はないです。基本的には、

景観づくり団体は自発的なものなので、裏で言うのは構わないけど、公募するようなものではない

と思います。景観条例の中で謳っていますのでね。お金の話は別の話だという整理で、これはよろ

しいと思います。多数決をとるような問題ではないので、どうしますか。次の審議会で資料を整理
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していただきますか。

〇事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

景観づくり団体に認定されなくても、申請中のものとして行為はできますので、次の審議会で改

めて資料をお出しします。

もう一つの「ｅｌｅｐｈａｎｔ」も。

〇堀会長

こちらは議論できてないですね。

〇事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

比較的、年齢が若い人たちが、シンボルロードや朝霞の森の議論をしてきた方たちが、比較的年

齢層が高い人たちがルール作りなどを市とともにやってきた。その中で、それだけではだめだろう

ということで、若い人たちの意見もということで立ち上がってきた団体ということがあります。こ

の団体の思いは、おそらく、シンボルロード、景観資源であり景観づくり重点地区でもあります

が、コロナで中止になりましたが、補助金等は出しておりませんが、そういったところを使って、

子どもたちに本の読み聞かせであるとか、様々な企画をしている団体でして、先ほど説明があった

アサカストリートテラスに対しても企画を提案していただいた若者の団体です。

〇堀会長

説明はわかりました。活動目的、活動内容はわかりましたが我々が気になるのは、景観づくり団

体の認定要件との整合です。その欄があるとだいぶすっきりすると思います。先ほどの「朝霞なる

こ遊和会」についても。

〇事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

審議会からの意見を踏まえて、前回と同じようになって申し訳ありませんが、委員の方が判断で

きるような、合理的にわかるような資料をお付けして、次回、再度御審議いただきたいと思いま

す。

〇堀会長

条例に書いてある認定要件との整合だけわかれば文句ないと思うので。

もう一つ、お話を伺っていて思うのが、指定しっぱなしではなくて、朝霞の景観づくりに貢献し

てもらいたいわけです。モチベーションアップだとか、ブラッシュアップだとか、フォローする必

要はないですか。お金ではなくて。

〇事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

意見交換だとかを開催して、仕組みは作っていまして、多くの方から意見を聴いて、例えば補助

金のあり方も、もっと交付しやすいようにという形で変えていったりもしています。引き続き意見
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をお伺いしながら、活動をしていただく工夫であるとか、そういったことも検討していきたいと思

っています。

〇堀会長

やはり、フォローしてあげる必要はあると思います。指定した以上は。特に少人数の団体は、人

に頼っているわけで、キーパーソンが抜けると急に活動がなくなってしまう可能性があるわけで

す。キーパーソンが抜けても次の人を育てるとか、そのぐらいのことはやってほしいと思います。

よろしくお願いします。では、次回ということで。

◎５ 議題 （５）景観の届出対象規模の変更（案）について

○堀会長

それでは、最後の「議題（５）景観の届出対象規模の変更（案）について」、事務局から説明をお

願いいたします。

〇事務局・西村まちづくり推進課都市計画係主査

それでは、景観の届出対象規模の変更（案）について説明させていただきます。

こちらの議題は、前回の景観審議会で一戸建て住宅の届出件数がかなり多いことに対し、事務負

担軽減の点から、届出対象見直しの必要性について御意見をいただいたことを受けまして、市の方

で検討した内容となります。これまで、景観の届出制度を５年以上運用してきた中で、制度に対し

ての理解が進んだことや、届出を提出する建築主や設計者側の負担軽減の観点から見直すものでご

ざいます。

それでは、資料５－１を御覧ください。「１ 変更内容（案）」としましては、一戸建て住宅と小

規模建築物（倉庫等）を、景観の届出対象から除外し、届出不要にする内容となります。

一戸建て住宅につきましては、一軒だけ建築する場合には元から届出は不要となっております

が、面積５００平方メートル以上の開発区域内を複数の宅地に分割して、それぞれ分譲の一戸建て

住宅を建築する場合に限っては、周りの景観に与える影響が一定程度あるということで、一軒ごと

に届出が必要となっております。この件数が年間の全ての景観の届出の中でかなりの割合を占めて

いる状況ですが、この届出を不要といたします。

また、小規模建築物（倉庫等）につきましては、面積５００平方メートル以上の敷地に建築する

場合、現在は小規模建築物にも関わらず、景観の届出が必要となってしまっておりますが、この届

出を不要といたします。

この「一戸建て住宅」と「小規模建築物」は、内容的には別々のお話で、今回の主議題は一戸建

て住宅の届出を不要とする方になりますが、小規模建築物に関しても、以前から運用上改善したい
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と考えていた部分でございますので、この機会に一緒に変更したいと考えております。

次に「２ 変更理由」でございますが、一戸建て住宅を届出不要とする理由につきましては、平

成２８年４月に朝霞市景観条例に基づく届出が開始されてから、これまで継続的に指導をしてきた

結果、景観基準に基づいた景観配慮について建築主や設計者等に定着してきていると判断される一

方で、一戸建て住宅の景観届出件数がかなり多い状況となっていることを勘案しまして、現在と同

程度の景観誘導効果を維持しつつ、建築主側の負担軽減を図ることができると考えられるため、一

戸建て住宅を届出対象から除外するものでございます。

また、小規模建築物（倉庫等）を届出不要とする理由につきましては、こちらは広い土地の一角

に小さい倉庫等を建てるケースを想定したもので、元々景観に与える影響が軽微であるにも関わら

ず、現在の景観計画の規定では、敷地面積の広さで届出対象基準に該当し届出が必要となってしま

っていることから、この「景観に与える影響が軽微であるにも関わらず届出が必要になっている」

という運用面での問題を解消するため、この機会に併せて届出が不要となるよう変更したいという

ものです。

ここで、資料５－２を御覧ください。こちらは景観計画のページでございますが、今回の変更箇

所と内容は、右側のページの赤文字部分となります。取り消し線が引いてある※２の「同一のもの

が～」という２行の規定があることで、現在は一戸建て住宅が届出必要となっておりますので、こ

の２行を削除して、代わりに「以下の場合は届出不要とする」として、４点ほど箇条書きの形に変

更いたします。

箇条書きの上から順に、まず一つ目の「面積が５００㎡以上の開発区域において、複数の宅地に

それぞれ一戸建て住宅を建築する場合」ですが、これは、上の取り消し線の２行を、内容が理解し

易いよう言葉の表現を変えたもので、分譲型一戸建て住宅の景観の届出を不要とする規定になりま

す。なお、建築物の高さの方で、上の表でゾーンごとに定めてある１０メートルや１５メートルと

いった基準を超える場合には、これまでと変わらず、届出は必要になります。

次に、二つ目の「面積が５００㎡以上の敷地に、延べ面積５０㎡以下の小規模建築物（倉庫等）

を建築する場合」ですが、この規定は、学校や大きい工場の敷地内に小さい倉庫を新築するといっ

た場合を想定したもので、過去に何件か届出実績がございますが、景観に与える影響が軽微であ

り、届出によっては、公道から見えない敷地の奥まったところに建てるにも関わらず届出が必要と

なっていたことから、今後はこのようなケースでの届出を不要とするものです。

三つ目の「面積が５００㎡以上の敷地に、高さ１０ｍ以下かつ延べ面積２００㎡以下の一戸建て

住宅を建築する場合」ですが、これは、農家の方が御自分の農地の一角に住宅を建築する場合を想

定したもので、実際、このようなケースが見受けられますので、二つ目と同じく、景観に与える影
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響が軽微につき届出不要とするものです。この延べ面積２００平方メートルという基準は、数値で

定めてあった方が運用し易いことから、建築基準法で一般的に小規模建築物とみなされている延べ

面積を適用しております。

また、ただし書きの部分では、「いずれの場合も「（４）色彩基準」に適合し、「（３）景観づくり

基準」に配慮したものとすること。」と書いておりますが、実際の景観法の建て付けの点からは、届

出が無い以上、配慮義務や罰則はかかりませんが、市として、届出は不要とするものの、景観基準

自体は引き続き守っていただきたいと考えておりますので、「～すること」という表現にしておりま

す。

次に、資料５－３を御覧ください。こちらは、資料１枚目が、現在、市の開発建築課のホームペ

ージに掲載している、景観の届出の流れを御案内するパンフレットで、左下の「２ 届出に必要な

書類」の表にございますが、景観の届出として、事前協議書（様式第２号）や景観づくり基準対応

説明書（様式第６号）のほか、案内図、現況写真、配置図、彩色付きの立面図などの沢山の書類が

必要となっており、建築主や設計者にとっては、それなりの御負担になっている状況です。

資料２枚目から４枚目は、実際に建築主や設計者に御提出いただいている届出様式となっており

ます。本市の景観の届出が、どのようなものであるか、参考までにお付けいたしました。

資料５－１に戻りまして、「３ 一戸建て住宅の届出除外による利点と課題」ですが、今回の一戸

建て住宅の届出除外に伴う利点としましては、現在は、届出を着工の３０日前までに市へ提出し、

工事中に色彩の変更があった場合は、同じく変更に係る着工の３０日前までに変更の届出が必要と

なっておりますが、この届出時期による制約がなくなることで、一戸建て住宅の意匠や色彩等につ

いて、建築主の変更希望を外壁工事着手ぎりぎりまで反映することが可能となり、建築主の届出及

び変更に伴う事務負担の軽減が可能、ということがございます。

一方、課題としましては、「開発区域に建築される一戸建て住宅について、景観基準への適合状況

を市で把握できなくなる」ことと、「景観基準に違反した場合でも、勧告・変更命令や罰金の対象で

はなくなってしまう」ことが挙げられます。後者は、景観法の建て付けの点から、届出がない行為

に対して罰則等は課せないこととなっております。ただし、これまでに、勧告・変更・原状回復命

令や罰金の適用を行った実績はございません。

資料５－１の２ページにいきまして、一番上の表に景観届出件数の実績と一戸建て住宅の件数の

内訳をお示しております。こちらは、課題の一つに挙げました「景観基準への適合状況を市で把握

できなくなる」ことと関連いたしますが、令和２年度の実績で見ますと、届出件数の合計が１７０

件で、そのうち一戸建て住宅の届出が１４２件でしたので、届出対象規模の変更後は、この１４２

件の届出がすべて提出されなくなることとなり、差引きで残り２８件の届出のみを市で審査するよ
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うな想定となります。大半は共同住宅で、一部が店舗や事業所などの届出になるかと思われます。

続きまして、「４ 課題への対応策」ですが、一つ目として、景観基準への適合状況を把握できな

くなることに対しての対応策ですが、開発区域内に複数の一戸建て住宅を建築する事業者等とは、

朝霞市開発条例に基づく協議の機会があることから、この機会に景観指導を行うことで、届出審査

がなくなる分の景観誘導を図ることが考えられます。指導方法は今後検討いたしますが、基本的に

は、建築主や設計者等に景観基準は十分定着していると判断されますので、景観配慮のパンフレッ

トを配るなど、あまり負担にならない方法をとりたいと考えております。

また、二つ目として、勧告・変更命令や罰金が適用できなくなることに対する対応策ですが、景

観基準に適合しない建築物等を建築しようとする者等に対しては、朝霞市景観条例第16条に基づく

助言・指導を行うことはできますので、必要な時には、この助言・指導を活用することを考えてお

ります。

最後に、「５ 今後のスケジュール」につきましては、今後、都市計画審議会で意見聴取を行った

のち、第２回景観審議会で最終案の御審議をいただき、来年４月からの景観計画変更・運用開始を

目途として進めていければと考えております。

以上で、事務局からの議案第２号についての報告を終わります。

〇堀会長

ありがとうございました。それでは、御質問等をお願いいたします。

〇鈴木龍久委員

戸建て住宅の景観の届出を対象から外すということで、申請の負担を軽減する。それから、職員

の負担もなくなってくることは、いいことだと思いますけれど、景観の開発したところが、色彩や

壁面など、いろいろなことが自由になってきてしまう。このとおりで結構ですけど、できる限り、

建築協定等を積極的に指導して、その地域の良好な住宅環境を作っていただきたい。

それから、届出対象行為、資料５－２、資料５－３の整合性がないのですよ。資料５－２は今ま

でも景観審議会でいろいろ議論されてきて、※も１から３まであり、今回※２を直されるというこ

とですが、資料５－３をみると、※が１から５までありまして、特に※４には「工作物とは、建築

基準法施行令第１３８条に掲げるもの」となっているのですが、建築基準法ですと工作物は高さ４

メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔となっており、４メートルです。資料５－２を

読むと、全部１０メートルになっている。数字が全然違ってくるのです。どのようにこれを精査す

るか。検討願いたいと思います。

〇堀会長

ありがとうございます。承っておいて検討するということでよろしいですかね。
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〇鈴木龍久委員

はい。

〇堀会長

それでは、ほかに御意見はありますか。

〇黒川委員

確かに変更する必要性はわからなくもないのだけれど、いきなりどんと緩めたなという感じがし

ていて、マンションしか規制がかからないということはどうなのか。それから、一戸建て住宅への

環境基準というのは、本来は横展開しなくてはいけないのに、ばさっと外してしまって、むしろ手

続きの簡素化のところで本当はやった方がいいことを、ばさっと、そもそも届出の必要をなくして

しまうのはどうなのか。それから、建築協定の話があったと思いますが、開発地域５００平方メー

トルの中の一戸建ての開発地域の場合に、確かにどうなのかというのはあるのだけれども、一戸一

戸の建物に対してのチェックというのは、本当にやるべきかどうかというのは私も疑問だけれど

も、統一感を持って整備しているのだったら、その統一感をちゃんとチェックしなくてはまずいの

ではないかと思うのですが、今回これをやるとばさっとそこ抜けてしまうのですよね。開発行為の

中で指導すると言うけれど、ここは全然強制力がない。事前の届出の段階で通ってしまえば、あと

は実際にはこうできなかったという理由でいろいろなことができてしまいますよね。そういう意味

では、ハードランニングをしたこの間の策というのは何か考えられなかったのかなと聞いてみたい

気はします。

〇事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

この議論は、いきなり出てきた話ではなくて、かなり前から検討はしてきたものです。あくま

で、届出が必要ないということで、当然、景観づくりの基準であるとか色彩であるとか、それにつ

いては、守っていただくということになります。開発手続条例の中で指導しますので、適切にやっ

ていけるかと思います。また、事業者からもそういったお話を伺っておりまして、運用が始まって

かなり年数が経っていて、定着してきていると。実際に開発行為以外の戸建て住宅については、そ

もそも届出を要しないこととして進めておりますが、現時点で特に色彩等がひどいものは見受けら

れない状況がありますので、まずは通常の戸建てと同じような扱いで開発物件も取り扱うと。た

だ、手続き条例の中でしっかり念押しをして守っていただくような形でやっていきたいと思ってお

ります。仮に、運用を変更して、例えば派手な色彩を使用されてしまう等の状況になりましたら、

すぐに戻せないかもしれませんが、戻すということも考えられます。現状においては、変更したこ

とで極端に変わるものではないと考えております。
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〇前田委員

５００平方メートル以上の開発行為の提出をした場合には、当然市の条例協議があって、当然そ

の中で景観の色等の指導もあって、開発事業者にいく。それを守る、守らないという問題もあるか

もしれないです。しかし、今の状態で朝霞の５００平方メートル以上になると、街並みの構成とい

うことが出てきます。同じようなパターンの家の建ち並びが出来ているのが現状ではないでしょう

か。それだけ良好な業者がいるのかなと感じているわけです。

もう１点、届出を出すということは、建て主がまず色を決めなくてはいけない。建物が建ってい

ないのに色を決めるというのは、イメージがないですよね。それに対して、今度建物が建って、こ

の色に変えようとか、そうなると変更届を出さないといけない。この負担というのは、当然建て主

の費用になるわけですよね。お金の問題になってしまうわけですけど、そのような手戻りが出てく

る。色を守るのは当然かもしれないけれども、建て主に対する軽減負担をも考慮していかないと、

建物が建っていないのに色を決めなくてはいけない問題がある。これが変更ということで出てきて

いるわけですよね。そういう意味で、役所の事務処理の低減もあるかもしれないですけれども、建

て主の軽減も考慮し、なおかつ、事業者がそれを守ってくれるという前提の中で運用していった方

がいいのではないかなと思います。

〇堀会長

承るということでよろしいですか。

ほかにいかがでしょうか。

一番懸念されているのは、一棟はいらないではないですか。二棟になるといるのですが、二棟と

十棟は違うのではというのが一つの意見だったわけです。複数棟は全部いらないというふうにして

いいのかというのが一つあると思うのです。元々の発想は、戸建て一棟の場合は届出の必要がない

ので、同じようなものだったら、それほど影響はない。その上で、先ほどの１４２件が大分負担

で、令和２年度は今回初めて出てきたのですが、昨年度出された２８５件、業務日は２５０日です

から、この少数で毎日１件やっているの。大変だねという話が大前提にあって、少し軽減されると

ころはないのですかと聞きました。それは、私の頭の中では、一棟はいいのだから二棟もいいよ

ね。三棟もいいのではないか。それが、どの辺まで負担の軽減につながるか。恐らく、十棟になる

と年間何件も出てこないと思うのですよ。それもやめてしまうのかということも聞いてみたいとこ

ろです。負担軽減になるのは、二棟とか三棟かなという気がしますけど、どうですか。一気に１７

０件が２８件になりますというのは、負担軽減はいいことですが、減りすぎということはないです

かと聞いてみたいです。
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〇事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

開発の記録を見れば、どれくらいの規模が多いのか、棟数が多いのかわかりますので、一棟は一

棟で何棟建とうが変わらないと思うので。

〇堀会長

面的開発になりますよね。

〇事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

例えば、面積５００平方メートル以上、何平方メートル以下といったものも。

〇堀会長

今回は、５００平方メートル以上はいらないという提案ですが、何平方メートル以下というのも

入れた方がいいのではないですか。１，０００平方メートルか２，０００平方メートルかわからな

いですが、そこから上はいるというふうにしておいた方が危なくないのではないですか。

〇真田副会長

今は、もっと大きければ建築協定を作らなければいけないと開発許可の条件になってはいないの

ですか。

〇事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

なっていないです。建築協定や景観協定だと、かなりハードルが高くなります。

〇真田副会長

開発するときだったら、それを条件にすることはできなくはないと思うのですが、何らかの形で

大きいものについては街並みを作るような思想はいるかなと思います。

〇黒川委員

私もその考え方に近くて、開発行為の中で景観や建築協定の中でビルトインされていれば複雑な

申請がなくてもいいのかなと思います。建てる人が、基準の中で色や意匠を選べばいいということ

でやっていただくことになるわけですよね。先ほど、前田委員が言ったように２度申請するとか、

仮置きして違ったからもう一回申請するということいらないということですね。

〇事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

整理しますと、景観協定なり、景観づくり協定なり、建築協定なり、より担保が強いものが結ば

れるのであれば、当然届出は必要ないものとする。ただ、それもハードルが高いので積水跡地のよ

うにサステナブルでずっとやっていくということであれば、それをやることによって不動産価値を

生み出すという考え方は当然あるのですが、売っておしまいというときに、すぐに結びつくかとい

うとなかなかそうもいかない。そうした場合に、会長が言ったとおり、一定の面的な要素、何平方

メートル以上だと戸建てでも影響は大きいという考えのもとに、何平方メートル以上、何平方メー
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トル以下といった形で申請の件数も見ながら妥当な線を決めたいと思います。

〇事務局・笠間都市建設部長

大面積の開発の際は、届出不要にするのであれば、建築協定を結んでくださいとか。極端な話、

一区画、朝霞市の中では特異な色のゾーンが出来てしまうといったようなことがあり得ますが、大

きい面積については自ら縛りを持っていた方がいいという話で、やり方の工夫があると思います。

〇鈴木龍久委員

５００平方メートルとか１，０００平方メートルとあると思いますが、開発業者にゾーン別にこ

れにしてくださいと、開発業者から買い主に出してもらえば、一棟ずつ出さなくても問題ないこと

だと思います。建築というのは、そんなに極端な色を使わないですから。

〇事務局・笠間都市建設部長

開発の段階で色彩基準を渡しておくと、最終的な色を見せる時に、この範囲であれば使えるとい

うことが開発段階でわかっていれば、メーカーが使える色をわかって提案できるというところで、

今回提案するものです。

〇堀会長

ほかにいかがですか。

〇松村委員

質問ですが、負担軽減という言葉が先ほどから出てきておりますが、両方とも重要だという立場

でお聞きするのですが、事務方の事務処理の負担を軽減したいということで負担軽減といっている

のか、あるいは、事業者の方が、実際は２００平方メートル超えて複数建てるからといって、部長

さんからお話があったように使える色彩なりがわかっていれば、事業者の反応として極端なことは

しないというのが定着してきているのであれば、わざわざ事業者の方に複数の計画があるときに、

一つ一つ提出を求めなくてもいい。言い換えれば、事業者の負担を軽減する。聞いていて、本当に

両方重要だと思って申し上げるのですが、事務処理の負担軽減なのか、事業者の方の負担軽減なの

かが良くわからなくて、両方かもしれませんが、それをお聞きしたい。

それから、もう一つは、意地悪な言い方になってしまいますが、資料５－１の１ページに変更理

由が記載されています。文中に「一方」という記載があります。前の文章で「定着してきている」

と記載しているから、同じものを何度も出させる必要はないのだから、先ほどの御説明の中で部長

さんが言ってくださって、それであれば必要ない。結果として、事務方の負担軽減にもなる。

一番目の質問はどちらが狙いなのでしょうか。

〇事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

ありがとうございます。前田委員からお話があったとおり、市の認識と市内の事業者の景観の誘
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導は定着しているということが１点。届出は、戸建て住宅の５００平方メートル以上の開発に当た

る物件がほとんどであるということで、それに関しては建築主さんに負担が生じているということ

が１点。それをやることによって、結果的に審査をしている事務方の事務軽減が図られるという認

識でございまして、事務軽減を図るためにやるものではないということがございます。

〇堀会長

１４２件のうち、過去を含めて問題はありましたか。困った問題があって、このような指導をし

て、変更をさせたこと等があれば参考に教えてください。

〇事務局・西川開発建築課建築指導係長

景観の条例の関係は周知されているので、特に問題等はございません。

〇堀会長

それを聞いて安心しました。

〇黒川委員

懸念するのが、景観ではないですけれども、道路予定地で歩道の予定地に家を建ててしまったり

する業者が後を絶たないです。昔は割と協力的だったけれども、最近こそそのような家が増えてき

てしまっていて、取り締まるかどうかは別にしても、規制があることの効力は思ったより強いとい

うか、けばけばしい建物は減りましたし、目立とうと思って、ごてごての色を塗るのも減りまし

た。あとは、われらの同業者の看板くらいですね、派手なのは。そういう意味では、効果はあると

いうことは意見として申し上げておきたい。

〇堀会長

よろしいですか。建築確認の方でチェックできるということです。

ほかにいかがでしょうか。

〇事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

いただいた意見を踏まえまして、建築協定、景観協定、景観づくり協定等は景観計画等に位置付

けておりますので、基本的には取り組むべきものとしております。やはり、大きな面積だと影響が

大きいということを踏まえますと、次回、修正させていただいて、一定の面積、５００平方メート

ル以上、何平方メートル以下であれば届出不要といったことを件数等も確認しつつ検討します。

〇堀会長

ありがとうございます。
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◎６ その他（報告事項） （１）一般財団法人民間都市開発推進機構の拠出金の活用について

○堀会長

用意した議題は終了しましたが、次に報告事項です。事務局から説明をお願いします。

○事務局・高橋まちづくり推進課都市計画係主事

それでは、「報告事項（１）一般財団法人民間都市開発推進機構からの拠出金の活用について」説

明させていただきます。

朝霞市では、景観計画に基づき、住民などが主体となった良好な景観づくりの取組を支援するた

め、その活動等に要した費用の一部について、「みどりのまちづくり基金」を財源とした景観形成補

助金を交付しています。

財源である「みどりのまちづくり基金」の状況につきましては、令和２年度末の残高で１，４５

１万１，９９６円。この中には、平成２７年度に「一般財団法人 民間都市開発推進機構」、いわゆ

る民都機構から拠出を受けた１２０万円が含まれております。

市では、この拠出金を有効活用するため、広報あさか及び市ホームページにおきまして、視点場

の整備や休憩スペースの整備に特化したハード整備事業について募集したところ、景観づくり団体

から黒目川沿いに休憩施設を設置したい旨の事前相談がございました。

ここで、本日机上にお配りした資料を御覧ください。

設置希望場所につきましては、黒目川沿いの溝沼池田橋付近で、日頃から散歩や散策など、多く

の市民に親しまれており、休憩施設を設置する場所として適しているものと考えております。

設置に当たりましては、河川管理者である「埼玉県朝霞県土事務所」との協議が必須となります

が、現時点での設置イメージを資料に添付していますので御確認ください。なお、先月２１日に開

催いたしました景観づくり団体の皆様との意見交換会でも本件を御説明しまして、団体の皆様から

は是非進めてもらいたいと概ね御賛同をいただいたところでございます。

市としましては、現在は相談の段階ですが、実際に申請が出てまいりましたら、これらの整備に

係る費用に対し、補助率２分の１、補助額を民都機構の拠出金残額である１２０万円を上限に補助

金を交付し、整備を進めてまいりたいと考えております。

以上で報告を終わります。

〇堀会長

ただいまの御説明に対して何かございますか。

〇黒川委員

細かいことばかり聞いてすみません。黒目川の周りに似たような状況の場所なんていっぱいある

と思うのですが、この場所を選定したというのは、人の流れとかで最善だという理由はあるのでし
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ょうか。

〇事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

場所につきましては、景観づくり団体からここに設置したいという御相談を受け、一緒に現地を

確認したところ、桜の木がありました。時期によっては虫が落ちたりもしますけれども、木陰もで

きて、休憩施設を設置する場所として適している場所でした。市が決めたわけではなく、景観づく

り団体からこの場所に設置したいというお話があったということでございます。桜を植えている団

体の方にもお伝えしたうえで、申請があれば進めてまいりたいと思います。

〇山口委員

はま寿司のところに、ふれあい広場だっけ。あって。うちはそこで休んだりやりながら歩くのだ

けれども、距離近いよね。ずっと行ったところでね、全然休むところが無くて、この辺にあればい

いねということころが何箇所かあるのだけれども。

〇事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

黒目川については、今後、こういった施設を少しずつ増やしていきたいと思っております。た

だ、今回の場合には、景観づくり団体の方からまずはここに置きたいというお話がありまして、特

に否定するようなこともございませんでしたので、御報告させていただいております。今後、市が

設置していくものをどういった場所につけていくかというのは、緑とまちなかの基本構想の中でも

検討を始めておりまして、そういった意味では、山口委員がつけてもらいたいようなところも候補

に挙がってくると思います。

〇山口委員

手始めだということね。

〇事務局・笠間都市建設部長

朝霞市で今年度検討しているところなので、ここについては断るものではないということで、あ

っちに行ったらということまでは想定はしていないというのが実情です。

〇真田副会長

イメージ図はこれから変わっていくと思いますが、歩道沿いにあるベンチが川を向いて座ると道

に出てきそうな感じがするので、もう少し引いた方がいいかなと。その方が安心して座れるのでは

ないかなと思いました。

〇堀会長

イメージ図を見ますと、六つ書いてあるのですが、大体一辺が１．２メートルです。奥行きは最

低２．４メートル必要です。この場所を見ると、とれますか。この場所にあった提案になっている

か心配で、私は設計、デザインをやるものだから、実際にどうなのか見てしまいます。
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それと、ここに桜がありますよね。この桜との関係をもう少しうまく作ればいいのではないか

な。実際には桜はすごく手前なので、こんなに奥行きはないです。桜の木の間に入れるのでも、す

ごくいい形になるかなと思います。前回の島の上公園のときにも言いましたが、もう一度チェック

を真田副会長にやっていただいた方がいいのではないですか。休憩スペースの良い形については、

原則がたくさんあります。それに則ってやった方が絶対良い形になると思います。例えば、木とい

うのは人間のスペースを守ってあげるとすごく良い形になるので、たまたま今日持ってきたので見

てください。木と木の間というのは、人間を守るすごく良いスペースなのですよ。これが３本あっ

て、できるところなのでもう少し木との関係を考えた方が良いかなと。これは良い形の典型のパタ

ーンなのですよ。このデザインは、よく考えていただきたいなと思います。

〇事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

デザインでどれくらい費用が変わるかわかりませんが、基本は提案なので先生方の御意見もお聞

きしながら、予算の範囲内で可能な限り良いものにしてまいりたいと思います。

〇堀会長

予算を上げろという話は全然していなくて、この場に合うように研究した方が良い。いろいろ懸

念があって、川を見るというのは醍醐味だと思います。ここに置いたら川が見えない感じがするの

で、そこのチェックは是非してほしいのですが、川は見えますか。

〇事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長

朝霞県土整備事務所に草を刈ってもらえれば見ることができます。定期的に刈っていただいてい

ますが。

〇堀会長

大丈夫かな。

もう一つは、プロムナードを川側に置けないですかね。その検討も是非やってもらいたい。川側

であれば間違いなく川が見える。検討はしましたか。少し気になります。私だったら一度検討しま

す。

〇事務局・笠間都市建設部長

川側は基本的に水が上がるところであって、つい最近、県土整備事務所で２０センチくらい地盤

を上げて舗装したということもあるので。

〇堀会長

断面でいうと阻害しますか。

〇事務局・笠間都市建設部長

脚をそこに建てるということが、厳しいのかなと。
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〇堀会長

検討された結果であれば、全然問題ないです。

〇事務局・笠間都市建設部長

もう一回、県土整備事務所に聞いてみようと思います。

〇堀会長

プロムナードの陸側に置くと、プロムナードがたくさん見えます。プロムナードの水面側に置く

と水面を見るようになります。検討した結果、難しいということであれば全然問題ないです。十分

検討してください。イメージ図が現場と乖離していると、混乱させますよ。

〇田嶋委員

堀会長の御意見にいつも感銘を受けておりまして、前回の島の上公園のときもさすがだなと思っ

て、家が近いので見に行ってみました。おっしゃっていることが良くわかりまして、せっかくプロ

の方の意見があるので、是非活用していただきたいなと思います。費用の面でも、木の間にベンチ

を置く方が逆に安く済むのではないかなと思いますので、是非よろしくお願いします。

〇堀会長

もう１枚だけ。休憩スペースは、私はなるべく川側につくるのですよ。これは私が設計したもの

ですけれど、見ていただけますか。もちろん河川条件は違いますけれども、川が見えるように置く

というのは基本ですよね。川が見えなかったら、せっかくの整備がだめになるので、川が見えるよ

うにした方がいいですよ。これは銀山温泉という山形の温泉です。

〇鈴木龍久委員

境界に擁壁がありますね。河川の中ですか。

〇堀会長

元々の河川に護岸がありますよね。ここが元々の河川です。ただ、断面を阻害しないように引っ

込めています。このテクニックは、私はよく使います。今回のところと条件は全然違うのですが、

よく検討されると良いと思います。

この件については、報告を承ったということでよろしいですか。

ありがとうございました。

◎７ 閉会

〇堀会長

事務局から連絡事項はありますか。
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○事務局・中村まちづくり推進課専門員兼都市計画係長

次回の景観審議会の日程ですが、本日いただいた御意見などを検討させていただきながら、次回

の日程を組んでいきたいと思います。日程が決まり次第、御連絡させていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

〇堀会長

一つお願いで、島の上公園の写真を是非見せていただきたいと思います。

進行を事務局にお戻しします。

○事務局・中村まちづくり推進課専門員兼都市計画係長

以上をもちまして令和３年度第１回朝霞市景観審議会を閉会とさせていただきます。

長時間にわたり、御協力いただきまして、ありがとうございました。


