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「第 3 回調整会議、第 2 回景観審議会の指摘事項と対応事項」 

１．第 3回調整会議の指摘事項と対応事項 

整理
番号 

指摘事項 対応事項 

1 

【障害者の表現について】【P-54,60】 

●「障害者でも近づきやすい」の「障害者」という表

現は正しいのか疑問に思うので、他の表現にした方

が良いと思うがどうか。 

【-】 

○「障害者」という表現を「誰でも」という表現に

修正致しました。 

2 

【鳥による糞等の被害について】【-】 

●現在、鳩やカラスなど鳥の糞の被害があるので、景

観的な配慮が必要であれば、配慮事項に盛り込んだ

方が良いのではないか。 

【P-28】 

○鳥による糞等の被害については、前段の緑の植栽

に関する項目に注意書きとして「※樹木を植栽す

る場合は、鳥の糞等による悪影響を及ぼさない樹

種の選定に努める（以下同じ）」という注釈を追

加致しました。 

3 

【「モニュメント」、「層状護岸」の事例写真の差し替えについて】

【P-26、33】（前回資料のページ以下同じ） 

●（2）公園・緑道③入口周りのモニュメントの事例

写真は、感覚的に大きくて異様に感じますが、景観

的に良いものなのか。 

 

●（3）河川・用水・調整（節）池④護岸周りの写真

で洗濯物が写りこんでいるので、写真を差替えた方

が良いのではないか。 

【P-38,47】（今回資料のページ以下同じ） 

○次のように写真の差替え修正を致しました。 

4 

【高さの連続性について】【P-45】 

●建築施設の高さ・規模の□2 で「1,2階の階高の連続

性の確保」と周辺の建物と階高を揃えなければいけ

ないという配慮事項があるが、設計の面からも難し

いと思われる。 

また、図解からも少しでもずれてしまうと駄目と読

み取れてしまう表現となっているので、図の修正も

検討していただけないでしょうか。 

【P-60】 

○「1、2階の階高の連続性の確保」を「1及び 2階

の階高はできるだけそろえる」という表現に修正

致しました。 

また、それに伴い図解も次のように修正致しまし

た。 

5 

【バルコニーの手すりについて】【P-48】 

●（1）建築施設④バルコニー等の配慮事項で、バル

コニー等は「本体と形態・仕上げを合わせるか、ガ

ラス等で存在感を薄める。」という表現になってい

ますが、実情では飛散防止のためガラスではやらな

いので「ガラス等」ではなく「格子等」の方が良い

のではないでしょうか。 

【P-63】 

○ご指摘の通り「ガラス等」を「格子等」に修正致

しました。 

6 

【案内要領との整合について】【P-54】 

●（4）サイン類で、案内看板設置要領に関して盛込

まれていないが、要領の扱いはどうなるのか。 

【P-68】 

○（4）サイン類に注釈で「※公共施設の案内看板

を設置する場合は、別途「三郷市公共施設案内看

板設置要領」及び「三郷市の公共施設案内看板標

準モデルを参照」と追記致しました。 
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7 

【「照明のライトアップ」と「省エネ」について】【P-51】 

●（1）建築施設⑦夜間照明で、震災後で建物のライ

トアップのイメージを出すのはどうなのか。 

また、照明における省エネの内容についても盛込むべ

きか検討して頂きたい。 

【P-74】 

○（1）建築施設⑦夜間照明の項目は建築施設だけ

の夜間照明についてのみの適用となってしまう

のでこの項目を削除し、共通要素別に新たに（8）

夜間照明の項目を設け、「省エネを考慮した、夜

間の魅力づくりに配慮する。」の方針を追加致し

ました。 

 

２．第３回調整会議の意見シートの指摘事項と対応事項 
整理
番号 

指摘事項 対応事項 

8 

【P-45】 

●次の事例写真の塔は、P47 の「05 突出した形態」

に当たらないか。 

 

 

 

【P-60】 

○左事例写真の塔状のものは、本庁舎ということも

あり、災害時における市役所のランドマーク性に

配慮してつくられたという特別の理由があるた

め、事例写真の差し替えは行っておりません。 

○右の事例写真の塔はアンテナになりますが、規模

が大きいということもあるので、次のように写真

の差替え修正を致しました。 

9 

【P-46】 

●□10では「透明ガラス等を活用する」とあり、□11で
は「ガラスを避ける」となっているので矛盾する

のではないか。 

【P-61】 

○□11の「鏡面の仕上げ・ガラスを避ける。」の”ガ
ラス”は、透明ガラスではなく、鏡面ガラスを指

しているため誤解のない文言表現に修正致しま

した。 

10 

【P-47】 【P-62】 

 ●右上写真の屋根の形態は、05「突出した形態」

や□13「奇抜なデザイン」に当たるのではないか。 
写真の説明では「周辺の地域特性に配慮し…」

とあるが、写真を見る限りそのような建物は無

い。 

○周辺の社寺と調和させた屋根形状の事例写真に

差替え修正を致しました。 

●左下写真の丸屋根や曲線屋根の形態は、事例写

真を見る限り、周辺にそのような建物は他に無

いので 05「…周辺との調和」に当たらないので

はないか。 

○周辺との調和は、必ずしも隣接する建物だけでは

ないので次のように写真の差替え修正を致しま

した。また、関連する図解を追加致しました。 
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整理
番号 

指摘事項 対応事項 

11 

【P-50】 

●次の事例写真は、P47 05「…周辺との調和…」

に反し過度な緑化にあたるのではないか。 

【P-65】 

○次のように写真の差替え修正を致しました。 

12 

【P-52】 【P-66】 

 ●（2）フェンス類の次の事例写真は、「□3 す
っきりとしたシンプルなデザイン」に該当

しないのではないか。 

○次のように写真の差替え修正を致しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○次の事例写真は、無駄な装飾もなくシンプルなデザ

インと判断したため、写真の差し替えは行っていま

せん。 

●（2）フェンス類「1安全・安心に配慮しま

しょうとあるが、次のパイプガードレール

の事例写真では、安心を感じないのではな

いか。 

○左記の事例写真はシンプルではありますが、ご指摘

の通り安全面では適していないため、次のような写

真に差替え修正を致しました。 

13 

【P-52】 

●「□4 エージングを考慮した…」のエージング
は一般的な言葉となっているのか。 

【-】 

○「エージング」を「経年変化」という表現に修正致

しました。 
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整理
番号 

指摘事項 対応事項 

14 

【P-55】 

●左下写真の解説で「…歩行者の通行に配慮した

勾配…」とあるが、車の通行の為、桁下の高さ

を確保したもので、歩行者・特に高齢者や車い

すの通行には勾配が無いほうがよいのではな

いか。 

【P-69】 

○事例写真の説明書きの内容が適切ではなかったため

「アクセントのある特徴的な防護壁となっている」

と修正を致しました。 

15 

【P-51】 

●（1）建築施設⑦夜間照明の□19「農地側に対す
る夜間照明は避ける」は、(11)駐車場・駐輪場

についても必要ではないか。 

【P-74】 

○（1）建築施設⑦夜間照明を削除し、共通要素別で（8）

夜間照明の項目を新たに追加して、建築施設以外の

夜間照明についても対応できるよう修正致しまし

た。 

16 

【P-55,57】 

●（5）橋梁類、（6）擁壁・護岸類□1 で、転落防
止柵の設置は努めるではなく義務ではないで

しょうか。 

【P-69,71】 

○ご指摘の通り、努力事項ではなく義務になるため 

「転落防止柵等を設置する」という表現に修正致しま

した。 

17 

【P-59】 

●□4 安全・安心であれば、柵で囲うのではない
か。緑で囲うのは□1 のことではないか。 

【P-73】 

○「安全・安心のために緑等の遮蔽を図る。」を「露出

する場合は、柵、緑等で囲い込む。」に修正致しまし

た。 

18 

【P-63】 

●02「緑を増やし、特性を活用しましょう。の配

慮事項は、緑の効果の記述になっているが、具

体的な配慮する記述が望まれる。 

また、草花の記述はいらないのか。 

【P-80】 

○配慮事項に、草花の記述も含め矢印で具体例を追記

致しました。 

19 

【-】 

●第4章施設別のガイドラインのポイントは、「ま

ちとネットワーク」、「周辺環境への配慮」が考

えられるので、第 5章にもネットワーク、周辺

環境の要素となるオープンスペースについて

追記すべきではないか。 

【-】 

○施設別と要素別の役割分担として、ご指摘の事項は

施設別の全体計画に係る内容なので、要素別にはネ

ットワーク等におけるオープンスペースの記述はし

ておりません。 

20 

【P-41】 

●第5章(1)と(2)の類型が異なっているのではな

いか、ある程度統一をすべきではないか。 

【P-60,66】 

○（1）建築施設と（2）フェンス類はもともとの性質

が異なるため（2）フェンス類を（1）建築施設の類

型にそろえた書き方にはしておりません。 

21 

【P-41】 

● 第 5章(1)にのみ、安全・安心についての視点

がないが、入れるべきではないか。 

【P-63】 

○（1）建築施設では安全・安心に係る内容の④バルコ

ニー等が該当するため「手摺部は“安全・安心に配

慮し”」という文言を追記致しました。 

22 

【P-41】 

●第 5章の方針「安全・安心に…」について、項

目によって表現が異なっているが、意図はある

か。 

【-】 

○安全・安心の並びに統一修正致しました。 

23 

【P-6】 

●協議対象行為（１）公共建築物の 

ハ）「イ又はロ以外で開発事業の敷地内のもの」

とあるが、これだと敷地を小さくしない限りほ

とんどすべて建築物が該当すると思われるの

でハ）を削除して、「景観条例に該当するもの」

が良いのではないか。 

【P-16】 

○ハ）「イ又はロ以外で開発事業の敷地内のもの」とい

う項目は、景観条例の届出対象行為の中で書かれて

いる項目になるため、本内容のままとしております。 
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３．第２回景観審議会の指摘事項と対応事項 
整理
番号 

指摘事項 対応事項 

24 

【公共施設の共通のデザイン化について】【-】 

●三郷市では公共の建物で共通の色やデザイン、材質など

を揃えて建てるというような考えはあるのか。 

例えば災害時の緊急避難の場合にどこに逃げたらいい

かということで、公共施設というのは拠点になりうると

思うが、公共施設がすぐに識別できるといった効果があ

りうる。そういった観点に立つとデザインとか色調とか

統一されているというのはそういう意味においても重

要なことになりうると思うので検討していただきたい。 

【P-66,84】 

○（2）フェンス類□4 と（3）ポール類□1 の「場
所にふさわしい素材・色彩を選択する」の例

示で「ダークブラウン系、ダークグレー系等」

を追記致しました。 

また、P-84に色彩の定性的な基準を追加し、

施設別の方針に各々の整備コンセプトに基づ

いて色彩を決めて頂くこととしている。 

25 

【ガイドラインのコンセプトについて】【-】 

●ガイドラインの構成では、基本方針の後に施設別或いは

共通要素別のガイドラインとなっているが、前段に「公

共施設に求められるコンセプト」や「全体的な考え方」

を示す部分が無いと一つ一つの要素が良くてもそれが

一つの景観にまとまった時に必ずしも良い景観になる

とは言えないのではないか。 

【P-3～14】 

○「公共施設に求められるコンセプト」、「全体

的な考え方」として、第 1章～第 3章にコン

セプト等内容を追加致しました。 

26 

【誘導の概念について】【P-62】 

●（9）舗装類の事例写真では、インターロッキングや自

然石、木材など特殊な材料を用いた事例写真となってい

るが、実際は必ずしもそうではなく日常的なアスファル

トがほとんどなので、デザイン強度の問題として全ての

要素に力を入れてよい景観をつくろうというような配

慮しすぎた結果、ちぐはぐな公共空間の例というのもあ

るので、全体像を考える部分を強化できると良いと思い

ます。 

【P-78】 

○（10）舗装類の事例写真に、日常的なアスフ

ァルトの活用事例を盛り込みました。 

27 

【誘導の概念の盛り込みについて】【-】 

●基本方針で連続性や調和がキーワードとなっています

が、市の公共施設であるならば誘導していくといった性

格もあると思います。 

調和や連続性だけではなく誘導といった概念があって

もよいのかと思います。 

【P-87】 

○第 3章「公共施設景観形成の基本方針」では、

誘導の記述をしていないが、第８章のチェッ

クシートで、施設別要素別の配慮事項の中か

ら積極的に誘導を図る必須項目や、その他推

奨項目、推進項目の 3つの濃淡をつけ誘導を

図るものと致しました。 

28 

【経年変化への配慮について】【-】 

●時間経過については、時間が経つと劣化して悪くなって

いくというニュアンスがあるが、植物に関しては時間経

過して初めて本来のあるべき姿になっていくこともあ

るので、時間の誘導について配慮していく必要があると

思います。 

【P-13,80】 

○第 3章公共施設景観形成の基本方針の③「時

間の経過による変化への対応」の説明書き後

段に、また、（11）樹木等に「緑の成長管理

に配慮する。」という配慮事項を追加致しま

した。 

29 

【照明のコントロールについて】【-】 

●本ガイドラインでは、照明に関してあまり詳しい規定が

ないと思います。照明のコントロールはなかなか難しい

ですが、何か記述をしていただくと良いかと思います。 

【P-74】 

○共通要素別の（8）夜間照明の配慮事項に「極

端に鮮やかな色、けばけばしく点滅する照明

は避ける。」を追記致しました。 
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4．第２回景観審議会の意見シートの指摘事項と対応事項 
整理
番号 

指摘事項 対応事項 

30 

（第 1章、第 2章について） 

 ●公共施設のランドマーク性と周囲との調和をどう図

るのか？ 

周囲との調和と連続性を重視する余り、有事の際の市

民の避難場所として目標としての役割を失ってはい

けないのではないか。 

【P-60】 

○ご指摘の通り、公共施設の市庁舎など大規模

施設のランドマーク性については、景観より

防災面を優先するため、ランドマークを持た

せるためやむをえなく高さ等の調和は図れ

なくとも、色彩の調和は図ることはできるの

で、可能な範囲での調和を図るものとしてい

ます。 

●施設使用開始時には適正で有った植栽は、時間の経過

成長するため、間伐も有り得る事を市長に明示して置

く必要があるのではないか。 

【P-19】 

○公共施設景観形成の基本方針の「③時間の経

過による変化への対応」の説明書き後段に、

「・・・間引き等の伐採に配慮を行う。」と

いう文言を追記致しました。 

また、市長への明示については不要と判断し

たため盛り込んでおりません。 

（第 4章 施設別のガイドラインについて） 

 ●夜の公園の安全性の確保が計れる設計にして欲しい。 【P-74】 

○（8）夜間照明の配慮事項□4 に「安全性に必
要な最低限の照明を確保する。」と追加致し
ました。 

●水元公園及び三郷公園周辺には現在、ブルーシートハ

ウスが幾つか存在し、且つトイレを彼らの生活用に使

用している節もあるので、朝夕の使用は出来るだけ避

ける様にしています。 

個人の身の丈に合わない大規模な施設や公園は付近

の住民の不安の種にならない様な対策をとってから

使用開始して欲しい。 

○ご指摘の事項は、本ガイドラインで対応しか

ねる事項なので、関連する担当課にその旨を

お伝え致します。 

●街路樹に関しては、イチョウ並木やサクラ並木の様な

第一樹種を植えるのではなく地域固有の樹種をベー

スに花の咲く木、実のなる木、紅葉が美しい木等様々

な樹種を交ぜて構成してほしい。 

【P-30】 

○「美しい木等様々な樹種」については、緑に

関連する項目で、花木等の彩りとして記載し

ています。 

但し、実のなる木については、鳥などがとま

り糞等の悪影響も懸念されるため「悪影響を

及ぼさない樹種の選定に努める」という表記

としております。 

（第 5章 共通要素別のガイドライン） 

●相続税支払いの為に屋敷林を手放したり、工場や事務所

の移転や建替等により地域の環境が変化した場合、既存

の公共施設の景観はどの様に変化させれば良いのか、変

化させなくて良いのか一考する必要有る。 

○現状の環境が変化した場合、良好な特性を踏

まえて公共施設の景観も変化を受けると考

えます。 

 


