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「和光市景観計画・和光市景観条例（素案）」パブリックコメントの意見の概要と市の考え方                                        

＜和光市景観計画に関すること＞ 

【区分の凡例】 ◎意見を反映し、案を修正した  △案を修正しなかった  □その他（感想、この案件以外への意見等） 

番号 景観計画（素案）

章 

意見の概要 市の考え方 区分 

1 全体 景観計画の中に計画決定のフローと見直し等に関する検討フローを記載するべきである。（景観は市民総意によ

る決定が必要と考えられる。パブリックコメントを含め、決定に至る手順と方法について記述すべきである。） 

和光市景観計画及び和光市景観条例の策定においては、公募市民が

参加する和光市景観計画等検討委員会の開催、パブリックコメント及

び説明会の開催を行い、景観計画は都市計画審議会の意見を聴いて策

定し、景観条例は市議会の議決を経て制定しました。景観計画の見直

しについては、ご意見を受けて、第7章に「4 計画の見直し」を設け、

検討フローを記述しました。 

◎ 

(一部

対応) 

2 全体 景観計画は時代の流れとともに常に変化があるものと思われる。常に見直し、修正が必要であるので、その手続

き等について記載すべきである。 

 ご意見を受けて、景観計画の見直しについては、第7章に「4 計画

の見直し」を設けて記述しました。景観計画の見直し等の際には、景

観法で都市計画審議会に意見を聴くことが定められています。また、

和光市景観審議会を設置し、必要がある場合は和光市景観審議会の意

見を聴いて見直し等を行っていくこととしました。 

◎ 

 

3 全体 計画は第4次和光市振興計画とリンクして精査すべきである。（景観計画は和光市の将来都市像を誘導する戦略

的な計画と考えられる。第4次の振興計画の内容との擦り合わせを行った上で決定すべきである。） 

第三次和光市総合振興計画後期基本計画において景観計画の策定に

ついて挙げられており、これに基づいて本年度に景観計画の策定を行

いました。第四次和光市総合振興計画において、景観上にかかわる施

策等が提示された場合には、必要に応じて景観計画の見直しを行って

まいります。 

□ 

4 全体 全般に和光市の特徴について、抽象的「解説」が多く具体性が少ない。 

 

本市の景観特性として、序章の「6 本市の景観特性と課題」におい

て、本市の成り立ち、まち及び景観の特徴、景観要素別の現況等を記

述しています。和光市景観計画では、本市の景観の特徴が捉えやすい

よう、本市の景観の概観を総括して記述しています。 

△ 

5 序章2 

計画の目的 

計画の目的に次代のことにも触れてほしい。30年50年先の幸せのことも視野に入れて、市民は活動している。

美しい自然、美しいまちを孫たちに残してあげたい。 

和光市景観計画では、序章の「4 本市における“景観づくり”」に

おいて、本市における長期的な景観形成の考え方として、都市と自然

との調和を大切にする景観づくりについて記述しています。 

なお、ご意見を受けて、序章の「2 計画の目的」において、良好な

景観を次世代に継承していくことを目的とする旨を記述しました。 

◎ 

6 序章3 

計画の位置付け 

計画の位置づけには、豊かな緑や湧水、農地などの自然を大事な地域資源と位置づけ、景観形成を図ることを定

めている。非常に素晴しいと思う。新倉5丁目の北インター地域の赤池親水公園の周辺であるが、近くに越戸川が

流れ、道の前方には畑、果樹園が広々とあり、自然が豊かな憩いの場所となっている。市がこの広大な緑地を買い

上げて市民農園などにして、緑を守り市民の憩いの場としていただきたい。緑地保全を 優先に考えてもらいたい。

越戸川の河川沿いの水辺空間との調和に配慮した街並みの形成が今必要だと思う。 

和光北インター地区については、市街化区域への編入に伴い、生産

緑地地区の指定を行いました。なお、生産緑地地区の指定については、

農地等の所有者等の意向を踏まえて行っております。 

△ 
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番号 景観計画（素案）

章 

意見の概要 市の考え方 区分 

7 序章5 

景観づくりに向

けた各主体の役

割 

「(3) 市」のアに「市の都市計画との整合性を図る」文言を追加する。これにより和光市の田園と都市の織り

なす美しい景観の実現が図れるので追加を強く希望する。 

 

 

景観法において、景観計画は、都市計画区域の整備、開発及び保全

の方針並びに都市計画マスタープランに適合することとされており、

景観づくりはこれらを基本として進めていくこととなることから、文

言の追加は行っておりません。 

△ 

8 序章5 

景観づくりに向

けた各主体の役

割 

行政の具体的な対応の方針が描かれてない。 

市民、不動産開発業者、誰もがわかるように明確化すべきである。参考になるものは他市にいっぱいある。もっ

と研究し、もっと良いものとすべきである。 

 

 和光市景観計画では、序章の「5 景観づくりに向けた各主体の役割」

において、市の役割を示すとともに、第7章の「3 景観づくりを推進

するための市の取組」において、市の取組を明記しています。 

△ 

9 序章6(1) 

本市の成り立ち 

市名の由来についての記述は良かった。“平和、栄光、前進”を象徴しているとは、知らなかった。美しく、イ

キイキとしたまちをつくっていきたいという気持ちにさせられる。 

 － □ 

10 序章6(2) 

本市のまち及び

景観の特徴 

国勢調査による人口・世帯数の推移データは、H17実施の国勢調査データに入れ替えを希望する。 ご意見を受けて、記述（ 近のデータ）を追加しました。 ◎ 

11 序章6(2) 

本市のまち及び

景観の特徴 

「エ 四季の移り変わり」の2つの記述は貧弱である。きれいな庭造りに励む市民のこと、ふれあいの森に集ま

ってくるボランティアさん、側道の車止めに咲く草花たち、アグリパークの農地に咲く沢山の花たち、それらへの

視点が欠けている。 

 ご意見を受けて、序章6(2)の「エ 四季の移り変わり」において、

畑や民家の庭先、ふれあいの森などにおいて四季の移り変わりが見ら

れることについての記述を追加しました。 

◎ 

12 序章6(2) 

本市のまち及び

景観の特徴 

白子宿について、各所に記されているが、かつては豊富な湧水を利用した水車がまわり、その水は白子のまち中

に水路がめぐり利用され今も湧水タンクとして残り、配管され使われている。 

13 序章6(2) 

本市のまち及び

景観の特徴 

白子川沿いの白子2丁目から南に至る緑の帯、グリーンベルトが残され、東京都の境の貴重な景観となっている。

この緑地帯保全が重要である。 

 ご意見を受けて、序章6(2)の「ウ 崖線の緑と湧水」において、白

子湧水群及び白子宿について、本市の景観の特徴として記述を追加し

ました。 

◎ 

14 序章6(3) 

景観要素別の現

況（自然的要素）

和光市の特徴としては、自然の地形が特徴がある。 

武蔵野台地が荒川の低地におちる末端部にある事から、斜面林の各所から湧水が湧き出している。特に白子宿は

白子湧水群と言われ豊富な湧き水地が点在している。白子宿は特徴的な地形が人の住む歴史のまちとして今にひき

つがれている地域である。 

 ご意見を受けて、序章6(2)の「ウ 崖線の緑と湧水」において、白

子湧水群及び白子宿について、本市の景観の特徴として記述を追加し

ました。 

◎ 

15 序章6(3) 

景観要素別の現

況（自然的要素）

市内の特徴をとらえるための調査が不十分で、修正が必要である。七つ釜の位置、斜面林（越戸川沿い）、川越

街道沿い斜面林は湧水と共に重要な自然景観である。 

 ご意見を受けて、自然景観資源の図を修正しました。川越街道沿い

の斜面林等を追加し、また、越戸川沿いでは、越戸ふれあいの森、上

谷津ふれあいの森を追加しました。 

◎ 

16 序章6(3) 

景観要素別の現

況（自然的要素）

長照寺の「いちょう」は貴重なそしてシンボル的みどりの自然文化財であり、景観重要樹木として、特別な保全・

保護の手当てを講じる必要がある。 

17 序章6(3) 

景観要素別の現

況（自然的要素）

大いちょうは1本だけである。市の木であるから公共の場所に何本が植えておく必要を感じた。 

貴重なご意見として受け止め、今後の景観づくりの参考とさせてい

ただきます。 

□ 
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番号 景観計画（素案）

章 

意見の概要 市の考え方 区分 

18 序章6(3) 

景観要素別の現

況（自然的要素）

 

序章6(4) 

景観要素別の現

況（人工的要素）

(3)の「ウ 緑（斜面緑地、屋敷林等の緑、街路樹）」又は(4)の「エ 公園」において、緑地の景観としてふれ

あいの森の重要性を指摘する必要がある。 

現在市内には、5 か所のふれあいの森（市民緑地）があります。ご

意見を受けて、序章 6(3)ウの「(ｱ) 斜面緑地」において、緑の現況

として、ふれあいの森についての記述を追加しました。 

◎ 

19 序章6(4) 

景観要素別の現

況（人工的要素）

「ア 道路」について、道路は全体では何km位あるのか。具体的数字を示してほしい。以前は130kmと聞いた

が、今は。 

 

 道路については、軸としての景観資源として捉えて記述しています。 

 なお、平成21年3月31日現在、市道の実延長は、121,597.85mで

す。 

△ 

20 序章6(4) 

景観要素別の現

況（人工的要素）

「ウ 橋梁」において、橋梁が数多くあるとのこと。夢のあるデザインは少ない。幸魂大橋だけでなく、もっと

素敵な橋を望んでいる。ふる里の風景として心に残るものである。 

貴重なご意見として受け止め、今後の景観づくりの参考とさせてい

ただきます。 

□ 

21 序章6(4) 

景観要素別の現

況（人工的要素）

「エ 公園」について。「ふれあいの森」が市内各所にあるのに欠落している。環境課に問い合わせて追加して

ほしい。地元に潤いの景観を創り出している市民皆の財産なのであるから。自然景観資源の図にも景観資源として、

加えてください。観光資源と言ってしまってもいいのでは。和光市を観光都市のように、美しく育てましょう。

現在市内には、5 か所のふれあいの森（市民緑地）があります。ご

意見を受けて、序章 6(3)ウの「(ｱ) 斜面緑地」において、緑の現況

として、ふれあいの森についての記述を追加しました。また、主な自

然景観資源の図にも記載しました。 

◎ 

22 序章6(4) 

景観要素別の現

況（人工的要素）

「イ 鉄道・駅」として、①東京メトロの和光検車区（東京ドーム３倍の広さ、地下鉄総合点検・整備センター）、

②外環上の総合福祉会館も建物として、加える値ありと思う。 

 

 ご意見を受けて、序章6(4)の「オ ランドマークとなる建物及びそ

の周辺環境」において、総合福祉会館を追加して記述しました。 

和光市景観計画では、主な景観資源として代表的なものとして、鉄

道については、各路線及び和光市駅を挙げて記述しています。記述の

ないものは、景観資源には値しないということではありません。 

◎ 

(一部

対応) 

23 序章6(4) 

景観要素別の現

況（人工的要素）

都市景観資源として、県の景観賞を受賞した建築物について中央公民館以外に記載がない。（評価すべきである。） 市内では、ＣＩハイツ、本田技研工業和光ビル、中央公民館が、埼

玉県による「彩の国景観賞」を受賞しています。ＣＩハイツ、本田技

研工業和光ビルについても序章6(4)の「オ ランドマークとなる建物

及びその周辺環境」において、名称を記述しておりましたが、ご意見

を受けて、「彩の国景観賞」を受賞している旨の記述を追加しました。 

◎ 

24 序章6(5) 

景観要素別の現

況（暮らし・歴史

文化的要素） 

「(ｴ) 施設跡」の東輝学校は知らなかった。  － □ 

25 序章6(5) 

景観要素別の現

況（暮らし・歴史

文化的要素） 

歴史・文化をつたえる地域資源として、①壱鑑寺、②午王山（弥生時代の遺跡発掘）、③三百年の歴史の古民家、

を自然的要素に加えても、良いのではないでしょうか。 

壱鑑寺、午王山、古民家は、暮らし・歴史文化的要素として位置付

け、序章6の「(5) 景観要素別の現況（暮らし・歴史文化的要素）」に

おいて記述しています。 

△ 
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番号 景観計画（素案）

章 

意見の概要 市の考え方 区分 

26 序章6(6) 

景観に関わる市

民の意識・活動 

「花いっぱい運動」を実践しているというのは本当か。担当課を記すのが親切と思う。 も重要な市役所の内外

に花が見当たらないので運動不足でしょうか。 

「花いっぱい運動」は、和光市コミュニティ協議会（コミ協）が中

心となって実施している活動です。 

 コミ協は、豊かでふれあいのある人間生活の確立を図るため、市民

が一体となってコミュニティを推進することを目的としており、この

目的に賛同した各種団体が参加しています。 

△ 

27 序章6(7) 

景観づくりに当

たっての課題 

「ウ 市民、事業者及び市の協働により景観づくりを進めること」について、表現は良いと思う。  － □ 

28 序章6(7) 

景観づくりに当

たっての課題 

「(7) 景観づくりに当たっての課題」において「緑豊かな人間都市」の景観保持において、市内緑地の大部分

が私有地であり、景観保存のためには公有地化を踏まえた対策の重要性を含めること。 

 市内の緑地の大部分が民有地であることから、和光市緑地保全計画

において、緑地の公有化を含め、緑地を保全していくための財源の確

保における諸施策を段階的に検討整備することになっています。緑地

の保全については、和光市緑地保全計画に基づき、対応を行っていき

ます。 

△ 

29 第2章1 

景観づくりの目

標 

景観づくりの目標について。これはスローガンなのではないでしょうか。これを目標とした場合、市民や事業者、

または市は、何をもって目標が達成されたと判断できるのでしょうか。具体的な数字や表現で目標をたてるべきで

は。 

 景観づくりの目標は、景観づくりにおける市民、事業者及び市の共

通の目標であり、良好な景観の形成に関する方針、行為の制限などに

対する目標として設定しています。 

景観計画は、計画期間を定めているものではないことから、一定の

期間における目標ではなく、市民、事業者及び市が一体となって良好

な景観を守り育て、創っていく活動を推進していくための目標として

設定したものです。 

△ 

30 第2章1 

景観づくりの目

標 

目標として掲げる、「都心に近い緑豊かなふるさと 景観づくり」に対する具体的なビジョンが見えない。 

景観づくりは都市整備の基本戦略の１つのはずである。言葉が観念的な修辞で終始している。明確化が必要。

31 第2章1 

景観づくりの目

標 

景観づくりに対する目標がなんなのか。都市整備の具体的なビジョンが明確に伝わらない。景観づくりの推進も

初めに市側の提示があり、それから地域住民と協議・合意のうえで進めていく方が都市の景観として纏まりがある

ように感じる。 

32 第2章1 

景観づくりの目

標 

景観づくりの目標が抽象的で、イメージがわかない。 

 和光市景観計画では、「第2章 景観計画区域における良好な景観の

形成に関する方針」において、景観づくりの目標から景観づくりの基

本方針、景観づくりの方針、ゾーン別景観形成方針といった流れで体

系化し、示しています。（第2章の 後に要約して示しています。）  

なお、和光市景観計画の策定においては、公募市民が参加する和光

市景観計画等検討委員会の開催、パブリックコメント及び説明会の開

催を行い、都市計画審議会の意見を聴いて策定しました。 

△ 

33 第2章1 

景観づくりの目

標 

緑豊かな環境の大切にすることは評価できるが、具体的な緑の保全や誘導について方策が書かれていない。（景

観誘導は具体的な物の誘導が必要で、理念的に緑を大切にする、保全するだけでは維持できない。その方法につい

て具体的な道筋を記述すべきである。） 

 和光市景観計画では、第3章の「3 景観形成基準」において、建築

物の建築等における植栽等の基準を設けています。その他の緑の保全

や誘導については、和光市緑地保全計画に基づき、対応を行っていき

ます。 

△ 
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番号 景観計画（素案）

章 

意見の概要 市の考え方 区分 

34 第2章3(2) 

まちなみの形成 

「イ にぎわいのある商業地景観の形成」について。建築物だけでなく商業には広告物がつきものであるから看

板その他の色彩もとても重要である。原色のはんらんするまちはNOである。和光は上品な町をめざす方が似合っ

ていると思う。 

「ア 緑豊かな住宅地景観の形成」の記述の中にある「界隈性」が判らない。初めて出会った言葉である。専門

用語か。 

界隈性とは、個々の非合理的条件が全体としては合理的にまとまっ

ている状態のことをいい、地元商店街の賑わいや生業の活気といった、

生活感あふれる雰囲気を感じさせる個性的な街並みについて、“界隈性

が高い”などといいます。 

△ 

35 第2章3(2) 

まちなみの形成 

「ア 緑豊かな住宅地景観の形成」として、大規模住宅（シーアイハイツ、諏訪原団地、西大和団地、ディック

マンションなど）における緑（樹木等）の維持・増進の重要性を加える。 

 第2章の「4 ゾーン別の景観形成方針」において、各大規模住宅に

関し、「建物・施設を中心とし、周辺での緑豊かなまちなみの形成」と

いう方針を定めています。 

△ 

36 第2章3(4) 

景観拠点の形成 

景観拠点の形成について具体的なイメージを描くべきである。（景観計画はスローガンではないので、どのよう

な景観拠点にするのかを具体的に計画し、誘導方策を記述すべきである。） 

 和光市景観計画は、景観づくりの基本的考え方を示すものであり、

景観拠点の形成のための具体的な取組については、今後、検討を行っ

てまいります。 

△ 

37 第2章4(2) 

ゾーン別の景観

方針 

和光市景観計画素案に対してそれを阻害する計画（和光市都市計画地区変更 赤池・親水公園に隣地する）があ

るのは遺憾である。 

この計画は一時中止すべきである。新産業関連のハコモノは設置すべきではない。 

（理由） 

景観計画 B 地区：北側低地ゾーンは安らぎを感ずる広々とした景観形成と有り、（ア）越戸川沿いの水辺空間

との調和（イ）外環道路、国道254とを活用した緑豊かな都市景観の形成（ウ）下水道処理工場空間を利用した公

園内外からの眺望が緑豊かな空間形成となるように配慮とある。また、越戸川は現在、埼玉県と水辺再生計画を立

案し改修工事を着工する。これは同じようにふるさとの里山、里川の再生をする計画で決定している。和光市はこ

の事を周知していない。この為かこれらの事を阻害する計画が和光市都市計画地区変更（決定となっているが）が

公開された。これはまことに遺憾な事であり反対したい。 

越戸川の赤池・親水公園付近はまさにB地区ゾーンの景観形成が必要である。土地区画整理事業で産業関連や物

流関連施設をつくる工業地ではない。この都市計画は昨今の時代の流れを逆行する計画である。また、埼玉県は新

河岸川景観プロジェクトも立案している。その事にも逆行している。和光市はみどり豊かな人間都市づくりが大き

なビジョンである。 

また、現在、赤池橋、赤池通り、トンネル坂下の通りは水道道路からの都内通勤車の抜け道で車の往来が激しく

地域住民はとても困っている。そこに物流センターを誘致する事は、さらにこの事を悪化する。地域住民は絶対反

対する。 

策定中の景観計画を強く守り、赤池・親水公園に隣地する和光市都市計画地区変更を一時撤回すべきである。再

度市民協議のお願いを強く要望する。 

38 第2章4(2) 

ゾーン別の景観

方針 

B 地区北側の低地ゾーンは赤池親水公園との緑豊かな眺望を守ると景観計画にあるが和光北インター地区整備

計画では物流関連施設の都市計画があり、全く整合が取れていない。この地区は和光市の緑豊かな景観を守るべき

大切ゾーンである事を強く明確化すべきである。理研のベンチャー企業の箱物工場を作る誘致都市計画は中止すべ

きである。和光市の将来に負の財産となり、禍根を残すこと必至である。 

和光北インター地区においては、東京外かく環状道路等の交通利便

性を生かし、新産業、物流機能等を主体とした土地利用を図るため、

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更、区域区分の変更、

用途地域の変更、地区計画の変更、防火地域及び準防火地域の変更並

びに土地区画整理事業の決定についての都市計画の決定及び変更を行

いました。 

なお、和光市景観計画では、第2章4(2)の「ウ Ｂ地区：北側低地」

及び「オ Ｃ地区：北側低地」において、和光北インター周辺におけ

る新産業、物流機能等を主体とした市街地景観の形成を景観形成方針

としました。 

 

□ 
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番号 景観計画（素案）

章 

意見の概要 市の考え方 区分 

39 第2章4(2) 

ゾーン別の景観

形成方針 

 

「ウ B 地区：北側低地」の方針に次の一項目を加え入れるべきである。即ち、「南側に隣接した住宅街及び区

域内にある保育園などと調和したまちなみの形成。」 

（理由） 

B 地区では土地区画整理が平行して行われる予定になっているので産業関連や物流関連の施設の計画が考えら

れる。当地区は越戸川水辺用生の事業と平行して、県の新河岸川景観プロジェクトの企画もあり一方現地では南側

に迫る住宅街、保育園、教会と調和した景観作りが欠かせないからである。 

40 第2章4(2) 

ゾーン別の景観

方針 

「景観づくりの方針の体系」の中で、北側低地に対して「安らぎを感じる広々とした景観の保全」とあるが、市

側は本当にこのゾーンの緑を残し保全する気持ちがあるのか、この景観計画を阻害するような「和光市都市計画地

区変更」でインター周辺に新産業関連の誘致が出てきている。この景観計画との整合性がとれていないと思われる。

和光市側のこの景観計画に対する、具体的な対応方針がこの中からは読み取れない。 

41 第2章4(2) 

ゾーン別の景観

方針 

「ウ B地区：北側低地」について。新倉5丁目あたりのことと思うが、安らぎを感じる広々とした景観が今あ

る。このまま次世代にわたせるでしょうか。水辺空間を守るには知恵とお金が必要だと思う。区画整理が近いうち

行われると書かなくて良いのか。 

和光北インター地区においては、東京外かく環状道路等の交通利便

性を生かし、新産業、物流機能等を主体とした土地利用を図る地域と

して、第2章4(2)の「ウ Ｂ地区：北側低地」及び「オ Ｃ地区：北

側低地」において、和光北インター周辺における新産業、物流機能等

を主体とした市街地景観の形成を景観形成方針としました。 

なお、和光北インター地区では、地区計画を定めました。地区計画

では、圧迫感のない整然としたまちなみの形成を図るため、敷地面積

の 低限度及び壁面の位置の制限や、緑豊かなまちなみの形成を図る

ため、かき又はさくの構造の制限等を定めております。 

△ 

42 第2章 

景観計画区域に

おける良好な景

観の形成に関す

る方針 

方針はいいと思うが、景観拠点の形成の欄に〔エ〕として、市役所と公共の建物を加えてください。多額の税金

をつぎ込んで建設したのであるから市民の財産として美しく守りましょう。 

 市の公共施設については、拠点には位置付けていませんが、景観に

配慮して維持管理を行っていきます。  

 

△ 

43 第2章 

景観計画区域に

おける良好な景

観の形成に関す

る方針 

景観拠点の形成の欄に〔オ〕として、「他市と境目になっている所を美しく整えて、景観の拠点とする」という

案である。ここから和光市だとハッキリ判ると楽しいでしょう。 

 鉄道により本市に来訪した人の玄関口として、和光市駅を位置付け

ています。 

なお、本市では他の自治体との境界付近に河川が流れており、第 2

章3(3)の「ウ 河川景観軸」において、河川景観軸を位置付けていま

す。 

△ 

44 第2章5 

景観づくりの推

進 

景観づくりの推進はできるところから始めるとあるが、景観行政はできるところから始めるのではできない。基

本的な方針について、居住者と協議、合意のうえで、具体的なビジョンづくりが必要である。 

 今後は、協働による景観づくりが重要となりますので、地域ごとで

景観づくりの方向性やルールづくりに向けて話し合う機会の創出など

を行っていきます。 

 なお、和光市景観計画の策定においては、公募市民が参加する和光

市景観計画等検討委員会の開催、パブリックコメント及び説明会の開

催を行い、都市計画審議会の意見を聴いて策定しました。 

△ 

45 第2章5(1) 

協働による景観

づくり 

 

景観づくりを協働によることは評価できるが、その方法が具体的でない。（景観づくりは、できることからやる

ものではない。市民の総意のもと、行政が主体的に取り組み、協働作業を推進すべきである。まちづくり協議会等

の支援、立ち上げ等、行政が先頭に立って支援すべきである。） 

 今後は、協働による景観づくりが重要となりますので、地域ごとで

景観づくりの方向性やルールづくりに向けて話し合う機会の創出など

を行っていきます。また、市民や事業者に対する情報の受発信、景観

づくりに関する取組や活動のネットワークづくりなどの支援を行って

いきます。 

△ 
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番号 景観計画（素案）

章 

意見の概要 市の考え方 区分 

46 第2章5(2) 

できるところか

ら始める景観づ

くり 

発展段階として、先進市に学ぶ、他市の人々との交流、も貴重ではないでしょうか。 ご意見を受けて、第7章の「2 できるところから始める景観づくり」

において、先進的取り組みの他地域への波及、連携。他自治体の住民

との交流、連携についての記述を追加しました。 

◎ 

47 第2章5(3) 

景観づくりを推

進するための市

の取組 

「敷地内の緑化に取り組みましょう。」とあるが、道路から見える所に花があるのが望ましいので、明記してく

ださると嬉しい。 

 

 

 第３章の「３ 景観形成基準」において、建築物の新築等、工作物

の新設等における道路等の公共空間に面する部分の植栽についての景

観形成基準を示しています。 

△ 

48 第2章5(3) 

景観づくりを推

進するための市

の取組 

市の取り組みであるが、サンアゼリア、市役所、駅前出張所など花を飾るという気遣いがない。率先実行と書い

ても誰も動かない。動きたい人が動けるようなシステムを考案してください。敷地の中の雑草を抜いたり、前の道

路をきれいに掃いたりする心遣いが誰かにあると公共の場は変わる。きれいな景観づくりに真面目に取り組んでい

る人たちを表彰するとかも必要ではないでしょうか。 

 貴重なご意見として受け止め、今後の景観づくりの参考とさせてい

ただきます。 

 

△ 

49 第3章 

良好な景観の形

成のための行為

の制限に関する

事項 

「一定規模以上は届出る。それ以外は自由です。お好きなようにどうぞ。」ということか。良好な景観は望めな

いでしょう。なぜなら小さな建物が寄せ集まって街並みを形成しているからである。看板類も大きいものより、中・

小の小さな看板たちがほとんどである。本気で取り組まなければ、美しいまちは現実にならない。和光市は品の良

いまちなみが似合うと思う。 

 

 一定規模以上の建築物等については、景観への影響が大きいので、

良好な景観を形成するための届出対象行為としています。一定規模未

満の建築物等については、義務は生じないものの、景観形成基準に基

づいた建築等に努めることとなります。 

 なお、和光市景観計画では、屋外広告物の表示及び屋外広告物の掲

出する物件の設置については、埼玉県屋外広告物条例の運用により、

良好な景観を阻害することなく、適切な誘導を図ることとしています。 

△ 

50 第3章 

良好な景観の形

成のための行為

の制限に関する

事項 

第3章で行為の制限が出てくるが、ビジョンが無いままで規制をかけることの無意味さがわかっておられないよ

うである。規制は誘導のための手段の１つで、目的ではない。 

 

 行為の制限については、「第2章 景観計画区域における良好な景観

の形成に関する方針」に沿って、景観づくりを推進するため、建築物

の建築等の規模や形態意匠、色彩などの点から景観への配慮を求める

景観形成基準を設定しています。 

 また、今後は、規制のみならず、協働による景観づくりの推進とし

て、市民や事業者に対する情報の受発信、景観づくりに関する取組や

活動のネットワークづくりの支援などを行っていきます。 

△ 

51 第3章 

良好な景観の形

成のための行為

の制限に関する

事項 

行為の制限に関する事項には和光市の特徴的な景観を誘導するための具体的な理由付けが見られない。（説明不

足なため、内容が通りいっぺんの規制のように見える。色彩は特に内容を決定した理由が読み取れない。） 

△ 

52 第3章2(1) 

届出対象行為 

届出対象行為であるが、甘すぎると思う。10mというのがね。すべてが望ましい。 

 一定規模以上の建築物等については、景観への影響が大きいので、

良好な景観を形成するための届出対象行為としました。 

本市では、現在、埼玉県景観計画の適用を受けており、高さ要件と

しては、建築物及び工作物は、共に高さ15ｍを超えるものが届出対象

となっていますが、和光市景観計画では、高さ要件を10ｍを超えるも

のとすることで、埼玉県景観計画よりも届出対象行為の範囲の拡大を

行っています。 

色彩については、住宅系、商業業務系等土地利用別の地域ごとに、

それぞれの地域に応じた制限基準を定めています。 
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番号 景観計画（素案）

章 

意見の概要 市の考え方 区分 

53 第3章2(1) 

届出対象行為 

届出対象行為については不測の事態に備えて、「その他」の行為という欄も用意しておいたらいかがでしょう。  届出の対象となる行為を行う場合は、行為者に対して届出の義務が

生じることとなりますので、届出対象行為を明確に示しておく必要が

あります。 

△ 

54 第3章2(2) 

適用除外 

適用除外のウについても甘い。仮設というと2～3か月で終わってしまうように感じてしまうが、半年以上そこ

にあるなら地域の景観を損なわない気遣いが必要である。12か月以上は仮設とは言えない。 

 建築基準法第85条に規定する仮設建築物については、一時期に設置

される建築物であるため、届出対象行為の適用を除外しています。 

△ 

55 第3章3 

景観形成基準 

その他であるが、植栽等のエとして、「維持管理の出来なくなったお宅には適宜、支援をする。」と付け加えてく

ださい。何らかの事情で手入れのできないとき、助け合って景観を守っていきましょう。その他に付け加える項目

として、セットバックが重要と思う。新築、改築の際、セットバックをお願いしている自治体のことを聞いたが、

確かにゆとりが出て、歩きやすくなる。木のない家が増えている。小さな敷地にいっぱいに立上る戸建、アパート。

本気で取り組むなら植栽のない建築は不許可としなければならない。そろそろ本気を出してください。 

本市では、住宅敷地内の植栽について、生け垣設置奨励補助金、保

全地区・保存樹木などの支援制度を実施しています。なお、第3章の

「3 景観形成基準」においては、建築物の新築等を行う際の基準につ

いて示しています。 

 セットバックは、将来は道路の幅員を確保でき、災害時には避難通

路や火災の延焼防止の役割を果たし、緊急車両（消防車・救急車等）

の活動に支障がないようにすることが目的です。本市では、和光市駅

南口地区等において、地区計画で壁面の位置を定めています。 

△ 

56 第3章5 

勧告基準 

 

第3章6 

変更命令基準 

「(2) 物件の堆積」のアの「3m を超えるとき。」の表現であるが、含みのある別の言い方を考えてください。

2m70cm でもひどい景観のときは勧告できるように。変更命令基準の下の行に「面積の1/3 を超えるとき」とある

が甘い。厳しくてもいいではないか。初めが大切である。1/10とか。 

 勧告基準は、届出者においても判断が的確に行われるよう、明確に

しています。 

 勧告基準及び変更命令基準においては、色彩の制限に関し、外観の

うち各立面につき、当該立面の面積の３分の１を超えると認めるとき

に適用すると規定しています。アクセント色としての使用や周辺への

影響等を考慮して基準を設けております。 

△ 

57 第4章1 

景観重要建造物 

景観重要建造物に指定する場合、個人所有物ではあるが、景観上、市民としての誇りにしたい公的財産でもある

ことを充分所有者に誠意をもって、説明し、保護・保全を支援する約束をして同意を取り付ける行政及び市民団体

の誠意ある努力が、必要であり、担当課・担当者を明確にして日常の信頼関係を築いておくことが、大前提条件で

あると思う。誠意ある行動を期待する。 

景観行政の担当課は都市整備課です。貴重なご意見として受け止め、

今後の景観づくりの参考とさせていただきます。 

□ 

58 第4章2 

景観重要樹木 

景観重要樹木については、単に樹木のみを重視するのではなく、それを含む植生（生態系）の維持を重視すべき。 景観重要樹木は、景観上重要な単体の樹木について指定するもので

あり、樹林地等の緑地を一体的に指定するものではありません。緑地

における植生や生態系の維持については、貴重なご意見として受け止

め、今後の参考とさせていただきます。 

□ 

59 第4章2 

景観重要樹木 

景観重要樹木についても同じく、特に「みどりの文化財として、老木・大木・さくらの古木・銀杏の古木等の指

定については、樹形の維持も含めて、しっかりと保全していく必要がある。保全・保護したい樹木については、Ａ．

みどりの保護・緑化推進条例、Ｂ．景観法・景観計画、Ｃ．文化財保護、Ｄ．税制上の優遇等複数条件を充分配慮

して、保全を継続するよう所有者の同意をとりつけることが必要と思う。 

貴重なご意見として受け止め、今後の景観づくりの参考とさせてい

ただきます。 

 

□ 
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番号 景観計画（素案）

章 

意見の概要 市の考え方 区分 

60 第5章 

屋外広告物の表

示及び屋外広告

物を掲出する物

件の設置に関す

る行為の制限に

関する事項 

屋外広告物については、誘導などではなく、強度な規制がかけられないのでしょうか。商業地域とはいえ、せっ

かく街並みが整備されても、派手な広告や、巨大液晶画面、移動式の電灯がついた看板広告などが、残るとなると、

逆にそれらが際立ってしまう。また色や照度だけでなく、音声や音楽の規制も合わせて必要ではないでしょうか。

 

 和光市景観計画では、屋外広告物の表示及び屋外広告物の掲出する

物件の設置については、埼玉県屋外広告物条例の運用により、良好な

景観を阻害することなく、適切な誘導を図ることとしています。例え

ば、商業地区については活気を求める声も多く、地域の特性に応じた

屋外広告物の制限を講じていくことが想定されますが、将来的には検

討することとしています。 

 なお、音声等については、埼玉県生活環境保全条例に夜間営業の騒

音の規制等の規定があります。 

△ 

61 第5章 

屋外広告物の表

示及び屋外広告

物を掲出する物

件の設置に関す

る行為の制限に

関する事項 

屋外広告物の規制を和光市独自に条例化してはどうか。（景観行政団体になる事が前提なので、屋外広告物等の

規制についても、市独自の条例、罰則等を設けるべきである。） 

 地域の景観特性に応じた屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出す

る物件の設置に関する行為の制限について、将来的には検討を行って

いきます。 

△ 

62 第5章 

屋外広告物の表

示及び屋外広告

物を掲出する物

件の設置に関す

る行為の制限に

関する事項 

屋外広告物であるが、屋内広告物も視野に入れないと景観が荒れてしまう。ガラスの内側は屋内であるので抜道

になってしまう。要注意である。小さな看板でも原色で数が集まると景観を壊す。行政のつくる指示物も要注意で

あると地元の市民は見ている。クレジットローン会社の小さなはりつけ看板もあちこちに目立つ。大きいものだけ

が景観を壊すのではない。小さいものがあなどれない。 

 埼玉県屋外広告物条例では、ガラスの内側の掲示物も屋外広告物と

して適用されます。 

 和光市景観計画では、屋外広告物の表示及び屋外広告物の掲出する

物件の設置については、埼玉県屋外広告物条例の運用により、良好な

景観を阻害することなく、適切な誘導を図ることとしています。 

△ 

63 第6章 

景観重要公共施

設の整備に関す

る事項 

京都などの観光都市は、皆で美しいまちづくりに協力し合っていると聞いた。和光市も京都に負けないように美

しいまちになりましょう。せめて東上沿線で も美しいまちを目指したいものである。 

 今後は、協働による景観づくりが重要となりますので、市民、事業

者のご理解をいただけるよう周知、啓蒙に努めながら、景観づくりを

進めてまいります。 

□ 

64 第6章 

景観重要公共施

設の整備に関す

る事項 

第6章は 後の章なのに道路と駅の周辺しか触れていない。もっとあるでしょう。 

第7章も付け加えてほしい。時代も市民も変わっていく。変化についていけるような柔軟に対応していける景観

計画であってほしい。 

交通広場という呼称に違和感がある。人間都市を標榜するなら別の言い方を考えてください。 

景観重要公共施設ときいて、すぐ思い浮かぶのは樹林公園である。それと越戸川の下流地域。どちらも他市に誇

れる景観だと思う。大切に守り、育てていきたいものである。この2つの名所をつなぐ道路を整備すれば和光市は

もっと人が寄ってきて栄えることでしょう。 

 和光市駅周辺は、本市の玄関口として景観づくりにおいて特に重要

であることから、景観重要公共施設として市道 475 号線、市道 2002

号線（一定区間）、和光市駅北口駅前交通広場を位置付けています。 

 なお、和光市駅北口駅前交通広場という名称は、都市計画で定めて

いる名称です。 

 また、ご意見を受けて、景観計画の見直しについて、第７章に「4 

計画の見直し」を設けて記述しました。 

◎ 

(一部

対応) 
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＜和光市景観条例に関すること＞ 

【区分の凡例】 ◎意見を反映し、案を修正した  △案を修正しなかった  □その他（感想、この案件以外への意見等） 

番号 項 目 意見の概要 市の考え方 区分 

65 全体 記載内容が不十分 

この条例が出来てもこのままでは何の効果も期待できない。記載されている内容が、幅広く認められていて、何

も規制してないのと変わらない条例となっている。 

 和光市景観計画では、建築物の建築等の規模や形態意匠、色彩など

の点から景観への配慮を求める景観形成基準を定めています。一定規

模以上の建築物等については、届出対象行為を設定し、誘導を図るこ

ととしています。 

△ 

66 全体  条例（素案）をつくるのに、5回位の会議で取りまとめる事は、あまりにも拙速すぎる。各種市民団体懇談会や

地域別懇談会などを積極的に行うべきである。また、市民景観ワークショップなど開いて、多くの人たちの声を聞

いて、市民が納得する条例（素案）をつくることが大切だと思う。 

 和光市景観条例の制定においては、公募市民が参加する和光市景観

計画等検討委員会の開催、パブリックコメント及び説明会の開催を行

い、市議会の議決を経て制定しました。和光市景観計画等検討委員会

には、和光市自治会連合会などの公共的団体を代表する者も委員に含

まれています。懇談会等は行っておりません。 

□ 

 

67 － 前文として、「町の景観はそこに住む人々の生活とその町の快適さを表す。美しい景観を持つ町は人々に親しま

れ愛される。市、市民及び事業者とのパートナーシップの下で、より優れた景観条例を作り出していきましょう。」

などの文章を入れたらどうでしょう。 

 一般的に前文は、法令等の制定の基本的な考え方を明らかにするた

めに設けるものであり、具体的な法規を定めたものではなく、前文の

内容から直接法的効果が生ずるものではありません。 

和光市景観条例は、景観計画の運用等に関し必要な事項を定めてお

り、基本的な考え方については、和光市景観計画の序章の「1 策定の

背景」、「2 策定の目的」、「4 本市における“景観づくり”」において

記述しており、和光市景観計画に基づく施策の推進において、広く啓

発を行っていきます。 

△ 

68 第１章 総則 景観条例について。あまりにもドライな作文なので、読み進めるのが辛かった。第1条の結びは、大切なところ

であるのでハートの感じられる書き方の方が市民に受け入れやすくなると思う。美しいまちを創り、次の世代に渡

したいと、大人たちは頑張っている。そういう、熱い思いを反映する文章をつくってください。強制力を持たない

条例はむなしい。戸田市とか見てください。望むのは力ある条例である。 

第１条の結びについては、景観の形成は、まちづくりの一環であり、

良好な景観の形成を進めていくことは、本市が目指しているまちの実

現の一翼を担うものであることから、本市のまちづくりにおいて目指

している住みやすいまちの実現に寄与することを高次の究極的な目的

として定めたものです。 

強制力については、和光市景観計画では、現在適用を受けている埼

玉県景観計画よりも届出対象行為の範囲の拡大及び変更命令基準の強

化を行っています。 

□ 
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番号 項 目 意見の概要 市の考え方 区分 

69 第１章 総則 「良好な景観の形成」の良好な景観の定義（国・県・市の定義）、理想とする景観を明示していただきたい。市

民に分かりやすい説明が必要と思う。 

良好な景観の形成について、和光市景観計画では、序章の「４ 本

市における“景観づくり”」において、「都市と自然との調和を大切に

する景観づくり」として説明をしています。 

国、埼玉県、和光市（市）については、和光市景観条例ではこれら

を明確に定義する必要性がなく、広く一般的に使用されている意味で

使用しています。 

国とは、領域、人民及び主権を有して成立しているもので、「日本」

の名称を用いているものをいいます。 

埼玉県とは、行政区分の一つであり、市町村を包括する地方公共団

体として、当該名称を用いているものをいいます。 

和光市（市）とは、行政区分の一つであり、基礎的な地方公共団体

として、当該名称を用いているものをいいます。 

なお、「良好な景観」については、景観法及び埼玉県景観条例におい

ても、定義されておりません。 

△ 

70 第１章 総則 「景観法の施行に関し必要な事項」の必要な事項を分かりやすく明示していただきたい。  「景観法の施行に関し必要な事項」とは、本市において景観法の施

行に関し条例で定めることが必要であるとして、第２章で定めている

事項のことをいいます。 

□ 

71 第１章 総則 「住みやすいまちの実現」の住みやすいまちとは、めざすまちを具体的にイメージできるよう明示していただき

たい。（別紙・解説書・ダイジェスト版で結構である。） 

 「住みやすいまち」として目指しているまちのイメージについては、

安全かつ安心な生活が営まれ、都市と自然との調和を大切にした良好

な環境及び景観があり、産業及び文化が振興しているまちをイメージ

しています。 

□ 

72 第１章 総則 国・県・市の役割について、わかりやすく、教えていただきたい。（同上趣旨）  国は、良好な景観の形成に関する総合的な施策を推進し、実施する

など、我が国における総合的な景観行政を担う役割があります。 

埼玉県は、良好な景観の形成の促進に関し、県内における総合的な

施策を策定し、実施するなど、広域的な景観行政を担う地方公共団体

としての役割があります。 

和光市は、良好な景観の形成の促進に関し、市内における施策を策

定し、実施するなど、住民に も身近な地方公共団体として景観行政

を担う役割があります。  

□ 

73 第１章 総則 （市の責務）第3条に「市の都市計画との整合性を図る」文言を追加する。これにより和光市の田園と都市の織

りなす美しい景観の実現が図れるので追加を強く希望する。 

 

景観法において、景観計画は、都市計画区域の整備、開発及び保全

の方針並びに都市計画マスタープランに適合することとされており、

景観づくりはこれらを基本として進めていくこととなることから、文

言の追加は行っていません。 

△ 

74 第１章 総則 （事業者の責務）第5条について、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しないと思われる業者に

対して、何らかの罰則が必要だと思う。 

 「市が実施する良好な景観の形成に関する施策への協力」について

は、事業者の責務として規定しているものであり、義務事項ではあり

ません。したがって、罰則の対象とはなりません。 

△ 
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番号 項 目 意見の概要 市の考え方 区分 

75 第２章 景観計

画 

行為の規制等について、一般市民に理解・周知できるよう、図式等で別途でよいから、説明していただきたい。

また、出前講座等、公民館等で、関係団体、事業者も含めて、説明会・意見交換会を開き、周知・協力の努力が必

要と思う。 

 今後は、和光市景観計画及び和光市景観条例に基づく行為の届出に

ついての手引書を作成するとともに、和光市景観計画及び和光市景観

条例について周知を行っていきます。 

□ 

76 第２章 景観計

画 

届出を要しない行為があまりにも多すぎると思われる。例えば、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替

え又は色彩の変更など、届出を要しないとあるが、甘すぎると思う。これでは原色（赤、ピンク、黒など）をいく

ら使っても可となるのではないか。原色は認めないという文言を入れてほしい。なお、現在建っているワンルーム

マンションについては、業者に対して何らかのペナルティを科してほしいと思う。 

 和光市景観条例では、一定規模以上の建築物の建築等の行為につい

て、届出対象行為としており、詳細は規則に委任しておりますが、和

光市景観計画では、建築物の建築等の行為について、外観のうち各立

面の面積の3分の1を超えて変更することとなる修繕等を届出対象行

為としています。 

 また、建築物の外壁又は工作物の表面及び屋根、物件の堆積の遮蔽

物における色彩等については、和光市景観計画で色彩の制限基準を設

定しています。 

 なお、建築等の行為が行われた当時の法令等の規定に反していない

建築物等については、罰則を科すことはできません。 

△ 

77 第２章 景観計

画 

景観重要建造物及び景観重要樹木について、市民の理解・協力なくしては、実現が困難な内容と思う。市民に分

かりやすく図式・解説書を作り、又説明会を開催するとか、の努力が必要と思う。 

 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定後、所有者は、管理義務が

生じ、また、行為の規制を受けることとなることから、これらの指定

に当たっては、所有者の理解、協力等を求めてまいります。 

□ 

78 － 第1章から第3章までしかなく、内容が非常に乏しいものとなっている。都市景観審議会を設置したり、表彰・

助成等の項目を設けたりしたらどうでしょう。まず、都市景観審議会であるが、その組織は市長が要嘱すること。

構成（委員の）は、10 人以内とする。その内訳は、①公募による市民②各種団体の代表③学識経験者④その他市

長が必要と認める者とする。次に表彰・助成等については、表彰は、「市長は景観形成に貢献したと認められる個

人又は団体を表彰することができる。市長は景観形成に寄与している建築物、工作物及び広告物のうち、特に優れ

ているものについてその所有者等を表彰する事ができる。」、助成は、「市長は協議会等に対して、助言を行うと共

に、その運営に要する経費の一部を助成することができる。市長は景観形成に寄与すると認められている行為をし

ようとする者に対して、必要な援助を行う事ができる。」などの文章を入れていただききたい。 

 ご意見を受けて、景観審議会の設置に係る規定を追加しました。（第

６条、第７条、第１８条第１項、第２０条第１項及び第２３条） 

 表彰・助成等については、貴重なご意見として受け止め、今後の景

観づくりの参考とさせていただきます。 

 

◎ 

(一部

対応) 

79 － 景観条例は行政指導権、罰則強化が必要 

条例化以前の建築物で現在問題化しているものに対しては行政指導をすべきと考える。その事を条例化すべきで

ある。今後も営利目的の住宅開発業者主導で乱開発が進めば景観計画は根底から崩れる。 

 条例施行前に行為が行われたもので、現在問題化しているとご指摘

のものについては、個別の事案ごとに状況等が異なりますので、それ

ぞれの状況等を勘案し、公正、中立な立場で対応を図ることとしてお

ります。 

なお、工事を中断した開発行為等については、安全面等の指導を行

っております。 

△ 

80 －  景観条例には罰則がないようであるが、守らないと施工者が損をするような工夫を条例に盛り込むか、他の方法

を検討していただきたい。すなわち、条例を超えて高い建築物を作ってしまった地主には、通常の数倍の固定資産

税を課すとか、広告物の面積に応じた税金を課すといったようなアイデアで、景観条例を守らないと大きなしっぺ

返しがくるような工夫をしていただきたい。ただ条例を作っただけではあまり意味がない。 

 良好な景観の形成のための行為の制限について、景観法で罰則が定

められています。 

△ 

81 － 景観条例に罰則規定が必要ではないのか。（勧告だけでは拘束力がない。）  良好な景観の形成のための行為の制限について、景観法で罰則が定

められています。 

△ 
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番号 項 目 意見の概要 市の考え方 区分 

82 － この和光市景観条例について、市民参加といった立場からの取り組みがとても少ないように感じる。 

景観づくりとして地域別にさまざまな考えが列記されているが、市民レベルでの取り組みについては29 Pに市

民の取り組みとして自主的取り組みが記載されているにすぎない。 

和光市の景観計画は大規模開発や、企業・工場・自然環境など広く大きい対象物をメインに記載しているよう

な気がしてならない。市民にとっては何となくよそ事に感じてしまう。 

環境問題に取り組んでいくには市民一人ひとりに環境問題・景観問題について認識を持ってもらって、市民レ

ベルにおける取組をやっていく必要があるのではないかと思う。 

ぜひ、市民レベルで参加できるような内容を盛り込んでいただきたいと思う。具体的には、生垣の推奨、花一

杯運動の推進、公共道路における花の手入れ、みどり豊かな市とするためのさまざまな取り組み（公共道路にお

ける市民の花一杯活動、ブロックの高さを制限するとともに生垣に対する補助事業、花のきれいな家の表彰と見

学制度の実施、いろいろなクラブによる花一杯活動の推進、駅など公共施設に対する花ボランティアの設置、花

のたねの配布、家の屋根に芝などの緑化を図る家庭への助成、企業への助成、個人景観賞の設置、歩道に植物を

植えるスペースの設置と市民ボランティアの募集）、希望する家庭に鉢と種を配布してだれが一番きれいな花を咲

かせることができるコンテストの実施、景観に対して実績ある人あるいはグループ・団体を表彰する（和光市景

観賞個人賞・団体賞）などありとあらゆる方策をもって多くの市民が参加し、かつ意見交換をする機会を作って

頂く事を盛り込んでいただきたい。そうすることによって市民が景観に対して興味を持つと共に、問題意識も高

まってくるものと思う。この問題意識の高まりが条例の価値を高めると共に景観条例を尊守する人が増えるもの

と思う。まず身近な場所を美しくすることによって街全体の景観が美しくなっていくのではないかと思っている。

 市民参加による景観づくりの具体的な取組については、貴重なご意

見として受け止め、今後の景観づくりの参考とさせていただきます。 

 

△ 

83 － 景観条例の運用に係る行政の体制が見えない。（景観指導に一番重要な、具体的な運用に係る行政の窓口、手続

き等のイメージが見えない。） 

 今後、行為の届出に関しては、手引書を作成し、周知を図ってまい

ります。 

□ 

84 － 条例施行以前の建築物や施設関連で本景観計画に著しくそぐわない事案について、解決可能な処理が出来るよ

うにすべきである。（例えば不況にて中断した工事により、環境破壊が著しい物） 

 工事を中断した開発行為等については、特殊な状況であり、個別の

事案として、安全面等の指導を行っております。 

△ 
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＜和光市景観計画、和光市景観条例双方に関すること＞ 

【区分の凡例】 ◎意見を反映し、案を修正した  △案を修正しなかった  □その他（感想、この案件以外への意見等） 

番号 景観計画（素案）

章 

 

景観条例（素案）

項目 

意見の概要 市の考え方 区分 

85 計画 

全体 

 

条例 

全体 

内容について地域ごとに意見を聴取する予定はないのか。（日常の生活空間を規制する内容であるので、各地域

に出向き、説明を行い、意見を取りまとめて計画に反映させるべきと考える。） 

 和光市景観計画及び和光市景観条例の策定においては、公募市民が

参加する和光市景観計画等検討委員会の開催、パブリックコメント及

び説明会の開催を行い、景観計画は都市計画審議会の意見を聴いて策

定し、景観条例は市議会の議決を経て制定しました。地域ごとにおけ

る説明や意見の聴取は行っておりません。 

□ 

86 計画 

序章1 

策定の背景 

 

序章2 

計画の目的 

 

条例 

第１章 総則 

作成の目的が明確に示されていない。 

和光市景観計画・和光市景観条例（素案）の両方とも、その目的が明確に示されていないため、この条例でなに

を目指し、どのように規制するか見えてこない。 

 ご意見を受けて、和光市景観計画では、序章の「1 策定の背景」に

おいて、本市の特徴を生かした地域性豊かな景観に配慮したまちづく

りをさらに進めていくとともに、良好な景観の誘導を図るため、和光

市独自の景観条例の制定を目指すとともに、景観計画を策定すること

とした旨を記述しました。また、序章の「2 計画の目的」において、

まちの特色や地域の個性を生かした良好な景観を市民、事業者及び市

が一体となって守り、育て、創っていく活動を推進し、市民のまちへ

の愛着や誇りを育み、良好な景観を次世代に継承していくことを目的

とする旨を記述しました。 

 和光市景観条例では、第１条で良好な景観の形成を推進し、もって

住みやすいまちの実現に寄与することを目的とする旨を定めていま

す。 

◎ 

(一部

対応) 

87 計画 

第5章 

屋外広告物の表

示及び屋外広告

物を掲出する物

件の設置に関す

る行為の制限に

関する事項 

 

条例 

－ 

和光独自の規制内容を入れるべき 

野外広告については目に余るものが多く、和光市の景観一番影響度の高いものと考える。これを規制するのは

野外の広告のサイズを50センチ*50センチに規制するぐらいのことをしなければこの条例を制定する意味はない。

 和光市景観計画では、屋外広告物の表示及び屋外広告物の掲出する

物件の設置については、埼玉県屋外広告物条例の運用により、良好な

景観を阻害することなく、適切な誘導を図ることとしていますが、将

来的には検討を行っていきます。 

△ 
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＜和光市景観計画、和光市景観条例以外に関すること＞ 

【区分の凡例】 ◎意見を反映し、案を修正した  △案を修正しなかった  □その他（感想、この案件以外への意見等） 

番号 － 意見の概要 市の考え方 区分 

88 － 和光市は将来の都市像として、「みどり豊かな人間都市・和光」そして、豊かな福祉・環境教育の実現（こころ

豊かな福祉・教育・文化のまちづくりをスローガンとして、掲げている。即ち、①みどり豊かな自然環境のまちづ

くり、②こころ豊かな文化・教育・福祉のまちづくり、に向かって市・市民・事業者が協働して、まちづくりを推

進している現状であり、NPO法人・市民活動団体の活動も盛り上がってきている。更に「守る・育てる・創る」を

促進するため更なる協働の連携・プロジェクトの実行が必要であるので、現在の環境に関する市民活動団体をリス

トアップ等して、市民への周知を提案する。 

 貴重なご意見として受け止め、今後の景観づくりの参考とさせてい

ただきます。 

 

□ 

89 － 「さくらまつり」「みどりのイベント」等で、みどりの資源等を、市民生活の活性化のために有効に利用し、市

民の関心度を高める組織的行事化も必要と思うので具現化を検討願いたい。 

緑に関するイベントとして、「緑化まつり」を平成20年から開始し

ております。2回目として、平成21年5月に開催した「緑化まつり」

では、市の花であるさつきの盆栽や山野草の展示、ガーデニング教室

やさつきの手入れ教室などの体験教室等を行っております。 

□ 

90 － 街路樹・団地内の植栽（花）の推進を支援する制度を検討・確立していただきたい。  植栽等の支援制度については、貴重なご意見として受け止め、今後

の参考とさせていただきます。 

□ 

91 － 屋上緑化を推進する支援体制を検討・確立していただきたい。 屋上緑化については、ヒートアイランド現象の抑制等環境上果たす

役割が大きく、和光市環境基本計画において、自然を取り入れた快適

な環境づくりの取組として、屋上緑化の促進について定めています。

屋上緑化の支援体制については、貴重なご意見として受け止め、今後

の参考とさせていただきます。 

□ 

92 － ビオトープの開発・推進・維持の支援体制の確立をお願いしたい。  和光市環境基本計画及び和光市環境基本計画実行計画において、自

然を取り入れた快適な環境づくりの取組として、公共施設等でのビオ

トープの設置、維持管理等について定めています。ビオトープの支援

体制については、貴重なご意見として受け止め、今後の参考とさせて

いただきます。 

□ 

93 － 旧川越街道等に面した、さくらの大木・老木の保全と樹形の維持（道路にはみだした枝を切り落とし樹形を損な

っている）等について、所有者に協力を依頼し、景観の維持に努めること。 

さくらの保全等については、貴重なご意見として受け止め、今後の

参考とさせていただきます。 

□ 

94 － 生垣の補助について、所有者が高齢化のため、保全についても支援を検討する必要がある。  緑化推進及び災害防止を目的として、現在、生け垣の設置について

は、和光市生け垣設置奨励補助金交付要綱に基づき、費用の補助を行

っております。生け垣の保全については、貴重なご意見として受け止

め、今後の参考とさせていただきます。 

□ 

95 － 湧水・斜面林の保全・活用について、所有者の理解・協力を誠意もって、同意を取り付け実現するよう努める必

要がある。 

和光市緑地保全計画に定めている緑地の保全・活用方針に基づき、

土地所有者に対し、理解・協力をいただくよう引き続き協議してまい

ります。 

□ 

 


