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意見NO 分野 意見・要望 市の考え方

全体
　　パブリックコメントの意見の概要を作成するにあたって、提出者の意見の趣旨を曲げら
れることがあるので、無断で要約しないこと。要約する必要がある場合は、必ず意見提出者
の了解を得ること。なお、要約不要になるように簡潔に記載したつもりである。

  　パブリック・コメントは，市民の方々のご意見を伺い，市民意見を考慮した政策等を作成していくための手続きで
　す。強いご要望もありましたことから，極力，原文のまま掲載させていただきました。

1
第１章

景観計画策定の趣旨

Ｐ．１ ３行 「国分寺崖線などの雄大な緑」の「雄大」は、分断されやせ細り分断
された現実を見ない誇張した表現であり、誤った情報を市民に与える。適切な表現に改
めるべきである。

　国分寺崖線の緑は，市の景観特性上，重要と考えており，適切な表現と考えています。

2
第１章

景観計画策定の趣旨
Ｐ．４ 文章にある「調布市地域別街づくり方針」は、図 に記載すべきである。 　御意見を参考に，わかりやすい図示となるよう検討させていただきます。

3
第１章

景観計画策定の趣旨
Ｐ．４ 図にある「調布市景観条例」について、文章でも記載すべきである。 　御意見を参考に，わかりやすい記載となるよう検討させていただきます。

4
第２章

景観の特性と課題
Ｐ．７ ①，②、④は同じものを重複して述べているようで、まとめたほうがよいの
ではないか。

　重複している部分もありますが，景観特性についてスケール感等も考慮の上，景観基本計画で整理したものとなっ
ています。

5
第２章

景観の特性と課題
Ｐ．７ ③ 「野川など」を「野川、仙川など」と改めること

　市の景観を特徴づける軸として，河川については市民から特に御意見・要望が多い多摩川と野川を位置付けていま
す。

6
第２章

景観の特性と課題

p.7、p.8で「眺望景観」という表現をしていますが、眺望というのは、一般的に
は「ながめ。見晴らし。広く遠くまで見晴らすこと。(岩波国語辞典)」なので、
高いところから遠くを眺める意味だと思います。
「国分寺崖線への眺望」という表現は、下から上を見ることで無理な表現のよう
に思います。
これを準用して「眺望景観」の保全という規制が行われるとすれば、不適切な表
現と思います。

　眺望景観という言葉については，御指摘のとおり，山などの高所から平地などの低所を見下ろすという意味もあり
ますが，平地などの低所から山地などを眺めるという意味もあると考えています。

7
第２章

景観の特性と課題
Ｐ．８ ① 写真は「国分寺崖線と、、」というタイトルに反してないか？ 　紙面の構成上，当該部分については多摩川の写真のみを掲載しています。

8
第２章

景観の特性と課題
Ｐ．１２ ⑥ の文章に 「ＮＴＴ研修センタ」を追加すること。 　当該記載は公共的な施設を記載したものとなっています。

9
第２章

景観の特性と課題
Ｐ．１３ 図の 百万遍供養塔位置は正しいか？ 　御意見を参考に修正します。

10
第２章

景観の特性と課題
Ｐ．１３ 図に実篤記念館・実篤公園を追加すること 　御意見のとおり追加します。

11
第２章

景観の特性と課題
Ｐ．１６ ② 「統一感のある街並み（仙川町）」の写真は、他のより適切なものに差
し替えること。

　駅周辺や主要な道路沿いに広がる都市型住宅の景観の事例として掲載しているものです。

12
第３章

景観計画の区域
Ｐ．２２ 国分寺崖線地区 「東京都景観計画」に示されていた「国分寺崖線景観基
本軸」の範囲は適切でないので見直すこと

　第６章での御意見を参考に国分寺崖線景観重点地区の設定にあたってはその範囲を再度精査します。

13
第３章

景観計画の区域
Ｐ．２３ ①「水」の景観形成推進地区 に「仙川」を追加すること （Ｐ．２５ も
同様）

　景観基本計画の景観構造図をもとに位置付けています。市の景観を特徴づける軸として，河川については市民から
特に御意見・要望が多い多摩川と野川を位置付けています。
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14
第５章

届出制度による景観形成
Ｐ．２８ 表 一般地域・景観形成推進地区 の高さ 「２０ｍ」を「１５ｍ」に改
めること。

　一般地域・景観形成推進地区の届出対象基準は，よりきめ細やかな規制誘導を図るため，東京都景観計画に定めら
れた届出対象基準である高さ４５ｍを，近隣区市との均衡等を考慮の上，２０ｍに設定しようとしているものです。

15
第５章

届出制度による景観形成
Ｐ．２９ 「次に示す規模のものとします。」を「次に示すいずれかに該当する規模の
ものとします。」に改めること

　御意見のとおり修正します。

16
第５章

届出制度による景観形成
Ｐ．３０ 図 に市民意見を反映するものを追加すること 　個々の建築物の新築，改築等の届出は，景観形成基準に基づき景観行政団体が審査することとなります。

17
第６章

景観形成重点地区
Ｐ．４７ 図 「・崖線の台地部の樹木最高高さを超えない」は変動するものであり
適切な規制ではない。改めること。

　変動する樹木そのものの高さを基準とし，調和を図ることにより適切な規制誘導が図れるものと考えます。

18
第６章

景観形成重点地区

６-４．景観形成重点地区（国分寺崖線地区）の景観形成
（２）景観形成の方針　②景観形成方針
”建築物の建築や道路事業等、部分的に緑が分断される場所では、屋上緑化や建築物
周辺の緑化を促し、崖線の連続する地形や緑の保全・回復を図ります。”
○この方針は非常に良いと思います。武蔵境通り拡幅時にこの考えを実行しようと
しましたが、計画がないとのことで叶いませんでした。本計画成案の際には　是非実
現させてもらいたいと思います。

　御意見を参考に，今後も良好な景観形成に向けて適正な規制誘導を図っていきたいと思います。

19
第６章

景観形成重点地区

（３）届出対象基準　②工作物の新設等
表 届出基準 d.墓園その他これらに類するもの：区域面積3000m2以上
○ 届出基準 d.墓園その他これらに類するもの：区域面積1000m2以上へ変更
（３）届出対象基準　④土石の堆積等
表 届出基準 廃棄物・再生資源・その他の物件：造成面積3000m2以上
○ 届出基準 廃棄物・再生資源・その他の物件：造成面積1000m2以上へ変更
　（大量のごみ・粗大ごみ・古タイヤ・廃自動車・解体物等の堆積を想定）

　墓園その他これらに類するものの区域面積及び土石の堆積等の区域面積につきましては，
近隣区市との均衡等を考慮の上，設定しています。

20
第６章

景観形成重点地区

（４）景観形成基準　②工作物の新設等
表 景観形成基準
○ 外構・緑化等：墓園その他これに類するものは道路等の公共空間から墓園
等が容易に見えないよう敷地外周部を緑化する。を追加

　本件につきましては，調布市墓地等の経営の許可等に関する条例におきまして，基準を設けています。
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21
第６章

景観形成重点地区

１「国分寺崖線地区」を景観形成重点地区とする件に関して
① 素案では、東京都景観計画に示されている国分寺崖線景観基本軸をそのまま景観形
成重点地区とするとしています。しかし、都の国分寺崖線景観基本軸は、調布市東部地
域の若葉町近辺では実際の崖線と位置が大きくずれています。若葉小学校より北側の崖
線は、何故か国分寺崖線景観基本軸の範囲外になっています。範囲外になっている崖線
上には実篤公園があり、同公園から若葉小学校にかけては、一部を除いて緑（樹林）が
連続しています。実篤公園から京王線までの間の崖線は、ほぼ全体が宅地化されていま
すが、京王線の北側には樹林も残っています。
もし素案のように、都の国分寺崖線景観基本軸をそのまま景観形成重点地区に指定する
と、若葉小学校より北側の崖線が数百メートルにわたって対象外になってしまいます。
実篤公園周辺のように「市の顔となる景観上重要な地区」が景観形成重点地区から外さ
れるのは、まったく理解しがたいことです。ここでは国分寺崖線景観基本軸よりも範囲
を拡大して、景観形成重点地区を定めるべきです。

22
第６章

景観形成重点地区

② 国分寺崖線景観基本軸の対象外とされている、若葉小学校の北に隣接する崖線で
は、約10年前（基本軸が策定された平成13年とほぼ同じ時期）に崖地マンション（崖線
下からは４〜5階建て、崖線上では２〜３階建て）が建設されました。残念なことに、
このマンションによって崖線樹林のスカイラインは断ち切られています。国分寺崖線景
観基本軸の外とされた崖線で、新たな建築による緑のスカイラインの分断が起きないよ
うにする施策が必要です。

23
第６章

景観形成重点地区

③ さらにこの地域では、崖線を斜めに切り裂く品川通り（調布3・4・10号線）延伸計
画があります。そのルートは若葉小学校の北側において、国分寺崖線景観基本軸の範囲
外のエリアを通ります。その付近の崖線沿いには、品川通り延伸によって接道ができる
広い私有地があるので、前記マンション同様の建築が立つことも想定されます（道路整
備とともに沿道の用途地域が変更されれば、なおさらです）。この点からも、市の景観
形成重要地区の指定においては、国分寺崖線景観基本軸の範囲を拡大して崖線全体をカ
バーすべきです。

24
第６章

景観形成重点地区

① 東京都の国分寺崖線景観基本軸と東部地域の崖線がずれている事実について市職員
の共通認識になっていたのか、昨年暮の市民への説明会では疑わしく感じました。ウェ
ブ上で公開されている景観計画策定委員会の資料にも記載されていません。少なくと
も、審議に必要な情報として認識していなかったと思われ、たいへん残念です。

25
第６章

景観形成重点地区

② 景観計画策定委員会には専門的な知見を持つ委員が多く委嘱されているにもかかわ
らず、東部地域の国分寺崖線をめぐる諸問題が見過ごされてきたと判断せざるを得ませ
ん。まことに残念です。今からでも遅くありません。ぜひ、現地（東部地域の国分寺崖
線）を視察され、その土地の状況（優れた点も問題の点も含めて）に即した景観計画を
策定されるよう強く要望します。

26
第６章

景観形成重点地区

野川は、国分寺の日立中央研究所内の湧水を源とし、国分寺崖線に沿って、崖線
からの湧水を集めて流れています。
国分寺崖線からの湧水を遮断するような行為は、野川周辺の自然環境に与えるこ
とになり「身近な水辺景観」を損ねる恐れがあります。
基本計画素案p.7図 「地形変化が生み出す多様な景観」を示す景観構造（模式図）
中の国分寺崖線は、崖の斜面の北側を広くとり、湧水を無視しているように見え
ます。
地質、地形の成り立ちを考慮した区割りのように思えません。
自然環境という点では国分寺崖線と野川は一体のものであり、景観基本計画を考
えるときにも一体のものとして扱った方が良いと思います。
自然の景観を考えるとき、外見だけでなく地下水脈に対する工法まで気を配る方
が良いと思います。
従って、計画を記述するのは簡単ですが、本気で保全しようとすると難しいこと
です。

　調布市景観計画は，建築物の建築等に際して，建築物の外観等に対し，周辺の街並みなどと調和を図るように配慮
すべき基準を設けているものであり，環境保全そのものを目的とした計画ではありませんが，今後，国分寺崖線で
は，国分寺崖線景観形成重点地区の基準を設定し，野川は「水」の景観形成推進地区の基準を設定し，それらに基づ
き良好な景観形成の誘導を図っていきたいと考えています。

　御意見を参考に，国分寺崖線景観形成重点地区の設定にあたってはその範囲を再度精査します。なお，詳細な区域
設定にあたっては，地域の実情を最も理解している地域住民の方の意見が不可欠であると考えますので，今後もパブ
リック･コメントや説明会等を通じて貴重な御意見をいただけたらと考えています。

　御意見を参考に，国分寺崖線景観形成重点地区の設定にあたってはその範囲を再度精査します。なお，景観計画策
定後も新たな景観形成重点地区の設定については，地域の皆様の景観づくりへの自主的な取組の受け皿となるよう
に，地域住民の発意に基づく仕組みについて，計画素案Ｐ９９以降の「市民との協働による景観まちづくり」に記載
しています。



4

意見NO 分野 意見・要望 市の考え方

27
第６章

景観形成重点地区

① 東京都の国分寺崖線景観基本軸が定められた時点（平成13年）では、範囲内の全て
の高速道路と４車線以上の都市計画道路建設は届出等が義務付けられる「特定行為」に
該当しました（注１）。
しかしその後、平成16年に制定された景観法第十六条において、地方公共団体の行為は
届出の対象外とされたため、上記の国分寺崖線景観基本軸に定められた届出も不要に
なったと判断されます。
もともと品川通り延伸計画は２車線道路であるため、国分寺崖線景観基本軸ではチェッ
クできません。しかし、２車線とはいえ、東京都が1日の交通量を２万２千台と予測し
たデータ（注２）もあり、しかも市立若葉小学校の校庭を包み込んでいる樹林（ここは
景観基本軸の範囲内）を切裂く形で通すことが計画されています。換言すれば、若葉小
学校の子どもたちや教職員が校舎や校庭から日々目にし、享受している優れた景観と環
境が大きく変化するのです。
このような道路が、景観保全の観点から何のチェックも受けないで建設されるような事
態は、地域住民の多くにとってとうてい受け入れることができないものです。国分寺崖
線地区を景観形成重要地区に指定することに異存はありませんが、そのことが地域の問
題解決に役立つ内容になることを強く望みます。
（注１）「国分寺崖線景観基本軸の景観づくり」東京都都市計画局　平成13年5月
（注２）「平成17年度『多摩地域における都市計画道路の整備方針』に関する調査委託
報告書」東京都都市整備局　平成18年3月
（参考）景観法（平成十六年六月十八日法律第百十号）
　第十六条
５ 前各項の規定にかかわらず、国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第
一項の届出をすることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体
は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長に
その旨を通知しなければならない。
６ 景観行政団体の長は、前項後段の通知があった場合において、良好な景観の形成の
ため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国の機関又は地方公共
団体に対し、景観計画に定められた当該行為についての制限に適合するようとるべき措
置について協議を求めることができる。

　公共施設整備にあたっては，景観形成の観点からも一定の配慮がなされるべきと考えています。
良好な景観形成は、持続的な取組と安定した推進が大切であり、景観条例や景観計画により施策の継続性と実効性を
高めていきたいと考えます。地域における景観に関する意識の向上や社会情勢の変化を踏まえながら、これらを含む
景観施策が地域の特性を生かした景観まちづくりに資するよう進めてまいります。

28

第６章
景観形成重点地区

① 景観形成重点地区の指定を受けることは、その地域の優れた景観を守り、育んでい
く必要性を地域住民が理解し、そのために協力し、他地域よりも相対的に厳しい規制を
受けいれることであると思います。そのことは同時に、その地域の住民が優れた景観と
ともに暮らしていくことの利益（より強く言えば権利）が認められることでなければな
らないと考えます。つまり、この利益に反する事態から地域住民が守られるということ
です。平たく言えば、住民が我慢することも多いのだから、行政が地域住民の利益を
しっかり守りなさいということです。この点を景観計画または景観条例で書けないで
しょうか。策定委員会でもご検討をお願いします。

　御意見のとおり，地域の優れた景観を守り，育んでいくためには、市民の方々に良好な景観形成について御理解い
ただき，一定のルールを守っていただくことが必要であると考えます。一方で，規制誘導にあたっては，地域におけ
る土地，建物の財産権に制限を加えることとなりますので，十分な配慮が必要であると認識しています。
　景観条例（素案）では，第３条，第４条，第５条において，市・市民・事業者のそれぞれの責務を設け，良好な景
観形成を図っていきたいと考えています。

29
第７章

一般地域/景観形成推進地区

 ７-１.一般地域
（２）景観形成基準　③開発行為
表 景観形成基準
○ 土地利用：”電線類は道路を整備する際に地中化したり、”を削除
　（一般地域にここまで要求するか？　メリハリのきいた現実対応をすべき。
　一般地域では負の景観（ごみ等の不法投棄堆積やごみ屋敷等）を防止すべき）

30
第７章

一般地域/景観形成推進地区

（５）「農」の景観形成推進地区　④景観形成基準
表 景観形成基準
○ 土地利用：”電線類は道路を整備する際に地中化したり、”を削除
　（「農」地区にここまで要求するか？　メリハリのきいた現実対応をすべき）

　開発行為の土地利用の項目に記載している基準につきましては，調布市景観条例に定める変更命令の対象とはして
いないため，事業者等に対して強制するものではなく，良好な景観形成に配慮していただきたい事項として記載して
います。
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31
第７章

一般地域/景観形成推進地区

７-２.景観形成推進地区
（２）「水」の景観形成推進地区　①位置・範囲
○河川本体（堤防や下水排水口等）を含めるべき？
　（コンクリートの３面張りや大きな下水排水口等の見苦しい姿はいただけない）

　公共施設整備にあたりましては，整備計画や指針等において景観についての配慮事項等を定めています。
　市では、公共事業実施にあたっては，これまでも景観形成も含む施設整備のあり方について検討の上，進めてまい
りました。また，今後も景観形成も配慮の上，継続して取り組んでまいります。

32
第７章

一般地域/景観形成推進地区

（４）「駅」の景観形成推進地区　④景観形成基準
表 景観形成基準
○公開空地・外構等：一定規模以上の集客施設には駐輪場を設置する。を追加
　（駅周辺の乱雑な駐輪が　景観を乱している）

　調布市景観計画では，建築物の建築等に際して，建築物等の外観等に対し，周辺の街並みなどと調和を図るように
配慮すべき基準を設定しています。
　駐輪場の設置義務については，調布市自転車等の駐車対策の総合的推進に関する条例の中で，百貨店・スーパー・
集合住宅等の施設に対して駐輪場の附置義務を設けています。

33
第７章

一般地域/景観形成推進地区
Ｐ．５８ 道の景観形成推進地区に幅員１５～１６ｍ以上の道路を含めること 　「道」の景観形成推進地区の指定にあたっては，景観基本計画の景観構造図をもとに位置付けています。

34
第７章

一般地域/景観形成推進地区
Ｐ．６１ 図が誇張されている 　景観形成のイメージを図示したものとなります。

35
第７章

一般地域/景観形成推進地区

① 景観計画（素案）掲載のイラストについて　なぜ自転車を描かないのか、たいへん
不可解です。あるべき都市景観において、自転車がまったく存在しないということはあ
りえません。

　御意見を参考にイメージ図の作成にあたっては工夫をさせていただきます。

36
第７章

一般地域/景観形成推進地区

「農」のある景観推進区域について、今回佐須地域と布田染地地域が挙げられているの
は妥当な選択と思います。特に佐須地域の農地は谷戸の地形とも調和する貴重な景観だ
と思います。深大寺・カニ山と続く散策ルートとしても市民に親しまれ、旧来の生態系
を保全する意味でも有意義な計画地区と思います。
　布田・染地地域の農地も、住宅地への転用が一気に進んでいる現状で早急に計画が実
現されることを期待しています。
　計画推進地区に指定されない地域の宅地化を遅らせる手立ても地域特性に合わせて考
慮し、街中の余裕空間、防災空間としての役割を評価、保全に努めていただきたいと思
います。

　御意見にあるように，今回の景観計画では，佐須町・深大寺南町周辺地区と染地・布田周辺地区について「農」の
景観形成推進地区として指定し，この地域の魅力を大切にし，さらに高めていく景観づくりに取り組んでいきたいと
考えています。
　景観法の届出は，建築物の建築などの際に，良好な景観形成に配慮いただく基準を設けているもので，農地の宅地
化などを制限するものではありませんが，今後，良好な景観づくりなどについて，地域の皆様の御理解を深め，
「農」の風景を生かした景観形成を図っていきたいと考えています。

37
第１１章

協働による身近な景観まち
づくり

11-1.小学校区に着目した景観まちづくり
(3)小学校区別の景観まちづくり(案)
⑬北ノ台小学校区　ア.景観特性
■富士嶽浅間神社等の貴重な歴史資源
○神社が朽ちて建て替えられ、境内の緑が一変しているので修正表現を。
■追加
○「クリーンプラザふじみ」（新ごみ処理施設）の追加を。
　（当施設は景観特性が大きいと思う）

景観資源につきましては，今後，御意見を参考に，追加等を検討させていただきます。

38
第１１章

協働による身近な景観まち
づくり

Ｐ．７１ 湧水が主要な水源は過去の話ではないか。開発で多くの湧水が枯渇してい
る。

　景観計画（素案）Ｐ７６の記載については，本パブリック・コメントに寄せられているNo２６の御意見等を参考
に，表現を検討させていただきます。

39
第１１章

協働による身近な景観まち
づくり

Ｐ．８３ 仙川駅周辺には、、、良好な街並みが形成されているとあるが、ひどい景観
の大規模店舗がある。

　仙川駅周辺については，地区計画制度等の活用により良好な街並み形成を推進しています。今後も，地区計画制度
や景観計画を活用し，良好な景観形成の推進を図りたいと考えています。
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40
第１１章

協働による身近な景観まち
づくり

Ｐ．９８ 市民参加の景観まちづくりの仕組みを具体化すべきであり、景観審議会や
景観アドバイザー制度だけではだめである。

　市民参加の景観まちづくりの仕組みについては，計画素案Ｐ98～101に記載したとおりであり，景観審議会や景観ア
ドバイザー制度等の条例に基づく制度の他，都市計画法，街づくり条例に基づく制度等，良好な景観形成を実現でき
るいくつかの手法をうまく活用しながら，景観形成の実現につとめてまいります。

41
第１１章

協働による身近な景観まち
づくり

柏野小学校地区周辺のカニ山・自然広場・小学校校庭北側に広がる水田・ひょうたんじ
ま・祇園寺・・・数々の貴重な風景が残されています。例えば年間を通じた農業体験を
行うのも良いでしょう。また，放課後の遊びの中から地域への愛着が湧いてくるものと
思います。

　今後，御意見にある貴重な風景を第１１章に記載されている「主な景観資源」に記載できないか検討させていただ
きます。
　市民の皆様に，良好な景観形成について御理解・御関心を持っていただくために，今後，良好な景観について普
及・啓発を図りたいと思います。

42 その他

全般的事項
○街路灯が景観に及ぼす影響が大きいと考えられるので盛り込んでは如何？

　公共施設整備にあたりましては，整備計画や指針等において景観についての配慮事項等を定めています。
　市では、公共事業実施にあたっては，これまでも景観形成も含む施設整備のあり方について検討の上，進めてまい
りました。また，今後も景観形成も配慮の上，継続して取り組んでまいります。

43 その他
○景観は造りっ放しではダメ。保全・維持管理・助成等の仕組みも盛り込むべき。
　（笹子トンネルのようにならないように）

　良好な景観まちづくりにおいては，景観創出の他，保全・維持・管理それに係る支援も重要であると考えていま
す。今後，所有者の方も含め，市民の方々に良好な景観形成について御理解を深めていただけるよう普及・啓発を図
りたいと考えています。

44 その他
○調布全体の景観構造図を画才のある人に頼んで描いてもらいたい。
　（あるべき　ちょうふの景観を　誰もが一目で見て分かるように！）

　景観計画（素案）の中で，景観形成イメージについてイラストを掲載しています。
　今後，ガイドライン等を作成していく際には，良好な景観形成に御理解を深めていただけるよう，イラストなどに
ついて工夫を行いたいと考えています。

45 その他

街並みの保全は比較的表現しやすいと思います。
自然環境が関係した「景観」の保全を実行しようとするときの表現は難しいと思
います。

基本的には市の姿勢に賛成です。
苦言のように見えましたら、ご容赦願います。

　御意見のとおり，自然景観の保全は難しい面が多いと思いますが，今日享受している景観は長い年月を経て先人の
営みが積み重なった結果として形成されたものであり，今後私たちも永続的に景観形成に取り組む必要があると考え
ます。
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46 その他

付帯意見　景観計画・景観条例素案に直接ふれた意見ではありませんが、今回の説明会
に出席していて感じたことを記します。
●景観について市民の関心を呼び起こすために　景観絡みの問題が起きて住民運動のあ
る地域では比較的出席者が多かったが、全体として説明会への出席が少なかったこと。
深刻に受け止めるべきだが、嘆くだけでなく、対策を講じるべき。たとえば、
① 駅前広場と線路跡地利用のイメージを　役所の中の担当セクションは違うのだろう
が、調布の「景観」絡みで多くの市民が関心を持っているのは（関心を持ちやすいの
は）、連続立体化事業関係だ。駅前広場と鉄道敷地跡にどんな未来景観が描けるか。た
とえば景観計画の別冊として、未定部分が多くても複数のイメージをイラスト、模型で
示す。工事中の調布駅に展示スペースを設ける、等々。
② 「野川ってすごいんだ」　子どもたちの関心を引き出す　　NHK総合テレビで2009年
に放映された長編アニメ「川の光」（原作は松浦寿輝氏の読売新聞連載小説）は、野川
をモデルにした都市河川とそこに暮らすネズミ一家の冒険物語。三鷹市域だが水車小屋
がある辺りの美しい景観がほぼそのまま描かれる。これを小学校で観せる。高学年や中
学生なら、原作本で読書感想文を書かせ、コンクールも。原作の松浦寿輝（まつうら
ひさき、1954年生まれ）氏は、2012年まで東大教授を務め、フランス文学者・詩人・映
画批評家、小説家。武蔵野市在住らしい。講演会もできるのでは。

　御意見を参考として，景観に対する市民の関心を喚起するために，内容に工夫を凝らしながら，より効果的なもの
となるよう努めてまいります。また，そのような市民参加を促進するためにも十分な周知，ＰＲに努めてまいりま
す。

47 景観条例（前文）

調布市景観条例（素案）に関して
大変素晴らしい前文であると感じました。都市生活と自然を享受できる魅力ある景観を
形成するという意図が理解できます。この条例の根幹をなす前文に是非"深大寺・佐須
地区の農の風景を調布市が誇る財産と捉えこれを残していくべき"ということを明記し
て頂きたいと思っております。土地所有者の相続による業者への売却・宅地化が大きな
問題となると思います。そこは様々なアイデアを出し合い，市・地権者・住民が一体と
なって解決していく必要が有ります。家を建てるのではなく，観光資源としての活用法
も是非お考えください。

　前文では，市内の代表的かつ魅力的な景観について記載しており，農の風景につきましては，その１つとして前文
の中で記載しています。
　ある特定の地域やエリアについて前文に位置付けることまでは考えていませんが，景観計画の中で，佐須町・深大
寺南町周辺地区は「農」の景観形成推進地区として指定していくことを考えており，農の風景を生かした景観形成基
準を設定しています。
　なお，観光資源についての御提案は，貴重な御意見として，参考とさせていただきます。

48 景観条例

条例は法律ですから言葉の定義を明確にし、どうにでもとれるような表現は避けるべき
と思います。
日本の庭園には借景というものがあり、そこでは遠くの山並みまでが庭園の「景観」と
なっています。
条例でいう「景観」は遠くの山並みまで対象にできるのでしょうか。
「景観」とは何かはっきりしません。
さらに、何度も繰り返される「良好な景観」とはどういうものなのか、明確にすべきで
す。
さもないと規制する側の思惑次第というという事になり、行政の統一性が損なわれる可
能性があります。
定義できない言葉は使うべきではないと思います。あるいはきちんと定義して使うべき
です。
例えば、深大寺周辺を歴史的景観が残る地域としています。
この地域は歴史の中で人によって建物が作られてきたところなので、この地域の良好な
景観とは何かを具体的に(例えば大きさ、高さ、色など)定義できると思います。

　景観の定義については，遠くの山並みを捉える遠景や，街並みなどの近景と言われるもの，地域の人々の生活により形
成される生活景など，その地域が持つ特性などにより多種多様な考え方や捉え方があります。また，学術的にも様々な定
義があり，景観に関する基本法である景観法においても定義されていません。
　このような景観という言葉が持つ多義性を踏まえ，市における良好な景観形成の考え方や，景観の捉え方を調布市景観
基本計画において記載しています。
　良好な景観形成のためには，まず，景観に対する意識を持っていただくことであり，どのように景観形成を進めていく
かという目標を持ち，関わる人々が自らの役割を認識し，実際に行動することであると考えています。
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49 景観条例

① 「地域住民の意向」（景観法第二条第３項）を条例でも位置づけるべきです。景観
法第二条（基本理念）で注目したいのは、現在の世代だけでなく「将来の国民」をも
「良好な景観」の享受者としている点、そして「良好な景観」は地域固有の特性と密接
に関連するから、「地域住民の意向を踏まえ」て多様な形成を図るべきとしている点で
す。
　条例素案では前文で「将来の世代に継承していく」云々の表現があって、法の精神を
反映しているかに見えますが、法の「地域住民の意向を踏まえて」に対応する文言が条
例素案には見当たりません。
　条例素案の第３条第２項「市は，良好な景観の形成を推進するに当たっては，市民及
び事業者の意見が反映されるよう努めなければならない。」と書かれてはいますが、こ
れは市・市民・事業者という三者それそれの責務を規定したものであって、法の「基本
理念」に対応するものではありません。
　また、ここでいう「市民」は第２条（定義）で定めるようにかなり広義の存在であっ
て、ひとつの市域においても地域的多様性を見せる景観とそこに暮らす「地域住民」と
は内実を異にするものです。
　関連して、条例素案の第５条（事業者の責務）では、「地域住民」または「市民」の
意見についてはまったく触れられていません。しかし、実際には事業者の意向・行為が
「地域住民」の景観に関する意向と相反するために紛争が生じることが少なくありませ
ん。
　景観法第二条第３項は、前記紛争の代表例というべき国立マンション訴訟の判例をも
踏まえて、「地域住民の意向」を条文中に明記したものですから、条例においてもこれ
を十分に尊重し反映させるべきです。具体的な条例条文の改定案を示すことは私の能力
を超えるのでできませんが、一般的な「市民」ではなく、「地域住民の意向」を条例に
きちんと規定するように、ぜひとも再検討をお願いします。
（参考）景観法
第二条 良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創
造に不可欠なものであることにかんがみ、国民共通の資産として、現在及び将来の国民
がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない。
（中略）
３ 良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ、地
域住民の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様
な形成が図られなければならない。

　景観法では，景観行政の担い手として，住民に近い身近な基礎自治体である市町村が主体的となるよう景観行政団
体制度が創設されています。これを受け，市では地域の特性を踏まえた良好な景観形成を推進するため，景観行政団
体への移行に向け取り組んでいます。また，市では地域の特性を生かした良好な景観形成の推進のためには市民，事
業者，市の協働による取組が不可欠であると考えています。
　本条例においては法で規定している「地域住民」を「市民」と同義と捉え，市民，事業者との協働による景観まち
づくりの推進に取り組むべく，前文においてもその旨規定しています。
　また，御意見にあるように，近年，景観保護と土地・建物の財産権の制限を巡る意見の対立や紛争が生じているこ
とは認識しており，この問題については，慎重に議論を重ねていく必要があると考えています。

50 景観条例

② （関連して）条例素案の第７条と第８条における「市民の意見を反映」において
も、「地域住民の意向」が尊重されるべきです。さらに第9条（区分区域の指定）は
「景観形成重点地区」などの指定を意味すると推測しますが、このような措置において
は「地域住民の意向」がより一層大切にされなければならないと考えます。しかし、こ
の第9条では「市民」または「地域住民」の意見・意向については全く触れられていま
せん。

　良好な景観を形成するためには、地域の皆さんが良好な景観形成について御理解いただき，一定のルールを守って
いただくことが重要であると考えます。そのために，景観形成重点地区等の指定を含む景観計画の策定・変更等にあ
たりましては，土地所有者等の合意形成は重要であると考えています。
　御意見にあるように，条例第８条第２項において，景観形成重点地区の指定を含む景観計画の策定・変更等にあ
たっては，市民の意見を反映する旨を規定する予定です。また，景観計画では地区住民の合意形成を含む景観形成重
点地区の拡充に関する手順について記載させていただいています。

51 景観条例

● この条例に関係する規則（及び新たに定めるものはその案）についても、その内容
が
わかるものを公表すること。そうでなければ、この条例（素案）が適切なものか判断で
きない。

　景観条例は景観計画を法的に担保するものであり，具体的な景観形成のための基準等については，景観計画におい
て定めることとなっています。そのため，今回の景観条例のパブリック・コメントにあたっては，景観計画の素案を
合わせて提示させていただくことにより，規則に定める内容の詳細な部分について公表をしています。

52 景観条例

● 移行することになる東京都景観条例との相違点を示すこと。そうでないと、何が緩
和
されたか、何が強化されたかわからないので、この条例（素案）が適切なものか判断で
きない。

　景観条例（素案）においては，景観法の委任事項について定めるとともに，市独自の取組を規定しています。市独
自の取組としては，事前協議，表彰・助成，景観審議会等の規定となります。また，具体の景観形成基準や届出対象
行為等については，景観計画において定めています。東京都景観計画よりきめ細かい規制誘導が図られるような内容
となっています。
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53 景観条例

● 基本理念
景観法第２条及び東京都景観条例第３条には基本理念が定められているが、調布市景
観条例（素案）（以下「条例素案」）においても基本理念を定めるべきではないか。
以下は１例である。
「（基本理念）
第２条都市景観は，市民共有の財産として，現在及び将来の市民がその恩恵を享受で
きるよう，市，市民及び事業者の適切な役割分担と協働の下に形成されなければならな
い。
2 都市景観の形成は，地域の特性と調和した自然景観，歴史的景観又は市街地景観が
守られ，育てられ，創られるよう，地域住民の意向を踏まえて行われなければならな
い。
3 都市景観の形成は，景観が，自然，歴史，文化等と人々の生活，経済活動等との調
和により形成されるものであることにかんがみ，適正な制限の下に行われなければな
らない。」

　景観形成に係る基本理念については，条例前文，第１条の目的，市における良好な景観形成の基本的方針である景
観基本計画において定めています。

54 景観条例
（市民の責務）第４条 に次の１項を追加すること
「市民は，建築等若しくは建設等又は土地の区画形質の変更を行おうとするとき
は，都市景観の形成に配慮するよう努めなければ ならない。」

　御意見の内容につきましては，素案第4条第１項に包含されていると考えています。

55 景観条例
（事業者の責務）第４条 に次の１項を追加すること
「事業者は，建築等若しくは建設等又は土地の区画形質の変更を行おうとすると
きは，都市景観の形成に配慮するよう努めなければ ならない。」

　御意見の内容につきましては，素案第5条第１項に包含されていると考えています。

56 景観条例

（景観計画の策定等）第８条２項で、「市長は，景観計画を定めようとするときは，市
民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。」とあるが、必要な措置
とは具体的にどういうものか示されたい。市民意見を聞き置いたという「アリバイ作
り」程度の説明会やパブリック・コメントだけでなく、景観審議会や議会などを含むで
あろう策定プロセスに市民の意見が反映するものであるべきである。（第７条も同様）

　景観計画の策定等にあたっては，説明会やパブリック・コメント等において，広く市民意見を取り入れていきたい
と考えています。

57 景観条例

第７条及び第８条
２項「市民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。」と
３項「景観審議会の意見を聴かなければならない。」の相違を説明されたい。
市民意見よりも景観審議会の意見を尊重されるのでしょうか。

　景観法第９条第１項及び第２項の表現を参考にしたものであり，市民意見と景観審議会の意見について優先順位を
付けることを意図したものではありません。

58 景観条例
第１０条 「景観計画区域内において，法第１６条第１項各号に掲げる行為をしよう
とする者は，規則で定めるところにより，市長に届け出なければならない。」とある
が、規則の内容を示されたい。それなしにこの条文の妥当性が判断できない。

　景観計画（素案）27頁記載の届出対象行為や28頁記載の届出対象基準等について規定化する予定です。

59 景観条例
第１０条 「、、、（、、、以下同じ。）その他の物件の堆積」は、「，」を追加した
「、、、（、、、以下同じ。），その他の物件の堆積」が正しくないか？

　調布市では，記載の方法としましては，現行の記載方法を取らせていただいています。

60 景観条例
第１０条３項（５）「、、、、で、規則で定める規模以下のもの」とあるが、
どのような規則か示されたい（規則の名称。内容）。

　景観計画（素案）28頁記載の届出対象基準等について規定化する予定です。

61 景観条例
（事前協議等）第１２条 に５項として以下を追加すること
「市長は、協議結果を景観審議会に報告するものとする。」

　事前協議は，景観形成上大きな影響のある大規模開発事業について届出に先立ち市独自の取組として条例に位置付
けるものです。事前協議に対する適切な指導，助言を行うため，審議会の委員や景観アドバイザーの専門的見地から
の意見を聴取することを規定しています。事前協議を経ることにより，その後の適切で円滑な届出審査が可能となる
と考えています。御指摘のとおり事前協議や届出結果については条例上義務付けませんが，必要に応じてフォロー
アップしたいと考えています。

62 景観条例

（調布市景観審議会）第２３条１１項 「11 前各項に定めるもののほか，審議会の組
織及び運営について必要な事項は，規則で定める。」とあるが、その内容を示された
い。
　景観審議会は、市民の意見が十分反映するものであるべきで、そのためには地域で景
観に係わる活動を行っている市民委員を含めることや、審議会が公開され、傍聴ができ
るだけでなく、審議会が傍聴者の意見を聴くなど市民意見を適切に反映する運営を行う
べきである。

　審議会の運営についての規則で定める予定です。御意見にあるように，市民委員を含めることや会議の公開，傍聴
ができる旨を規定する予定です。なお，審議会の適正かつ円滑な運営のため，傍聴者への意見聴取は予定しておりま
せん。
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63 景観条例

（調布市景観審議会）第２３条２項の後に次の内容の１項を追加すること。
「審議会は、前項の規定により調査審議するほか、必要に応じて市長に報告を求め、
また、市民意見を聴き、審議会の意見を市長に述べることができる。」
　調布市景観審議会は、諮問がなければ働けない受動的な審議会でなく、市長が審議
会に諮問しなかった事項を報告させたり、市民意見を聴くなどし、景観形成のために
積極的に意見を述べる審議会であるべきである。

64 景観条例

（調布市景観審議会）第２３条２項の後に次の内容の１項を追加すること。
「審議会は、前項の規定により調査審議するほか、必要に応じて市長に意見を述べる
ことができる。」
　調布市景観審議会は、諮問がなければ働けない受動的な審議会でなく、市民意見な
どを的確に把握して積極的に意見を具申する審議会であるべきである。

65 景観条例

（景観アドバイザー）第２４条 「良好な景観の形成を推進するために市長が必要と
認める事項を処理させるため，景観アドバイザーを置くことができる。」という内容で
は景観アドバイザーの役割がどういうものかわからないし、市長の恣意性が大きすぎ
る。
もう少し具体的に規定すべきである。以下はその１例である。
「（景観アドバイザー）
第２４条 市長は、良好な景観の形成を推進するために必要な情報を収集し、又は専
門的な助言を聴くため、調布市景観アドバイザー（以下「アドバイザー」という。）を
置くことができる。
２ 前項に定めるもののほか、アドバイザーに関して必要な事項は、規則で定める。」

　景観アドバイザーの役割とは，審議会に諮る前段で，機動的に専門家の意見を取り入れ，市が行う指導等に，より
客観性や専門性を確保させるためのものです。また，必要に応じて，市民が行う景観まちづくり活動に対しての助
言・支援が行えるような役割を持たせたいと考えています。

66
景観条例

③ 公共事業に対するチェックは？　条例素案　第３条「３ 市は，公共事業を実施する
場合には，良好な景観の形成の推進に関し，先導的な役割を担うよう努めなければなら
ない。」とあるが、抽象的な内容であり、民間事業者の行為に対する規制に比してバラ
ンスを欠くのではないでしょうか。
　このような条文になっているのは、景観法十六条で「５ 前各項の規定にかかわら
ず、国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第一項の届出をすることを要し
ない。」と行政が行う事業については景観法による規制対象外としたことの反映と私は
理解しています。
　しかし、国・地方公共団体を除外する景観法十六条で、現実に起きている事態に対処
できるのでしょうか。行政の計画が景観保全をめぐる紛争を発生させ訴訟に至るケース
は、広島県・鞆の浦景観訴訟をはじめ少なくありません。「道路公害」反対を主張する
住民意見には、景観上の問題が含まれていることが多いのです。調布市東部地域の国分
寺崖線樹林を縦断する都市計画道路・調布3・4・10号線をめぐって、地域住民と調布市
が協議を続けているのも、まさにこの問題です。景観をめぐる法律・条例はこうした課
題の解決に役立つ内容であるべきです。
　東京都景観条例では、「第二節　公共事業」で「公共事業景観形成指針」を定めると
しています。調布市が景観行政団体となる以上、条例でこれに類する規則を定め、自ら
が行う公共事業について厳しく律するようにしなければ、市民・事業者の協力を得るこ
とが難しくなると考えます。

　公共施設整備にあたっては，景観形成の観点からも一定の配慮がなされるべきと考えています。
　良好な景観形成は、持続的な取組と安定した推進が大切であり、景観条例や景観計画により施策の継続性と実効性
を高めていきたいと考えます。地域における景観に関する意識の向上や社会情勢の変化を踏まえながら、これらを含
む景観施策が地域の特性を生かした景観まちづくりに資するよう進めてまいります。
　なお，東京都景観条例第１６条の「公共事業景観形成指針」は，景観行政団体移行後も適用されることになりま
す。

　計画の策定にあたっては，市民検討会や説明会，パブリック・コメント等を利用して広く意見をお聞きしていま
す。市民の意見を聴取することは行政の責務であると考えています。
　なお，付議案件のみならず，条例上，良好な景観形成の推進のため，必要と認める事項の報告も含まれると考えて
います。


