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SYNOPSIS 

Recently, scenery has been obstructed by making the city multistory, and it has been get

ting uniform each other cities in Japan. So that, any kinds of policies which concerns p

reservation of mountains prospect has been enacted in some municipalities.  

According to above, it is discussed in this study, that whether each policy achieves get

ting preservation of mountains prospect which is aimed to or not. 

As results of study, followings are clarified 

A) It is shown that the relation between the scenery tried to keep by the policy and ac
tual scenery. 

B) And it is also shown that elements necessary to match these two sceneries.  
C) The elements are the setup of the point of view place, view range, view direction, a
nd the application of the policy. 

 
 
１．序                        

１－１ 研究の背景 
昨今日本では、都市の高層化が、周囲の自然地形などそ

の土地が元来持っていた風景の阻害につながり、都市が画

一化する一因となっている。そのような状況のなかで、全

国の自治体には、景観に関する施策を策定しているところ

が多数あり、その一つとして、山岳、港湾、河川、湖沼、

植生、市街地などの眺望景観を保全するために建築物の高

さ等の規制が行われている。 
本研究ではその中でも、特に山岳風景の眺望保全の研究

を行いたいと考えている。というのも、自然豊かで風景骨

格に恵まれた日本では、必ず周辺に視対象となる山岳が存

在する。山岳風景はその地形を認識できる大きな要因であ

るし、その風景はその都市の代表的な景観である場合が多

いからである。では、実際に山岳眺望保全施策によって、

守りたい風景は守れているのであろうか。 
１－２ 研究の目的 
そこで本研究では全国の自治体の景観施策から、特定の

視点場を設定し、視対象に可視範囲を設定して山岳風景の

眺望保全に取り組んでいるものを抽出し、それらの視点

場・視対象・可視範囲・規制手法等に関してどのような経

緯で決定に至ったのかという調査を通じて、各施策の特徴

を理解し、施策の策定前後の経緯を明らかにする。その後

互いの比較によって差異や独特の工夫を確認し、 
① 施策により守ろうとする風景は、施策によってできあ

がった風景に一致しているのか。 
② もし一致していないとすれば、その２つの風景を近づ

けるためには、どんな事が重要であるのか。 
の以上２点を明らかにすることを目的とする。 
１－３ 研究の方法と構成 
本研究は、自治体担当者及び関係者へのヒアリング調

査・自治体行政資料・新聞記事・写真・都市計画図・地形

図・景観関連文献を資料として用い、山岳眺望保全に関す

る自治体の取り組みについて研究を行うものである。 

1章では、本研究の対象となる自治体を選定する。 
２章から６章では、本研究で扱う５自治体それぞれにつ

いて、視点場・視対象・可視領域・規制手法等に関してど

のような経緯で決定に至ったのかを明らかにし、施策の策

定前後の具体的な動向や運用状況を踏まえて、既存不適格

建築物に対する考え方や視点場の設定、視点場と視対象の

組合せや可視領域に対する論考を行い、施策がどのような

意図でどのように実行されたのか、そして市民の評価はど

のようであったのか、施策により守ろうとする風景と、施

策の結果できあがった風景は一致しているのかどうかを明

らかにする。 
７章では、互いの比較によって、施策により守ろうとす

る風景と施策の結果できあがった風景に違いがあるとすれ

ば、それはどの程度で、どのようなことに原因があるのか、

そして、どうすればそのズレを想定の範囲内に収められる

のかについて論考する。その後、８章で結論を導く。 
１－４ 研究の位置づけ 
眺望景観保全（施策）に関する主なものは、横浜、盛岡、

倉敷、岡山、の４都市について、眺望景観保全施策の策定

の経緯、運用状況、今後のあり方を論じた山田らの研究iや、

熊本、金沢、京都、倉敷、の４都市について、建築物の高

さ規制の取り組みについて、歴史的都市の街並み保全とい

う立場で断面図、地形図等を用いて言及し、その取り組み

方を類型化している森本の研究ii、３次元 CAD を用いて、
京都、奈良、鎌倉について、建築物の高さを、現状、美観

地区指定、高度地区指定と変化させることによって、山並

みスカイラインがどのように変化するのか分析している片

山の研究iiiなどがある。 
既往研究では、景観施策全般に関して、仕組み、運用等

についての研究が多数なされている。しかし、山岳眺望保

全について、視点場や視対象の設定経緯とその妥当性、施

策により守ろうとする風景と、その結果できあがった風景

との関係について論じたものはない。 
本研究は、景観のなかでも「山岳風景の眺望景観」、特に



視点場に着目し、施策や保存すべき見えがかりの有効性を

評価しようとするものである。 
１－５ 対象自治体の選定 

眺望景観に関する議論が起こる背景には、近年の高層建

造物の乱立による眺望の阻害が大きく影響している。そこ

で本研究では、都市化が進み、眺望が阻害される可能性が

ある、という理由より、全国の県・市・政令指定都市・特

別区（以後、本研究ではこれを総じて自治体と呼ぶ）の全

809 自治体（47 県,725 市,14 政令指定都市,23 特別区：平
成 17年 4月 1日現在）の施策を対象とする。 
景観に関する条例に関しては、「都市景観」パンフレッ

ト（国土交通省監修）に記載されている「景観に関する条

例の一覧（都道府県別）（平成 17年 3月 31日現在）」iv240
自治体 270条例を対象とした。 

景観に関する要綱に関しては、まちづくり条例研究セン

ター（日本商工会議所、全国商工連合会等が運営）が平成

12年 1月に行った「全国のまちづくりに関する条例及び要
綱の制定状況に関する調査」vから、市・特別区に関する要

綱を抽出し、景観に関する要綱を持つ市及び県・政令指定

都市に関しては、自治体公式 HPをもとに抽出した 289自
治体 394要綱を対象とした。 

本研究では、上記の全 664施策から、眺望保全がもりこ
まれた施策、特に山岳眺望の保全である、そして特定の視

点場を設定していて、そこからの山岳風景に最低限確保す

べき可視範囲を設定している山岳眺望保全施策を抽出した。

その結果、表１に示す５自治体が抽出され、これを本研究

の対象として研究を行うものとする。 
２．盛岡市の取り組みについて             
盛岡市では景観形成ガイドライン

により４つの視点場－視対象の組合せ

と眺望領域が設定されており、景観要

綱に基づき建築確認前に、建築

物の高さ等について事前協議が

行われている。 
盛岡市では、図１のように施

策により守ろうとする風景には

既存不適格建築物が描かれてい

ない。これは、既存不適格建築

物は建て替えの際に基準を遵守

されるよう協議を行うため、い

ずれ無くなると市当局が考えてい

たためである。 
施策策定当時のこの視点場から

の眺望は図２であるが、現在は図

３のようになっている。 
このように実際は公園隣接地に、

ガイドラインの高さは守られてい

るが大きな建築物がついたてのように広がっているため理

想とする風景とは全く違った風景が形成されてしまった。 
同じ仰角内であっても、視点場から眺望阻害要因までの

距離が近い場合と遠い場合とでは、実際にそこから眺める

表１ 本研究の対象自治体 
都市名 施行自治体名 施策名 策定年

岩手県盛岡市 盛岡市
盛岡市都市景観形成ガイドライン
盛岡市都市景観形成建築等指導要綱

1984
1995（改定）

静岡県富士宮市 富士宮市
富士宮都市景観条例
富士宮市都市景観形成ガイドプラン

1995

石川県金沢市 金沢市
金沢市における伝統環境の保存
及び美しい景観の形成に関する条例
（通称：金沢市景観条例）

1989
2003（改正）

長野県松本市 松本市
松本城とその周辺の景観保護対策
松本城周辺高度地区

1973
2001

岡山県岡山市 岡山県 岡山県景観条例
1988
1994（改正）

自治体名 盛岡市 富士宮市 金沢市 松本市 岡山県

施策名

1984
景観ガイドライン策定

1995
都市景観形成ガイドプラン

2003
景観条例改正

1973
松本城とその周辺の景観保護対策

2001
松本城周辺高度地区

1991
景観条例改正

根拠
盛岡市都市景観形成
建築指導要綱

富士宮市都市景観条例 金沢市景観条例
松本城とその周辺の景観保護対策

松本城周辺高度地区
岡山県景観条例

担当部署
都市整備部
都市計画課

景観政策推進事務局

都市整備部
都市計画課

都市整備部
まちなみ対策課

建設部
計画課

生活環境部
環境政策課

施策策定の経緯

昭和40年の教育会館建設による盛岡城址・岩手公園
からの岩手山の眺望阻害問題や、昭和42年の中津川
護岸コンクリート化による景観問題の中で育まれた市
民の環境意識が、岩手国体を契機に盛り上がりをみ
せ、当時、全国的にも金沢や倉敷などの都市のみが実
績をもつ、環境保全のための条例制定にむすびつき、

眺望景観施策に至ることになる。

条例制定の契機となった景観論争はない。昭和63年に
静岡県において、「都市景観推進の手引き」「静岡県景
観形成ガイドプラン」を策定し、県下の市町村に都市景
観形成施策の取り組みの指導があったため、平成2年
から都市景観形成現況調査を実施し、平成6年度、「富
士宮市都市景観形成ガイドプラン」を策定。その中で都

市景観条例の必要性を位置づけ、平成7年度の「富士
宮市都市景観条例」の制定に至る。

都市の高層化による眺望阻害が契機となった。盛岡の
ように一つの建築物がきっかけとなったのではなく、市
街地全体としての高層化がきっかけである。金沢市で
は建築物の高さ基準を景観条例で定めているが、これ
までの規制誘導では不十分な点がでてきたため、平成
13年度から眺望景観保全調査を始め、平成14年度に

調査をふまえ眺望景観に関するガイドラインが策定され
た。

昭和47年松本城の直近西側に建設された7階建てマン
ションを契機として、「松本城とその周辺の景観保護対
策」を策定し建築指導を行ってきた。
平成11年に景観保護対策を超えた建築計画が示され、
地元住民の反対運動が起き、市が用地を購入すること
により計画中止になったが、住民に法的拘束力のある

規制が必要との認識が高まり、「松本城周辺高度地区」
が策定された。

後楽園周辺では、1940年に風致地区指定がなされた
が、後楽園の背景が大きく問題になったのは、1971年
プラザホテル建設のときであった。プラザホテルは風致
地区外であったため合法であった。しかし、市民からの
批判を受け、後楽園の背景を考える契機になった。これ
に対し、後楽園側も、背の高い楠を植えるなど自衛手

段を講じた。岡山県では1988年に「岡山県景観条例」を
制定し、1992年に、背景保全地区に指定された。

眺望景観

眺望景観については、1980年度から全5回行なわれた
眺望景観対策調査により決定された。その中で、「山の
眺望は、都市景観の他のエレメントに比較して、川と並
んで強く意識されており、盛岡における都市景観を、最
も強く特徴づけている。したがって、盛岡の都市景観の

最も基本的な骨組みのひとつとなっており、最重要点的
な課題である。」と言われていること、市民意識の高揚
の原因であったことから、山岳風景の眺望保全に取り
組むことになる。
視点場－視対象の組合せについては、市民意識調査
より抽出された当初の20通りから徐々に減少し、最終
的に、視点場3箇所4地点，視点場－視対象4パターン
に至る。これは、眺望点として適当な数にするということ
が大きかった。
確保すべき眺望に関しては、市民に対してモンタージュ
写真を用いたアンケートにより前景の石ヶ森の稜線が

非常に重要なポイントであるという結論を出した安藤の
研究が参考にされている。また、昭和59年にガイドライ
ンの曖昧さから眺望を著しく阻害する建築物が建てら
れ、ガイドラインが詳細化された。

眺望に関しては、富士宮市都市景観形成ガイドプラン
（平成7年）において、主要な眺望点が市内で13ヶ所が
位置づけられ、そのうち富士山等眺望地域内に7ヶ所あ
る。主要な眺望点から富士山への仰角は約10～13度と
なり、絵画的に臨む見え方である。

主要な眺望点からの見え方は、都市景観形成誘導基
準（平成9年）で、「最低でも2500ｍ以上の眺望の確保」
と「富士山の標高400ｍ以上の著しく確認できる自然環
境の伐採の禁止」の２点が明記されている。この2500ｍ
は新５合目を指しており、人工的な建築物の立地が想
定されていなく、国有林であるので事実上開発行為は
不可能であることから、未来永劫にわたり富士山の原
風景が保全される区域であるので、最低でもこの区域
の眺望を遮らないよう設定された。
実現化方策は都市景観条例で、3000㎡以上の土地は
計画の届け出を求め、景観に配慮した適切な開発の誘

導や眺望の確保等を目指している。富士山への眺望
は、設定された眺望点を元にシミュレーションを行って
いる。

金沢市では、都市計画審議会の計画部会において、平
成13年度から眺望景観保全調査を始め、平成14年度
には、前年度の調査をふまえて眺望景観に関するガイ
ドラインが策定された。目的は、金沢のまちをさらに美し
く魅力あふれる快適な都市とするために、市内におけ

る眺望景観を分析し、良好な眺望景観を守り育てるた
めの施策を展開することである。
眺望点については、市民意識調査や文学作品等の資
料をもとに、52点を抽出。公共、歴史、観光、心象、緑
の稜線と連続性、自然の広がり、歴史伝統文化性の7
つの基準をそれぞれ0～2点で評価し、6箇所の眺望点
を選定した。当初は合計10点以上の10箇所を選定した
が、眺望点としての適正な数を考え、合計12点以上の6
箇所になった。

眺望景観については、1973年に東京大学大谷研究室
に依頼した松本城周辺整備に対する調査がもとになっ
ている。この調査報告書（以下、大谷報告）によれば、
「山岳の眺望は、この地に松本市が立地し、営みを続け
てきたという自然と都市との関係を端的に表現している

もの」とあり、山岳風景の保全のスタディが行われた。
視点場は、市民や来訪者の集う場所であるという理由
から松本城に設定された。3箇所の眺望点は、あくまで
も観測地点であって、これらの点からの眺望を守れば
それですべてO.K.という意味ではないが、きわめて重要
なView Pointであり、守るべき最低限の眺望であるとい
う理由から決定された。
視対象については、眺望点によって仰角2°，3°以内
に建築物の高さを抑えるとあるが、この仰角は眺望点
から視対象を見たとき外濠に添う樹木のスカイラインに
より決定された。

眺望景観については、「後楽園は、庭園内で完結する
ものではなく、借景も含めてはじめて成立する」という考
えのもとで行われた。規制範囲は、建物の外観等の細
かい部分まで判別できる範囲（中景域：約2km）とし、当
該地域の地形等も考慮した範囲とした。（主要眺望地点

から、1～2km以内の範囲）
なお、岡山後楽園の借景方向については、遠景におけ
るシルエットとしても借景に与える影響が大きいことか
ら、芥子山までの8km以内の地域、また操山方向につ
いても稜線を含む2.5km以内の地域を範囲とした。
視点場は、①延養亭東側廊下の中央面②唯心山頂上
の中央面③園内の主要散策路面、の３箇所である。こ
れは、かねてより、借景への視点場となってきた地点を
採用した。

施策具体化のために
行われた事

景観シンポジウム
市民意識調査
景観調査

景観調査 景観シンポジウム
市民意識調査
景観調査

市民意識調査
景観調査

届出段階での事前指導の限界
景観シンポジウム

眺望確保のための地区指定

視点場を中心とした扇形の領域設定、ゾーンごとの詳
細な高さ規制

具体的な手法はない 視点場を中心とした扇形の領域設定 視点場を中心とした扇形の領域設定、ゾーンごとの高さ
規制

視点場を中心とした円形と扇形（借景方向）の地区指
定、ゾーンごとの大まかな高さ基準

成功・失敗の
要因特徴

「盛岡方式」
→当初から市民・建築家・大学研究室の参加

要綱という緩い規制にした

・行政主体で決定
・現状に眺望を遮る建築物がほとんどない
・公共性の乏しい視点場がある
等の理由より市民に視点場はあまり認知されていない

市民意識調査より何度も検討を重ね視点場を決定し
た。

それまでの条例の高さ規制があるため、明確な高さ規
制は行っていない

市民の側から望んだため、難しいとされた法的拘束力
をもった規制が行われている。

高さ規制の決定理由は植栽の高さからきている

借景保全に最も重要な部分は風致地区による高さ規制
広範囲を背景保全地区に指定し、現実を考慮して眺望
景観を行っている

後楽園側の植栽による自衛手段

なぜ山の眺めを
守らなくてはならないか

「しかるべきものが、しかるべきところに存在する」という
ことが都市の個性につながるから

市域の何処からでも仰げる富士山を中心とした風景が
富士宮市の原風景だから

金沢のまちをさらに美しく魅力あふれた快適な都市にす
ることにつながるから

松本城より眺められる山並みが、この地に松本市が立
地し、営みを続けてきたという自然と都市の関係を端的
に表現しているから

借景となる山の眺めを含めてはじめて後楽園が成立す
るという考えから

表２ 各自治体の施策概要 

 

図１ 眺望確保の最小範囲 
 

図２ 施策策定当時の眺望 
 

図３ 現在の眺望 



人にとって全く異なった印象を与えてしまう。眺望阻害要

因が遠距離の場合、建築物個々のテクスチュアはとらえら

れず、建築群としてとらえられるが、近距離の場合は、建

築物個々のテクスチュアがはっきり認識でき、圧迫感をも

って視野に大きく入り込んでくるためである。 
これは、高さの基準はあっても、建築物の建ち位置につ

いては規定されていないためである。このような建築の建

ち方をすることを施策策定当時は想定していなかったと考

えられる。仰角による高さ規制を行うとこのような事態が

起こる可能性が存在する。 
眺望範囲を一旦設定したら、どのようなことを想定しなく

てはならないか、という議論が抜けてしまったと考えられ

る。「山姿の見え」は考えられたが、ひとつの「風景」とし

ては考えられていなかったと言える。 
３．富士宮市の取り組みについて            
富士宮市では、都市景観条例により 13 の視点場からの富

士山の眺望が設定されており、都市計画法第 29 条の開発
許可を受ける 3000 ㎡以上の土地は計画の届け出を求め、
景観に配慮した開発の誘導や眺望の確保等を目指している。 
富士宮市では、現状、眺望点からの眺望ラインや建築物

の高さ規制等の具体的手法はない。現状や将来においても、

富士山の眺望を阻害するような建築物が建設される可能性

は低いといえるが、現状の施策では、大きく眺望を阻害す

る建築物ができてしまう可能性がある。 
富士宮市の場合、県からの指導で景観施策を策定し、ま

た現状で眺望が守られている恵まれた環境にあり、市民の

景観に対する意識は低い。また、視点場が地形を優先して

選定されたため、公共性が低い箇所があり、施設・場所性

が優先されれば必ず入ってくるであろう箇所も抜けている。

視点場数も 13 箇所と、他の自治体よりも多くの地点が選
定されている。これらの点も、市民の意識の低さにつなが

っていると考えられる。 
山岳眺望に関しては、“富士山”というある種、絶対的・

強烈な対象が集団共有されているが故に、「対象をどう眺め

るか」といった方法論検討への意識が低かったといえる。 
４．金沢市の取り組みについて             
金沢市は、国内の景観行政については、先進的な都市で

ある。６箇所の視点場、８つの視点場－視対象の組合せを

設定し、建築物の高さ等の規制を行っている。 
視点場については、市民意識調査等から視点場として適

切な数を考え精査を行い選定された。策定後に、視点場か

らの眺望を著しく阻害するという理由から、石川県庁跡に

NHK が移転する計画が頓挫した事からも視点場が市民に

重要であると共通認識されていたことが分かる。 
金沢市は、山姿の一定高さ以上を保全するのではなく、

稜線が見えるように高さ規制を行っている。つまり、視点

場と山並みの稜線を線でつなぎ、この仰角以内に、建築物

の高さがくるようにするものである。この場合、金沢市で

は、建築の向きや色彩等で対応をしているものの、稜線は

見えるものの、山姿のほとんどを建築物に遮られる可能性

が考えられる。 
５．松本市の取り組みについて             
松本市の施策は、本研究で扱う５自治体のうち唯一法的

拘束力を持つものである。それには、２度の大きな景観論

争が影響している。松本城公園内の３箇所の視点場を設定

し、建築物の高さ規制を行っている。 
松本は、仰角の設定の根拠が、松本城の外濠沿いの植栽

の高さにある。遠景－山脈、中景－城外の建築物、近景－

城と城内の樹木や外濠沿いの植栽、とした場合、城内から

の眺望において、中景が大きくなることは、都市と自然と

の関係を象徴的に表現しているところの山岳への眺望を阻

害することになる。したがって、視点場から見えるものは、

松本城公園内と、植栽、山岳、空、のみである。 
かつ、視点場から眺望阻害要因まで十分な距離をとってい

ることで、視界に眺望阻害要因が大きく入り込むことがな

く、圧迫感の少ない風景になっている。このような設定方

法により、施策により守ろうとする風景が守られていると

考えられる。 
６．岡山県の取り組みについて             
岡山県の取り組みは回遊式庭園の借景となる山岳風景を

保全しようとするもので、他の４自治体とは少し種類の異

なるものである。岡山県では、計３箇所を背景保全地区に

指定しているが、本研究では、岡山後楽園を中心に述べる。 
岡山後楽園の規制手法は、松本市と同一である。ただ、

法的拘束力がない施策であり、後楽園の西側は岡山市の中

心部であるため、360°の背景を規制するのは現実的に不
可能である。そのため、最も重要な延養亭から操山の借景

については、厳しい基準を設けているが、市街地方向につ

いては緩い基準を設けている。 
また、借景に建築物が入り込むことに対し、後楽園側では、

植樹により植栽の高さを高くして建築物を隠すという独特

の自衛手段をとっている。 

７．自治体間の比較による考察             

７－１ 視点場の設定 

視点場の選定については、施設・場所性を優先して視点場

を選定した盛岡市・金沢市では、市民にこの眺めが大事で

あるという共通認識がある場所、客観的な価値が言える場

所が選ばれていることが分かる。また、その視点場は、先

人達も大事であると考えていた眺望を持つ場所であった。

国宝松本城や、特別名勝岡山後楽園を視点場に設定した松

本市・岡山県についても同様のことがいえる。 
一方、地形を優先させ視点場を設定した富士宮市は、本来、

施設を考慮して選定を行えば必ず選ばれるであろう、全国

1300 社もある浅間神社の総本宮である富士宮浅間神社が
選ばれることなく、抜けてしまっていることが分かる。市

として、浅間神社周辺の景観整備は行っているが、視点場

としては、選定されていない。富士宮市民に視点場があま

り認知されていない理由はここにもあると考えられる。 
つまり、視点場が、人々にとってその風景が財産であると

考えられている風景に一致していることが非常に重要であ

ることがわかる。 
視点場の数については、図４を見ても分かるように、視

点場の数と、都市の規模（総人口）を比較すると、盛岡市、

自治体名 盛岡市 富士宮市 金沢市 松本市 岡山県

視点場
－視対象

岩手公園－岩手山
岩手公園－南昌山
開運橋　 －岩手山
与の字橋－愛宕山

熊久保           　  －富士山
外神                　 －富士山
青木                　 －富士山
水久保             　－富士山
白尾山             　－富士山
第三中学校    　  －富士山
明星山公園    　  －富士山
田貫湖           　  －富士山
湯之奥           　  －富士山
毛無山           　  －富士山
朝霧                　 －富士山
富士山新五合目 －富士山
富士山頂         　 －富士山

浅野川大橋－卯辰山・戸室山
主計町　　　－卯辰山
犀川大橋　 －寺町台地
兼六園      －卯辰山・戸室山
金沢城公園丑寅櫓跡
金沢城公園辰巳櫓跡
ひがし茶屋街A区域
ひがし茶屋街B区域

松本城公園内３箇所
－北アルプス・美ヶ原

後楽園内３箇所
－操山・芥子山

視点場の数 3 13 6 3 3

視点場
－視対象の数 4 13 8 3 3

確保すべき
眺望範囲

岩手山の前景に広がっている
石ヶ森稜線より上部の岩手山
を保全する

富士山の2500ｍ以上の山姿を
保全する

山並みのスカイライン（稜線）を
建築物がきらないよう保全する

外濠沿いの植栽より上部の山
姿を保全する

庭園内の植栽より上部の山姿
を保全する

既存不適格建築物

建て替えの際に、高さ基準を
遵守してもらうべく協議を行う。

建て替えの時期など具体的な
話し合いは行われていない。

建て替えの際に、高さ基準を
遵守してもらうべく協議を行う。

建て替えの時期など具体的な
話し合いは行われていない。

建て替えの際に、高さ基準を
遵守してもらうべく協議を行う。

建て替えの時期など具体的な
話し合いは行われていない。

建て替えの際に、高さ基準を
遵守してもらうべく協議を行う。

建て替えの時期など具体的な
話し合いは行われていない。

建て替えの際に、高さ基準を
遵守してもらうべく協議を行う。

建て替えの時期など具体的な
話し合いは行われていない。

法的拘束力 なし なし なし あり なし

表３ 各自治体間の比較 
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図４ 各自治体の視点場数と

人口の関係 

金沢市、松本市は、同程度の割合で視点場数が存在してい

ることが分かる。 
盛岡市、金沢市については、

多くの視点場を最初にピックア

ップして、それから徐々に精査

しながら、最終決定された視点

場数まで減少させていったこと

が分かる。これは、眺望よりも

開発を優先されるため、公共性

が低いため、等の理由もあるが、視点場として適切な数に

する、という理由が大きかった。視点場が多すぎると、特

別な場所であるという意識が薄れ、山岳眺望を保全すると

いう意識の低下を招くからである。そのような意味で考え

れば、13 の視点場を設定した富士宮市は都市の規模に対し

て視点場数が多いといえる。富士宮市民に視点場があまり

認知されていない理由はここにもある。視点場の数は多け

ればいいというわけではないことが分かる。 
これより、市民が十分に認識できる程度、眺望阻害が起

こったときにすぐにピンとくる程度の数が重要であること

が分かる。 
７－２ 眺望範囲 

各自治体によって、確保すべき眺望範囲は異なるが、ア

イレベルでの眺望をもとにして、可視範囲を設定し、それ

を地図にあてはめ、建築物の高さ規制を行うという作業手

順は全自治体共通している。 
ある仰角以内になるよう建築物の高さを規制し、その仰

角以上の山容を確保しようとしている盛岡市と松本市では、

同じ規制方法をとっていても、実際の風景に違いがででき

ている。 
盛岡市では、仰角による高さ基準内であっても、建築物

の建ち位置については言及されていないため、実際は、視

点場隣接地についたてのように大きな建築物があり、かな

り圧迫感のある風景になっている。岩手山の山姿の見えは

守っても、岩手山が見えるという「風景」は守られていな

いといえる。 
一方、松本市では、仰角は、外濠沿いの植栽の高さに由

来し、近景・中景・遠景をひとつの「風景」として考えて

いるため、施策により守ろうとする風景が守られていると

いえる。植栽は、背後の建築を隠すものと認識されている。 
これは、視点場から眺望阻害要因まで十分な距離をとっ

ていてその間には建築行為ができな

い土地利用になっているためである。 

７－３ 可視方向 

盛岡市・金沢市については、両市

とも、３方を山に囲まれ、もう一方

に川・海がある地形に位置している。

右図を見ても分かるとおり、盛岡

市・金沢市では、この３方の山々に

向かって可視方向が設定されている

ことが分かる。 
これは、１方向の山岳だけではな

く、３方向の象徴的な独立峰や山並

み、丘陵地と、その前景に広がる様々

なものを見ることで、より確実に自

分の定位を認識できるためであると

考えられる。それこそが山の眺めを

守る大きな理由であるといえよう。 
つまり、地形の特徴を理解し、フ

ォローするような可視方向の設定が重要であることがわか

る。 

７－４ 山岳眺望保全施策の運用 

全自治体共通して、既存不適格建築物については、次回

建て替えの時に、高さ基準を遵守してもらうべく景観指導

を行う予定（松本市は、法廷拘束力をもつ）である。しか

し、具体的に、建て替え時期について協議を行っている自

治体はなかった。 
このような行為を繰り返していけば、将来的にはすべて

の建築物が高さ基準内になる可能性が大きいが、盛岡市の

ように視点場から見て既存不適格建築物の影になるという

理由から新たに不適格建築物が建設された事例も存在する。 
一方、生活している人々は、これからどんどんよい風景

ができあがっていくと考えている。 
つまり、既存不適格建築物が増えるということに関し、

行政と住民のあいだにズレがあることが分かる。このよう

なことは、眺望を保全するためには絶対にあってはならな

いことであり、行政は、現在どんなことが起こっているの

か公開しなくてはならない。 
８．結                        
① 山岳眺望保全施策によって守りたい風景と、施策によ

ってできあがった風景は、一致している自治体として

いない自治体がある。一致していない原因は、視点場

の設定や眺望範囲、施策策定後の運用などである。 

② 山岳眺望保全施策によって守りたい風景と、施策によ

ってできあがった風景を近づけるためには、 
・ 視点場が、この眺めが大事であると市民に共通認

識されていること 

・ 視点場の数について、精査が行われること 

・ 山姿が見えるだけではなく、風景として山岳眺望

を捉え、眺望阻害要因まで十分な距離をとるなど、

適切な規制手法をとること 

・ 地形の特徴を理解し、フォローするような可視方

向を設定すること施策策定後も、長期的な視野を

持ち、行政指導が行われること 
が、重要である。 
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図６ 金沢市の可視方向 
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表４ 山岳眺望保全施策により守りたい風景と、できあがった風景との関係 

自治体名 盛岡市 富士宮市 金沢市 松本市 岡山県

施策により守りたい風景と、
施策によりできあがった風景

との一致
一致していない 一致していない 一致していない 一致している 一致している

原因

建築物の建ち位
置についての規
定がなく、山岳眺
望をひとつの「風
景」として捉えて
いなかった

既存不適格建築
物に対する考え
方に問題があっ
たため

富士山をどう眺め
るか、という方法
的検討への意識
が低かったため

視点場の設定に
問題があるため

稜線を保全しよう
としても、稜線が
保全されても、山
姿のほとんどを遮
られてしまう可能
性があるため

視点場から眺望
阻害要因までの
距離を十分にと
れるような土地利
用であり、山岳眺
望をひとつの「風
景」として捉えて
いた

視点場から眺望
阻害要因までの
距離を十分にと
れるような土地利
用であり、山岳眺
望をひとつの「風
景」として捉えて
いた

ただし、法的拘束
力はないため、植
栽の高さを高くす
るなど自衛手段を
とっている


