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平成 30 年度第 1回浜松市景観審議会会議録

１ 開 催 日 時  平成 30年 6 月 27日（水） 午後 3 時 00分から午後 4 時 40分

２ 開 催 場 所  浜松市役所本館 8階 第 4委員会室

３ 出 席 状 況  委  員  黒田 宏治（会長）、 大石 芳子、

楠ヶ谷 良巳、 坂田 卓也、 丹羽 聡子、

尾藤 文人（代理出席）、 正木 伸之

事 務 局 土地政策課  木俣 課長

                濵 課長補佐

                八尋 景観推進グループ長

                鈴木 景観広告グループ長

         緑政課    松島 課長

                廣野 課長補佐

                加藤 緑地保全グループ長

   欠席委員  金田 享子、 小杉山 晃一、 守屋 勝博

４ 傍 聴 者 2人（一般：0 人、記者：2 人）

５ 議 事 内 容  ・事業報告 (1) 景観・屋外広告物について
(2) 地域制緑地保全事業について

          ・報告事項 ・保存樹木の解除について（龍秀院）

６ 会議録作成者  緑政課 緑地保全グループ 三科

          土地政策課 景観推進グループ 飯尾

７ 記 録 の 方 法  発言者の要点記録

          録音の有無 無

８ 会 議 記 録

公開・非公開の別
■ 公 開 □部分公開

□ 非公開
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１ 開会

２ 事業報告

（１）景観・屋外広告物について

黒田会長

 〔事務局の説明を求める〕

事務局（土地政策課）

 〔説明〕

－質疑応答－

坂田委員

     定点観測はいつ頃から始めたのですか。

   事務局

     景観計画を策定し、景観条例を施行した当初から定点観測を行っています。平成

21年度からとなります。

   坂田委員

     観測場所の見直しなどはしていますか。

   事務局

     観測場所が 13か所であり、広大な市域としては観測点が少ないことや、場所の偏
りがありますので、開始からしばらくはこういう形で継続しておりますが、今後、

観測地点の追加も検討していきたいと考えております。歴史まちづくりの事業等も

ありますので、それも含めて観測地点を増やしていくことを考えていきます。

   坂田委員

     割と動きのあるゆりの木通りや、交差点の地下道を廃止した所や高町や鴨江の付

近など、もう少し広げて線でつないで外部の移り変わりを見ていくのも良いのかな

と思います。

   事務局

     今後、大規模建築物が建つような所については線も含めて、見直しを検討してい

きたいと思います。
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   坂田委員

     歴史まちづくり法の関係で、二俣地区の重点区域の指定について話がありました

が、浜松市の中で他に可能性のある、もくろみのある地域はあるのでしょうか。

   事務局

     重点区域に指定できる地域の要件として、国の指定文化財がある必要があり、例

えば奥浜名湖における湖北五山などは想定していきたいと思います。それにつきま

しては、今年度、全市的な文化財と歴史的風致の調査をしてまいりますので、実際

に文化財を含めどういう状況かを調査しながら検討していきたいと考えています。

あくまでも人の営みがセットであることが歴史的風致の要件ですので、文化財があ

る前提ですが人の営みがどこまであるかということを調査しながら検討していきま

す。

   黒田会長

     歴史まちづくりの推進に関して、今年度に庁内検討組織の立ち上げをするとあり

ますが、具体的にどのような組織なのでしょうか。

   事務局

     今年度は方針策定のため、関係する課を集めて勉強会から始める形でスタートし

ていき、計画策定の前段階の任意的な検討組織という形で考えています。

   黒田会長

     平成 33年度くらいから国からの支援を、という説明がありましたが、国は何を支
援してくれるのでしょうか。

   事務局

     計画の中で具体的な事業計画を示す必要がありますが、文化財の保護や、市街地

整備としては道路の美装化や無電柱化を含め、ソフト・ハード面共に支援ができる

とされており、どのような事業を行うかは協議をしながら検討していきます。

   黒田会長

     補助金という形になるのか、規制緩和という形になるのか、についてはどうなの

でしょうか。

   事務局

     国から補助金、交付金という形と、法律的な特例措置を受けられるという形にな

ります。
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   正木委員

     歴史まちづくりの推進に関して、先進事例がありまして、参考にされたらどうか

と思ったのですが、兵庫県の丹波の方で雲の中のお城、竹田城が非常に有名です。

天空の城としては竹田城ともう一つ、岡山県の備中松山城がありますが、竹田城の

方が地域振興と観光客誘致に成功しています。あそこは、木が石垣のすぐそばにあ

ることで、石垣が崩れる傾向にあることが課題になっていて、石垣を守るための木

の管理はどうすれば良いのかを課題として取り組んでいます。

     二俣城に関しては詳しくは把握していませんが、おそらくはそういうこともあろ

うかと思いますので、せっかく先進事例がありますので参考にしながら進めたらど

うかと思います。

     もう一つ、国指定の文化財としては浜松市内には北浜の大カヤノキがあります。

これは全国的に見ても樹形としては優秀な木なのですが、この木の周辺が狭すぎて、

エリアが広げられたのが約 40年前になります。詳細は私は直接は聞いていないので
すが、地元の人から聞いた話では、周辺を公園化して整備する計画があるらしいそ

うなのですが、工事が始まってから、これはまずい、ということがよくあるのです。

磐田市の駅前に大きな楠があるのですが、工事が進んで終盤に近づいてから、どう

にもならなくて木は落ち込んでいく一方ということが現にありました。ですから、

設計する段階で、周辺整備をすることで木がどうなるか、事前に検討課題にあげて

いただければと思います。

坂田委員

     浜松市は史跡というか、歴史的建造物という点でいうと、他の地域からすると見

劣りしてしまうというのが正直なところであるのかなと思います。

     史跡のとらえ方としては、どこまでを史跡として考えるのかということですが、

昭和初期に造られた住吉の浄水場だとか、ああいった建物は他の地域にはないもの

で歴史的な意味はあるのかなと思います。それこそ浜松の歴史や産業の活性化を象

徴しているものなので、浜松市なりの史跡の捉え方を考えられないかなと思います。

それらを踏まえて、国との折衝や交渉に臨まれた方がよいのではないかと思います。

   正木委員

     この前たまたま 6 月 9日に龍潭寺へ行ったのですが、これから花がいっぱい咲く
というサツキが全部刈り込まれていました。いつ刈り込んだか聞いたところ、昨日

一昨日に行ったということでした。6月末に行ってもおかしくないと言ったのです
が、和尚は余計なおせっかいだと言わんばかりでした。もちろん、所有者に権限は

あるものの、そういうことでいいのか、ということです。

     実は他のお寺でもそういうことはたくさんあります。庭に限らず寺の裏山という

か広い山を持っている所も多いのですが、和尚や神主さんたちに欠けているのは、

重要な場所にお寺がある、それは地域の重要なポイントなんだという意識がまず欠
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けていること、それから、その重要なエリアを周辺の皆さんから自分が預かってい

るという意識がないということです。裏山をどういう管理をしながらどういう山に

していくのが良いのか、勉強せずに思い込みで進めていくということが、あちこち

の寺であります。残念に思います。和尚や神主さんたちに具体的に少しずつ申し上

げるのですが、聞く耳をもたない方も結構いらっしゃいます。こういったこととの

兼ね合いも今後必要になってくると思います。

   楠ケ谷委員

     スーパー防犯灯について、現在 10基あって稼働はそのうち 3基とありますが、稼
働していない 7基は今後どうするつもりなのでしょうか。

   事務局

     同じ様な形態で防犯機能を持たせて稼働することを想定していますが、広告の需

要がないなど、なかなかうまくいかないようです。

   楠ケ谷委員

     稼働していない 7 基も今後修理をして稼働させるということでしょうか。撤去は
ありえますか。

   事務局

     稼働していない 7 基も今後稼働させることを想定しています。
広告の収益がある所から収益がない所の防犯灯にまわすように当初計画していま

したが、思ったより収益があがらないということがあり、現在検討しているという

状況です。撤去は考えてはいません。

   黒田会長

     歴史まちづくりのパンフレットに「維持管理に多くの費用と手間がかかること、

高齢化や人口減少による担い手が不足していることにより、歴史的価値の高い建造

物や歴史や伝統を反映した人々の生活が失われつつあります」とありますが、根本

的な問題として維持管理に多くの費用と手間がかかること、高齢化や人口減少で担

い手が不足していること、に対して何らかのサポートをしていかないと絵に描いた

餅、見た目は良いが実際に機能しないということに往々にしてなりがちですので、

これから検討していくのだろうと、思っていていいですか。

   事務局

     歴史的風致維持向上計画策定にあたり、建物所有者ともしっかりと話をするよう

になっています。ですから今後の維持管理については当然建物所有者と意見のすり

合わせをして方向性を決めていくように考えています。
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   黒田会長

     不足分をなんらかのバックアップや補填することを、市がやるのかどうか、その

仕組みに関しても、単に補助金だけに限らず、具体的に検討いただくのがよいと思

います。

   事務局

     そういう内容もすべて含めて検討して計画を策定していくことを考えています。

   坂田委員

     市の認定文化財に関して、建築士会で協力させていただいていまして、民間の個

人の方の所有の建物なども認定していただいていますが、皆さん、困りごとがある

のだけれど誰に相談したらよいか分からない、誰かと共有したい、ということがあ

りまして、私たちも個人の所有の建物なのでどこまで報告したらよいか難しい側面

があります。市の認定文化財の所有者の会、ではないけれど、市の方に多少前段ま

で音頭をとっていただいて、所有者の方に集まっていただいて、困りごとや悩みを

皆で話し合うことができるような場をおぜん立てしていただけると良いなと思いま

す。

   正木委員

     ヘリテージマネージャー制度とのからみはどうなっていますか。建築士会の方で

はすでにやられていますね。

     天然記念物についても、樹木医会の方でヘリテージマネージャー制度の形で、天

然記念物を単に維持管理するだけでなく、地域振興とか地元の人たちの協力という

形を含めて進めたいということを、副知事に県としても進めていただきたいという

お願いをしてきました。

     市の方でもそういうかたち、おそらくそれと絡んでいる感じがするので、文化庁

が出している文化財の管理の在り方についてもかなりオーバーラップするところが

あるようですので、そこの整合性を上手くとっていただければ、上手くいく方法が

あるのではないかという気がします。

   黒田会長

     今、ご提議いただいたことはそれぞれ関係の方で勉強等していただいたり、ご対

応の検討をお願いします。

（２）地域制緑地保全事業について
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黒田会長

 〔事務局の説明を求める〕

事務局（緑政課）

 〔説明〕

－質疑応答－

質問・意見等なし

３ 報告事項

・ 保存樹木の解除について（龍秀院）

黒田会長

 〔事務局の説明を求める〕

事務局（緑政課）

 〔説明〕

－質疑応答－

質問・意見等なし

   黒田会長

     全体を通じてご意見や質問等はございますか。

   坂田委員

     県立浜北森林公園のネットフェンスの中が草がぼうぼうな状態です。これでいい

のか、一度見ていただきたいです。

丹羽委員

緑地保全事業について、これまでも何回か所有者が緑地の管理が大変で指定解除

したい相談があったということですが、報償金の金額は上がることはないのでしょ

うか。また、市が所有者に代わり伐採等を行い緑地の管理をされることは難しいの

でしょうか。

事務局

 管理については基本的には所有者が行うものになるものですから、そこは介入で

きない領域になります。また、道路に張り出しているから伐ってほしいという要望
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が出た時に、太い樹木を伐る場合は、かかる費用が数十万円に及んでしまうことも

あります。そのため、報償金の金額については 40円/㎡では安いという意見も聞くこ
とはありますが、なにぶんお金のことですから。

丹羽委員

 できれば、そうした意見が出ていることをお伝えいただき、増額をするなど、所

有者の同意を聞いたうえで管理のバックアップをすることを考えてみてはどうでし

ょうか。今後のことを考えると、何か案を打ち出せるといいのではないかという意

見として聞いていただければと思います。

黒田会長

辛抱強く関係部門とのご説明に臨んでいただければと思います。

事務局

この件につきましては、謝礼ということで予算は確保しているのですが、市域の

うち 25ha程を見込んでいるものであり、それを分配させていただいています。我々
も緑地の管理をお願いしているものであるため、報償金の増額等のご意見があるこ

とを踏まえて財政課との折衝の中で検討させていただきたいと思います。

正木委員

このことは強烈に財政課に認識してもらう必要があります。みどりはただでは管

理できないもの。みどりに限らず、環境はただでは守れません。国土強靭化計画を

例にあげるが、何をもって強靭化というのでしょうか。昔はもっと山を大事にして

いました。先日も分水嶺を歩いている人に聞いたが、以前は国有林が多かったため

しっかり管理され、尾根道等の道路もきちんとできていました。しかし今では、放

り出されてから 20年、30年も経ち、分水嶺の中をまともには歩けない状況になって
きています。放置状態であるためあちこちで山崩れが発生し、人の居住地などの関

係しているところは修復するが、崩れた時にどこもかしこも土木工事をやれるわけ

ではないのです。今は明治以来 150 年と言われているが、さかのぼって江戸から考
えるともっと長い期間崩れずにいるわけです。それは人が住んでおりきちんと山を

手入れしてきたからです。手を抜き始めると 5,60 年で崩れてしまいます。ひどくな
る前に手を打つのが行政マンの仕事だと思うので、ぜひ力を発揮していただけると

ありがたい。

黒田会長

予算上の問題ですけど、優先順位も含めてご検討だと思います。様々なケース等

を考えながら全体の景観行政を進めていただくことを期待したいと思います。時に

は財政の方に景観審議会に出席を依頼して、ご意見を聞いていただき、すぐにどう
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こうとはいかないと思いますが、ご判断があるようであればお願いしたいと思いま

す。

   尾藤委員（代理）

     別紙資料中の地図ですが、三遠南信自動車道が東名高速道路までつながっている

ように見えてしまうので、地図の見直しをする際には正しいものになるようにして

いただければと思います。新東名と東名は同じ高速なので同じ色で表示するのがよ

いと思います。東名から新東名の間は連絡道ですが、三遠南信道に見えてしまうの

で誤解を招きます。直していただく方がよいと思います。

   黒田会長

     それでは、以上で議事を終了します。進行を事務局へお返しします。

４ 閉会

＜資料一覧＞

・ 景観・屋外広告物について（事業報告）

 「景観・屋外広告物について（事業報告）」資料

・ 地域制緑地保全事業について（事業報告）

 「地域制緑地保全事業について（事業報告）」資料

・ 保存樹木の解除について（龍秀院）（報告事項）

 「保存樹木の解除について（龍秀院）（報告事項）」資料

９ 会議録署名人  

会 長                  

          委 員                  


