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景観シンポジウムの概要 

■日 時   平成 20年 10 月 11 日（土）13：00～16：30 

■場 所   松阪市産業振興センター（３階 研修ホール） 

■主 催   三重県・松阪市 

■共 催   美し近畿景観向上プロジェクト参加府県 

（福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県、鳥取県） 
【プログラム】 

１ 開会挨拶              
・松阪市長        下村 猛 
・三重県県土整備部理事  高杉 晴文 

２「松阪の風景」の紹介 
    ・本居宣長記念館館長 門 暉代司 
３「松阪市景観計画（案）」の紹介 
 ・松阪市建設部都市計画課主幹 前田 昭明 

４ 基調講演 演題「歴史・文化を活かしたこれからの景観づくり」 
・東京大学大学院 教授 西村 幸夫  

５ パネルディスカッション テーマ「次世代につなぐ歴史・文化を活かした景観まちづくり」  
   ・コーディネーター   三重大学大学院准教授 浅野 聡   

・コメンテーター    東京大学大学院教授  西村 幸夫   
・パネリスト(５０音順)  まっさか参の会会長 高島 信彦 

河和田中道まちづくり委員会副委員長 土山 弥一郎 
格子戸の会会長 中村 文惠 
NPO 法人街道をいかしたまちづくりの会理事長 山本 喜三雄  

 

景観シンポジウムに参加された方々 

松阪市にお住まいの方    ５４名 

松阪市以外にお住まいの方  ４７名（うち県外２６名） 

市町職員   松阪市    ３４名 

松阪市以外  １２名 

県職員           ２５名  

出演者            ９名 

要約筆記者          ５名 

県スタッフ         １０名  総参加者計 １９６名 

景観シンポジウムの開催趣旨 

私たちが住む三重県は、伊勢平野から眺望する美しい山並み、伊勢湾から熊野灘にかけて

の変化に富んだ海岸線、川がつくり出す美しい渓谷などの豊かな自然、城下町や街道筋、寺

社周辺に残された情緒あるまち並みなど数多くの歴史・文化的資産に恵まれています。しか

し、普段、あたりまえのように見ているこの景観も、社会経済の変化によって美しさが失わ

れることや、新たな景観が生み出されることもあります。 

景観づくりは、地域の魅力や価値を高め、文化力の向上につながります。この美しいみえ

の景観を次の世代へ継承していくために、みんなでできることを考えていきます。 
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出演者プロフィール （敬称略） 

 

■基調講演／パネルディスカッション コメンテーター 

西村 幸夫（にしむら ゆきお）東京大学大学院工学系研究科教授（工学博士） 
福岡市生まれ。東京大学都市工学科卒、同大学院修了。明治大学助手、東京大学助教授

を経て、1996 年より東京大学教授。専門は都市計画、都市保全計画、都市景観計画、市民

主体のまちづくり論など。国際記念物遺跡会議（ICOMOS）前副会長、三重県景観審議会

会長を務めるほか国内外で役職多数。主な著書に『西村幸夫 風景論ノート』（鹿島出版会、

平成 20 年）、『町並みまちづくり物語』（古今書院、平成 9年）ほか多数。 
 
■パネルディスカッション コーディネーター 
浅野 聡（あさの さとし）三重大学大学院工学研究科准教授（工学博士） 
専門は都市計画、都市設計、歴史的環境保全計画など。三重県景観審議会副会長、三重

県都市計画審議会会長代理、三重県屋外広告物審議会会長、松阪市景観計画策定委員会委

員長を務める。松阪市をはじめとし、伊勢市、伊賀市、桑名市などにおける景観マスター

プランや景観計画の策定など景観行政へのアドバイスに携わっているほか、数多くの地域

で市民と行政の協働型まちづくりの実践に関わっている。 
 
■パネルディスカッション パネリスト（５０音順） 

●高島 信彦（たかしま のぶひこ）「まっさか参の会」会長（松阪市） 

 当会は、城下町、伊勢街道の宿場町や松阪商人の館など歴史的なまち並みなどを多く残

す松阪市魚町、本町と本町地内にある通称・紺屋（こや）町の代表者で組織するまちづく

り団体で、まち並み保全やおもてなしの活動を続けている。 
●土山 弥一郎（つちやま やいちろう） 

「河和田中道まちづくり委員会」副委員長（福井県鯖江市）  

当委員会は、1,500 年余の歴史と伝統を誇る越前漆器の産地である河和田町の中道沿い

を中心に、住民主体によるソフトとハードﾞを併せたまちづくりを展開し、歴史と地場産業

を象徴するまち並み景観の保存に努めている。 

●中村 文惠（なかむら ふみえ）「格子戸の会」会長（松阪市） 

当会は、松阪市市場庄・六軒町地域を中心に、郷土の歴史や文化を学び、語り伝える「語

り部」をめざして活動している。伊勢街道市場庄の妻入り民家「いちのや」を活動拠点と

して整備し、維持管理をしている。 

●山本 喜三雄（やまもと きさお） 
「NPO 法人街道をいかしたまちづくりの会」理事長（滋賀県栗東市） 

当会は、東海道及び中山道の歴史資源を次代に継承していくことを活動理念として掲げ、

沿道自治会の有志が集まり結成された団体で、これまで屋号看板の設置、歴史的な家屋の

保存・活用の検討、伝統的な家屋形態を基本とした景観ルールの検討のほか啓発活動など

に取り組んでいる。 
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主催者あいさつ 

 

【松阪市長 下村 猛】 

今日はたくさんの方にお集まりを頂きまして誠にありがとうございます。地

元を代表しまして、開会にあたり一言ご挨拶を申し上げたいと思います。 

さて松阪市は、平成 17 年 1 月の市町合併によりまして、伊勢湾から奈良県境

にかけての広い市域となりましたが、そこには美しい豊かな自然が残されてお

ります。また古くから交通の要衝として栄えてまいりました。そうしたことを

きっかけに歴史、文化、伝統といったものが有形、無形の形で息づいている地

域でもございます。 

中でも、戦国時代の武将蒲生
が も う

氏
うじ

郷
さと

が、四五百
よ い ほ

の森に松阪城を築城し、その後、

江戸時代になって商人の町として花を開き繁栄をもたらしました。また、戦災

を免れたことから、現在も当時の都市構造が色濃く残り、この産業振興センタ

ー周辺では、松阪商人の館など豪商のまちなみが、松阪城跡周辺には、重要文

化財である御城番屋敷などの武家屋敷のまちなみが残っております。こうした

繁栄を背景に、国学者の本居宣長や北海道の名付け親である松浦武四郎をはじ

めとする文化人も輩出しております。 

このように個性的で、誇りある歴史文化や豊かな自然景観を保全するため、

本市では平成 18 年度に「景観マスタープラン」を策定し、平成 19 年 12 月には

三重県で３番目の景観行政団体となりました。さらに本年、「松阪市景観条例」

を定め、平成 21 年１月から景観計画に基づく届出、勧告制度を開始し、市全体

の良好な景観の形成を目指していきたいと考えております。 

このシンポジウムによりまして、市民の皆様やご来場の皆様の景観への関心

がさらに高まり、これからの良好な景観への取り組みの契機になることを期待

いたしまして、開催のご挨拶といたします。本日はご来場ありがとうございま

す。 
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【三重県県土整備部理事 高杉晴文】 

 

本日は、県内はもちろん県外からも多数お越しいただき、本当にありがとう

ございます。 

さて私ども三重県は、素晴らしい自然景観や歴史・文化的景観を先人から数

多く受け継いできております。こうした素晴らしい景観を守るとともにさらに

新たな素晴らしい景観を構築し、後生に資産として引き継いでいくことが、私

どもの世代の責務であり、そのための不断の努力が必要になると考えておりま

す。 

ここ松阪市では、市民の方々が旧街道や城下町としてのまち並みの景観を活

かしたまちづくりに先進的に取り組まれております。その結果、地域の魅力が

高まり、最近は県内外から多くのお客様がお越しになってみえます。 

三重県といたしましても良好な景観づくりは、単に景観の保存ということで

はなく、地域の文化力を高め、そして新たな地域づくりにつなげていくことが

非常に大切であると考え、三重県景観づくり条例を平成 19 年 10 月に制定する

とともに三重県景観計画を同年 12 月に策定し、平成 20 年４月から運用を始め

たところでございます。今後、各地域で地域固有の特色を活かした良好な景観

づくりが地域の方々、事業所、行政等様々な主体の協働により、より一層展開

されることを期待しているところでございます。 

また、来年 2009 年からでございますが、県では、自発的な地域づくりグルー

プを支援しながら、地域の個性や文化にこだわった様々な催し物、あるいは情

報発信を通じて、持続可能な地域づくりにつなげていきたいという思いで、「美

し国おこし・三重」を開催するための準備をしているところでございます。そ

の中では景観づくりもテーマになりうるものとして、みなさまの参加、参画を

期待しているところであります。 

最後に、本日のシンポジウムがみなさまの住んでみえる地域、まちの魅力を

もう一度見直していただく機会にして頂ければ非常に幸いでございます。そし

て、美しい景観づくりがみなさまの地域でどんどん広まっていくことをご期待

申し上げまして、簡単ではございますが、開催の挨拶とさせていただきます。 
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つきまして基準を定めております。周辺の景観との調和に配慮したものにする

ということで、規模・配置、形態・意匠、色彩、素材、緑化、その他夜間照明

について定めております。 

 

地区独自の基準としまして、共通の基準に上乗せして基準を定めております。

「中心市街地地区」、「中川駅周辺市街地地区」につきましては、賑わいの連続

性の確保に配慮するということから形態・意匠、また緑化について基準を定め

ております。「丘陵地区」、「和歌山街道沿い地区」、「山地地区」につきましては、

背景の山並みとの調和を考え、勾配のある屋根にしていただくという形態・意

匠の基準を定めています。それ以外に開発行為でありますとか、土石の採取、

屋外における土石・廃棄物・再生資源その他の物件の堆積につきましてもそれ

ぞれ景観形成基準を定めております。景観形成基準の色彩につきましては、松

阪市はマンセル表色系を用いまして、数値基準を定めております。屋根の色彩

につきましては、外壁に比べまして明るさ（明度）を低く設定しております。 

 

このように松阪市では、歴史文化の残る町並みや、美しい自然景観を残して

いくために景観計画を策定し、平成 21 年１月より大規模な行為に対する届出制

度を開始してまいりたいと考えております。 

以上簡単でございますが、松阪市景観計画案の概要とさせていただきます。

どうもありがとうございました。 

 



 - 13 -

基調講演 「歴史・文化を活かしたこれからの景観づくり」 

講師：東京大学大学院教授 西村 幸夫 

 

【景観法ができるまでのまちづくり】 

松阪地区には、久しぶりですけど、おそ

らく７回か８回ぐらい来ています。松阪の

風景写真を見せていただいて、本当にいろ

んな宝になる風景があるのだなと思いま

した。 

ただ、日本のこれまでの景観の問題は、

こんな立派ところがあるのに、文化財以外

はなかなか守る手立てがなかったのです。文化財にすればいいのではないかと

いっても、文化財にするには、所有者の方の同意が必要ですが、なかなか同意

をいただけない場合もあります。また、新しい建物が建つときには、こういう

建物を建てたいということで建築確認申請が行われて、どういう建物が建つか

ということはあらかじめ分かりますが、何も指定がされていないと、建物が壊

されるときにどこにも情報が入らないわけです。こういうことでなかなか景観

を守る手段がなかったわけです。 

日本の風景は、その写真はよくても、振り返って別の方向を撮ると変な物が

建っていたりします。ですが、周りに変な建物を建てないでくれとか、古い立

派な建物に合わせて建ててくれ、ということはとても言えなかった。自分の建

物、財産なのだから自由にできるのに、隣にたまたまそういう建物があったら

その建物に合わせないといけないのか、といったことを言われる。財産権とい

うのは、憲法が保障しているので、その権利を止めてくれということはなかな

か言えなかったわけです。 

特に日本の場合は、自分のものは自分の好きなようにやるんだという意識が

欧米に比べてなぜか非常に強く、周りに合わせて景観を整えていくことに関し

ては、上手いやり方がなかったのです。 

 

もちろん各地でいろんな形で歴史的な町並みを守っていこうとしています。

松阪では既に 20 年も前に「全国町並みゼミ」が開催され、私も来ました。実は

今日から愛媛県の卯之町で第 32 回目のゼミが開催されます。全国各地でそうい

う活動が進んできていますが、これは市民団体が任意で、守りたい、大事にし

たい、そしてまた仲間を募ってやっていこうという活動です。しかし、これら

の活動でも、それ以上に「これはルールですよ」という形の物がつくりにくか

ったので、これまで歴史や文化を活かすということはなかなかできませんでし
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た。 

最近までは、いい景観は個人の主観の問題ではないか、とよく言われました

し、そもそも景観に行政が関わることができるのかといった意見が強く、そう

いう時代がかなり長く続いて、歴史や文化を活かすまちづくりがすごく例外的

でした。松阪もその例外の中で頑張ってこられたわけですが、この 10 年ぐらい

の間に、歴史や文化を活かすまちづくりこそが、これからのまちづくりの本領

ではないかという風に、発想が大きく変わりつつあります。特に景観の問題に

ついては、景観法ができましたので、歴史や文化を活かすまちづくりをやるこ

とは大事なことだということが、かなり浸透してきました。 

 

【景観法の制定と個性ある景観づくり】 

これまでのまちづくりについては、国も反省しています。なぜかというと、

今までのように一律な基準でまちづくりを行うと、一律な基準のまちがいろん

な所で出来上がってしまうわけです。そうすると、文化や歴史どころか個性が

まったくなくなってしまいます。大半のまちはそうなってしまいました。再開

発や区画整理を行うと大体そうなってしまうわけです。それはまずいのではな

いかということで、国のレベルでも反省した結果、景観法が 2004（平成 16）年

にでき、景観はコントロールしていい、それは公の目的にかなう、ということ

が全国でいわれるようになってきました。 

 

景観法における景観づくりは、

まちの中でも、郊外や街道沿いで

もできます。小さな集落でもでき

ます。今までは、まちの方は国土

交通省がやるけど、集落は農水省、

自然公園になっているようなとこ

ろは環境省と、縦割りでやってき

ました。 

しかし、景観は全体に見えるわ

けで、こんな縦割りをしていたの

では、いい景観は守れないということで、この三省が共同して景観を守ろうと

してできた法律が景観法です。 

そして今回、松阪市で制定された景観条例のもとでの景観計画も、その法律

の枠の中に位置づけられています。 

重要な川や道路、駅前や公共施設も景観上大事だから、景観法により、きち

んと景観に配慮していきましょうといえるようになりました。今までは、税金
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を使うわけなので、効率よく、基準の値であまり贅沢しないで、1ｍでも長く道

を作った方がいいという考え方が景観法のバックアップで大きく変わってきて

います。 

 

これまでは、各自治体が私のまちはこういうことをやりたいといって、任意

で条例をつくってきましたが、お願いして守ってもらうために強制力が強くあ

りませんでした。一方で、財産権は憲法で守られていますから、任意の条例で、

憲法で保障されている権利を制約することが難しかった。しかし、今は景観法

がありますから、この法律のもとにきちんとルールを決めてやっていけば、財

産権をある程度制約することができる時代になりました。 

 

【眺望景観】 

ようやく地図の上で、重要な地域はここだ、という景観計画をつくるところ

が増えてきました。松阪の計画もそうなっているようです。しかし、最近では、

どこから見ると何が見えるか、という眺望が大事だといわれるようになってい

ます。重要な場所から３次元でみたら何が見えるのか。その眺望を守りましょ

うという活動が広がってきています。これが演題の「これからの」という意味

で、まちづくりの手がかりの一つになるのではないかと思います。 

 

【鎌倉・小田原】 

鎌倉では、景観計画をつくるときに、どこ

から何が見えるかをかなり細かく調べ、それ

がその後の様々なルールづくりの出発点とな

っています。 

小田原の場合は、城があるので、周りから

城がどのように見えるかという観点から、建

築物の高さを抑えています。実際、市街地の

部分に広く高度地区をかけることにより、高

い建物が建てられなくなりました。小田原城

周辺ではそれに加えて建築物のデザインを細

かく設定しています。 

 

【横須賀・小樽】 

横須賀の場合は、公園から港が見えるので、港が見えるような線を大事にし

ましょうといろんな工夫が景観計画に書かれています。今までの計画というの

は、だいたい国が基準をつくり、こういうことを書いてもいいですよ、という
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やり方でしたが、景観法では自由につくれます。だって考えてみてください。

景観はまちによって違います。海があったり、山があったり、平地があったり、

状況が全然違います。だから自由につくっていいということになっています。

つまり、地域の特色に合わせ、地域が大事にしていこうとするものが表現でき

るという意味です。 

横須賀は戦災に遭っているので、歴史的な建物が残るようなまちではありま

せん。むしろ港町で高低差があることから、高い見晴らしのいい公園から見て

港が見えることが大事だと考えています。わかりますよね、その気持ち。そう

いう意味でいろんな工夫、特に眺望、見晴らしをいろいろ考えていこうと、そ

のような計画を立てているわけです。ほかに小樽も港町なので、港町の眺望を

守るような高さを計画しています。 

 

【金沢】 

金沢では、眺望のライン、スカイラインがあまり変にならないようにしてい

ます。駅前にはちょっと高い 60ｍ級の建物が建っていますが、まち全体では、

段々低くなっていって、歴史的な地域が一番低くなるように、遠くから見ると

そういうまちのスカイラインを守っていく計画にしています。 

 

【山形・歴史からまちを読みとる】 

山形では、今は文翔館と

いう博物館になっている

古い県庁の建物が残って

いて、それがちょうど目抜

き通りの突き当たりに見

えるので、その景観が大事

だとされています。 

その古い県庁の背後に

マンションを建てる計画

がありましたが、ここに高いマンションが建つと目抜き通りから古い県庁を見

ると、その背後にマンションが見えてしまうことになりますので、この眺望を

守ろうとしています。この古い県庁を大事に見せることが山形で一番大事なん

じゃないかということで、そういう景観計画を立てています。山形では、こう

いう計画が市民に合意されているわけですが、普通に考えますとマンションが

見えるかどうかは、重要な眺望点から見たときに古い県庁の背後にあるマンシ

ョンが問題なわけで、この周辺に家を建てる人にとっては、背後にマンション

が見えるかどうかは、あまり関係ないわけです。それでもやはりその眺望は大
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事だということで、周辺の人に高さを抑えるように納得していただくのは、結

構難しい話のはずです。だってこれが別の場所にあったら関係ないわけですか

ら。たまたまここに古い県庁があるので、ある種の規制を受けるということは、

ちょっと考えると不当だと思われる方がいるかもしれない。 

そのときに山形で何をやったかというと、歴史を調べたのです。このまちや

建物がどういうふうにできてきて、それがいかに大事なことだったかというこ

とを調べていきます。そうすると分かってきたことは、明治の初めに昔からあ

った通りの突き当たりに県庁を建て、その周りにいろんな病院や他の役所をず

らっと並べ、ここに明治の目抜き通りをつくったのです。そういう絵が残され

ております。 

だから、文翔館という建物が見え、背後に変な建物がないことが大事だとい

うことを歴史が説得力を持たせてくれるわけです。これは、歴史をきちんと学

び、共有することがこういうルールづくりにつながっていくという例です。 

 

【横浜・彦根・富士宮・尾道】 

横浜では、70 年代から「港が見える丘公園」からの港の眺望を守る為の高さ

規制を行っています。 

彦根では、城が眺望できるような工夫をずっと周囲に対して規制をしていま 

す。富士宮では、富士山の裾野が広がっているので、背後にある富士山の眺望

に支障が出ないようにしています。 

尾道では、山陽線が通っていますので、列車が走ってくるとそこから尾道水

道が見渡せるように高さを抑えています。海側の建物が低くなっているので、

尾道全体で見晴らしが確保されるわけです。 

 

このように景観をいかに磨いていくかの競争が始まっています。今、日本の

各地でまちを立体的に考え、そこから見えるまちの姿を３次元でとらえ、それ

をいかに上手く自分たちの地域のイメージアップにつなげていくかというよう

なことが各地で試みられようとしています。 

 

【歴史まちづくり法】 

平成 20 年５月に新しい法律ができました。「歴史まちづくり法」と呼ばれて

いる法律で、景観法とある意味対を成す法律です。これから新しい動きが各地

でおこってくると思います。 

景観法は、規制を強める為の根拠法で、先ほどいいましたように建物を壊し

たり、変な建物を建てたりするのをなるべくやめてもらい、周りに調和したよ

うなものをつくっていく、というようなことに使える法律です。 



 - 18 -

しかし、じっとしていると何も動かないわけです。建て替えしなければ、現

状は、全然変わらないわけです。何も動かなくてもいいのかという問題もあり

ます。例えば、昔はこういう建物があって、もう一度復元したいというような

ことがあってもお金が掛かることなので、復元してくださいって、普通はいえ

ないわけです。 

そこでこういう建物をつくって欲しいとか、行政側が土地を買い取るといっ

たことに対して金銭的なもしくは制度的な支援をする法律ができたのです。例

えば、城の周辺に重要文化財がある場合は、歴史まちづくり計画を策定すれば、

全体の調和をとるような様々なプラスの施策を応援します、という法律です。 

これは手を挙げて、計画を作って国に認めてもらわないといけません。国の

予算を使うわけなので、どこでも支援できるわけではありませんが、松阪には

重要文化財をコアにした地域はいくらもあるわけですから、とても適していま

す。射和地区や中万地区、中心市街地地区でも作ればいいのではないかと思い

ます。 

このように景観計画で規制をして変なものはつくらないようにする一方で、

歴史まちづくり法でいいものをつくっていきましょうということで、すごく良

いことなのです。国もお金がなくて補助金を削減し、地方に交付税を回さない

といけない時期に、このような法律をつくって支援を進めていますので、その

意味ではかなり例外的です。この法律を上手く利用しながらまちづくりを進め

れば、多くのことが実現できると思います。 

 

【農村の文化的景観】 

農村に関しては、文化的景観が今注目されています。「たんぼ」という十四、

五年前に作られたイギリス人が撮った写真集があります。たんぼを写真に撮る

なんて、こんなの当たり前の風景だと、日本人は考えもしなかったわけです。

ところがこの写真集は大変売れて、続編、続々編が出ています。いわれてみる

となかなかいい景色です。当たり前だと思った景色が段々少なくなってきて、

貴重になってきているのではないかと、逆に外国人の目で気付かされたわけで

す。 

棚田や干拓地、防風林、段々畑、北山杉。こういったものは、今までは文化

財じゃなかったのです。文化財といえば、やはり立派な建物で芸術作品として

も素晴らしく、技術の粋を集めたようなものだったのです。 

たんぼはそういうものではなく、毎年作り変えるので、ものが残されている

わけじゃない。むしろ作り続けるシステムが生き延びていることが大事でそれ

が一つの風景を形成しています。全体をきちんと維持管理する社会システムが

文化だといえば、それが反映された景観にも意味があり重要だということで文
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化財の一つになり、文化的景観と呼ばれるようになりました。 

文化庁では、日本にこういう文化財がいくつあるのかを調べ、全国の都道府

県から集めた 2,311 のリストの内、重要なものとして二次調査に進んだものが

502 あり、その内さらに文化財になるようなもの 180 が選ばれました。 

例えば、石川県の輪島にある「白米の千枚田」や長野県千曲市の姥捨にある

「田
た

毎
ごと

の月」という棚田があります。棚田を耕地整理しますと、文化的な価値

がなくなるので、農水省とも協議をしてここはそのままで守りました。 

この発想は、農林水産業だけじゃなくて、工場や街道や町並みなど第二次、

第三次産業にも広げて考えられています。調査がつい半年ほど前に終わり、第

二次、第三次産業の文化的景観として、全国から 2,032 のリストの内 195 が二

次調査に残り、その内重要なものとして 66 が残りました。当たり前だと思って

いたアーケード付きの商店街、そういったものが大事だということになりまし

た。今までの考え方からは、すいぶん進んできています。 

 

では、具体的にどういうところでこうした文化財を使ってまちづくりをして

いるのでしょうか。 

 

【滋賀県甲良町・せせらぎ遊園の町】 

琵琶湖沿いの滋賀県甲良町では、水が

豊かだということを手がかりにして、水

路を活かしたせせらぎ遊園のまちづく

りを進めています。このようにちょっと

した普通の農村だけれども、自分たちの

まちを全部見直すと小さなまちでも魅

力が出てくるし、いろんな物語が描ける

のではないかと思います。 

 

【鹿児島・風景の価値】 

鹿児島といえば、桜島です。県庁には展望ルームがあり、桜島を望むことが

できます。ところが、県庁近くの駐車場をマンションにする計画が立ち上がり

ました。そこに巨大なマンションが建つと県庁の目の前に壁ができてしまい、

桜島が見えなくなってしまうという事態が起きました。県はこの眺望を守るた

めに英断でこの土地を 10 億円で買いました。それが高いか安いかという問題が

あり、新聞では無駄使いではないか、という論調でした。この風景を守る価値

にいくらまでだったら税金を使ったらいいのかということです。鹿児島県民の

間でも大きな話題になりました。マンション計画地は、元々は埋立地でいろん



 - 20 -

な観光施設やホテルなどを誘致する地区として、住宅は排除しようとしていま

したが、住宅需要が強く、要望もあって、じゃあ許しましょうと土地利用や都

市計画のルールを変更すると、突然すごい勢いでマンションが建ち始めました。 

そのとき初めてこれはまずい、ということに気が付いたのですけれど、もう

ルールを変更した後ですから手遅れでした。止めるとすれば買うしかないとい

う状況になりました。本来であれば、ルールを緩めるときに、ルールを変える

とこんなことが起きるのではないか、と皆でシミュレーションし、このままで

いいのかどうかを議論してからやるべきなのです。 

これからの歴史や文化を活かしたまちづくりでは、単に今建っている建物を

どうすればいいかというだけではなく、ある計画を立てたら、こんな姿に将来

まちは変わるかもしれない、とシミュレーションし、それで本当にいいのかを

議論することが必要になってきています。 

 

鹿児島では、県と市がもう一度本質に戻り、このまちは何が大事で、何を守

らないといけないのか、ということを市民、県民巻き込んでシミュレーション

して考えましょう、ということになりました。そして実際いろいろなアンケー

トや調査をしました。このまちの景観にとって何が大事なのか、つまり景観は

ある意味、地域のイメージを決定づけるものなので、景観を議論するというこ

とは、このまちの将来の姿がどれくらい魅力的なものになっているか、という

ことをビジュアルに議論するということなのです。 

そういう観点でみたときに、鹿児島市民が一番重要だと思ったのは、城山と

いう眺望点から見える錦江湾と桜島となりました。その結果、市がルールを景

観計画の中で明記することとなりました。 

 

【広島・歴史の手がかりがなくてもできるまちづくり】 

歴史を活かしたまちづくりでは、戦

災に遭わなかったからできる、あるい

は遭っているからだめだという話で

終わりになるまちが結構あります。 

広島は、原爆でまったく何もなくな

ったまちですが、いろいろな努力をし、

魅力ある都市空間をつくってきてい

ます。 

広島には歴史的な建物の手がかり

はないけれども、まちにはたくさんの

川があります。そこで、川べりを大事にし、川沿いを通れるようにして、そこ
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から見たときに楽しいまちや景観的にも美しいまちにしていこうと考えました。

もちろん原爆記念公園が中心なので、原爆記念公園の辺りを大事にしましょう、

ということで、川沿いに「表」をつくって、「裏」には、ドンとした建物をつく

らず、割合細かめな間口で敷地からさがって川べりで楽しめるようにしました。

店舗はそれぞれの努力ですが、それがつながっていくと川べりが魅力的になり

ます。こういうことをみんなでやっていきましょう、とルールをつくってやっ

ています。ですから手がかりは単に古い建物だけではなくて、いろんなところ

で工夫次第でやれるということです。 

また広島では、それだけではなくて広告物でも頑張っています。特に平和記

念公園周辺をいわば聖地とし、屋外広告物をそちらには向けない、ということ

を１件、１件、市の職員がお願いにいきます。単に物がなくなるってことは、

人間はあまり気が付かないものです。ここはこんな努力の物語があって、その

結果がこうなっています、ということを知っていると他の人もそういうところ

に看板を出さなくなります。 

だから、いかにその努力の物語を共有していくかということがすごく大事で

すし、建物といった歴史の手がかりがないからといって、なにもしないという

言い訳にはならないということなのです。 

 

【広島・河川敷の賑わいづくり】 

広島では、川沿いの賑わいの場づ

くりとして、河川敷で実験的な試み

がされています。 

河川敷では、仮設でも店を出すこ

とは普通ありえないわけです。公共

の敷地ですから、それを民間企業に

貸して金儲けさせることは、絶対駄

目、誰も使ってはいけない。公の施

設だとこのようなことが普通なの

です。ところが広島の場合はこういうところにアクティビティーをつくってい

く方が大事なのではないか、何もないと誰もこない、寒々しい、安全でない。

それよりもむしろ人の目があって、市民がいつも滞在しているというようなこ

とになった方がいいのではないかと考えました。それには、ルールをどうする

かが大切です。すぐ撤去できるとか、きちんと賃料をもらって、危機管理に充

てられるとすれば、お互いにいいわけです。 

河川敷をストリートカフェみたいに転用した日本で初めての例です。 
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ヨーロッパでは、道路沿いにカフェがたくさん並んでいます。あれは全部歩

道です。料金を取って使用許可を出しているわけですが、そのことが街の賑わ

いをつくっています。その代わり全部カフェで埋めてしまうと歩道を歩けなく

なるので、ある部分はスペースを取りなさいと、細かいルールがあります。 

きちんとルールをつくり、もう少し官民が上手く工夫をしていくことができ

れば、ある種の生活の風景がつくられるわけです。その風景というのは単に綺

麗であればいいというだけではなくて、賑わいがあり、楽しんでいる風景があ

るということが大事なのです。 

仕掛や工夫は必要ですが、こういう賑わいづくりが徐々にできる時代になっ

てきました。 

 

【京都・まちで大事にしている風景を守る】 

京都では、都心部に５種類の美観地区を定めています。この地域にはこのよ

うな建物のイメージです、ということが明確に示されています。京都といって

も御池通とか烏丸通のような広い通りから、姉小路のように狭い裏通りまであ

って、１種類では規制できない。広いところ、狭いところ、またその中間それ

ぞれに、通りの雰囲気に合わせて、非常に細かく地区が決まっていて、ルール

が少しずつ微調整されています。例えば、伝統的な地区では、様式が細かく決

められていますが、色や建具の様式にいくつかの選択肢があるので、同じ建物

がずらっと並んでいても同じになりません。多少工夫をしながら、ある一定の

幅の調和感が実現できるようになっています。 

 

特に注目されるのは、四条大通の河原町から堀川までの京都市役所のある辺

りで、その内側のところには昔の町屋があったり、そこがマンションになった

りしています。結構マンションも建ってきており、今ある２階建ての木造の町

屋とマンションとがどう調和できるのか、今後どういう建物を建てればよいの

か、それをどう解決するのか非常に難しい状況にあります。 

京都の場合、どうしたかというと、通りに面する１階をお店にしてデザイン

を町屋に揃え、高く建てる場合は、後ろにさがって建てるようにし、通りを歩

いている範囲ではあまり圧迫感がなく、なおかつ建物の連続性が保てるように

しています。今までだったら上から下までズドンとマンションが建ち、前が空

いていて自転車置き場になるので、まちの連続性が途切れてしまいました。 

これは、強制力を持っている都市計画により、これからマンションと町屋と

の中間を何とかしてつくっていこうとする答えの一つです。 
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また、京都には、非常に有名な

大文字の送り火がありますが、そ

れが見えなくならないように、高

さ規制しましょう、ということに

なりました。これも京都にとって

大事なことだと思いますが、反対

しようと思えばいくらでも反対で

きるわけです。行政も難しいから

やめようと思えばいくらでも理由

が付きます。 

例えば、ある家はたまたま地盤

面が高いということで、２階建て

しか建てられないから不公平じゃないか、ということが考えられます。そこの

地盤の高さがきちんとわかって、そこに建つ建物の断面からその棟高が標高何

ｍなのかを、役所に提出された図面ですぐにチェックできるのか。京都市では、

その仕組みができています。 

しかし、今建っている建物をどうするかが問題です。今の建物が規制されな

いと未来永劫、阻害要因になります。だからとても言いにくいのですが、次に

建てるときは駄目だといわないと意味がなくなります。 

普通、高さ規制をする場合は、そのまちの居住環境を守ることになるからい

いですよ、という理屈で行います。京都の今回の場合は、高さを抑えるのはそ

の地区のためというより大文字への眺望のためなのです。全くの他人のために

このような規制をされているということは、なかなかすごいことです。 

では、その眺望点の場所をどうやって決めたのでしょうか。それは市民アン

ケートやインターネット上で、どの場所からみる景色が大事かについて募集し、

たくさんの候補地を集めました。またそれを選ぶ委員会をつくって、38 箇所を

選定しました。本当に長いプロセスをかけて決めてきました。標高を算出する

ような技術的なことを詰めたり、市民の人達もやっぱりこれは大事だと納得せ

ざるを得ないくらい議論をしました。もちろん裁判も起こりましたが、この規

制を行うための京都市眺望景観創生条例は、市議会において全会一致で可決さ

れました。 

 

どうして大文字の送り火が大事なのか、ほかにも大事なものがあるだろうと

いう別の意見もありそうですが、京都市では、京都の風景で一番何が大事かと

いうことを必死になって議論しました。議論して最終的にでてきたのは、京都

は盆地で三方が山に囲われていることが、一番京都らしい風景であって、それ
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が一番実感できるのが「送り火」だと結論付けました。 

だから、自分たちの風景で何が大事かをオープンな議論の中で詰めてくと、

途中で反対する人はいても、納得せざるを得なくなります。 

 

【城下町】 

城下町の場合は、もう少し理解を得やすいと思います。なぜなら城の石垣の

高さという、歴然とした数値があるからです。だから、城の石垣を見えなくな

るような高い建物は規制すべきではないかということが、唐津市や犬山市、松

本市など各地でいわれています。 

戦災があって何もなくなったような広島ですら手がかりを見つけ、そこから

きちんとした論理で市民を説得し、まちづくりをやってきています。ですから

城やいろんな手がかりがある松阪はある意味ラッキーなのです。でも、その分

先に進んでいるでしょうか。恵まれた資源を持っている地域にはどんどん進ん

でいって欲しいと、全国を見ていますとそう思います。 

 

【村上・住民主体の景観まちづくり】 

今までのところは、計画でどうまちづくりができるかを中心にお話しました。

実際はそれだけではなくて、出発は、市民が自分たちでできるいろいろなこと

を頑張り、保存運動をしてきた、そういったことが各地で行われています。 

その一つの例が村上です。新潟より北に特急で 40～50 分のところにある小さ

な城下町です。実は私も以前調査をしましたが、最初の頃は武家屋敷の町が大

事だとして、それだけを守ろうとする景観条例を持っていました。 

ところが 10 年くらい前から町屋がすごく大事ではないかということで、地域

が盛り上がってきました。村上は、雪が降りますから、通りの表側はわりと質

素で、道路整備がされたり、アーケードが付いたところもあります。ところが

あるお店のオーナーが元々アーケードのあった部分を取り除き、お店も普通の

ガラスのショーウィンドウを全部取り替えて、昔のように畳の上に売り物を置

くような、座売りのデザインを取り入れました。その結果、お客さんが 10 倍も

増えました。 

そのオーナーが中心になり、黒板１枚を千円で買ってもらって、裏通りのブ

ロック塀に貼り付けて黒塀にするというプロジェクトをイベントの一環でやり

始めました。 

単にブロック塀に板を貼り付けるだけだからほとんど費用は掛かっていませ

ん。その費用も市民に１枚千円で買ってもらっているので、必要なのは手間賃

だけです。今では 300ｍ以上の黒塀が続いています。 

このまちは、平成 20 年度都市景観大賞の美しいまちなみ賞を受賞しました。
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ブロック塀を隠すだけで都市景観大賞です。お手軽といえばお手軽なのですが、

出来上がった黒塀がずっとつながってきて、一つの流れができています。 

また、別に募金をし、町屋再生基金を民間でつくり、店の改装に支援してい

ます。今や５万人ぐらいの人が来るようなまちになりました。あまりお金を使

わずに皆の知恵とネットワークだけで地域が再生されてきています。それをみ

んなに広めることによって、仲間を増やしつつ、見に来る人も増え、自分たち

の町も元気になっていくということです。 

 

歴史と文化を活かした知恵の競争によって、特色あるまちをつくっていけば、

日本の各地に魅力的なところができてきて、本当に住むに値するまちになるの

ではないかなと思います。 

松阪は、こんなに恵まれた手がかりがあるまちだから、是非、そのトップラ

ンナーになっていただき、このまちから情報を発信し、これからも頑張ってい

ただきたいと思います。 

どうもご清聴ありがとうございました。 

 

【会場からの質問】 

景観の問題で一番難しいのは、景観は主観であって、主観の集合をどう集約

していくかということだと思います。それについては先生からいくつか知恵を

示していただきましたが、この主観の集約化をどうすればよいのでしょうか。 

もうひとつは景観と経済性、あるいは機能性と効率性というように二律背反

するようなところがあるのではないかと思いますが、どう考えたらよろしいで

しょうか。 

 

【西村講師】 

まず１点目ですが、例えば高さが何ｍ、何階建てまでだったらいいのかとい

うのは、もちろんオープンで民主的な議論の中で、決まっていくものだと思い

ます。つまり、誰かがこれはこうじゃないといけない、というように決めるよ

うなものではないのです。例えば CO2のように環境基準を超えると人間の体に悪

いからこれ以上は駄目だと数値で明確にすることができますけれども、景観は

そうではありません。 

その地域に住んでいる人が議論していくものです。例えば殿町地区だと 10ｍ、

12ｍといったように建築物の高さが決められています。それは反対意見もあっ

たと思いますが、いろいろな議論がなされ、都市計画の手続きを取って、決め

られたものです。 

そういうプロセスの中でいろんな人の主観が総合化していって、一つの客観
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的な基準、地域のスタンダードになっていくのです。いろんな議論をやるプロ

セスが大事だと思います。 

 

次に経済性の問題です。大都市は別ですが、最近では、マンション以外の高

層のオフィスビルとかの需要はあまりなくなってきています。ではマンション

をどう考えるか。よく言われるのはコンパクトシティということです。コンパ

クトシティだったら、まちの真ん中にどかんと高いマンションを建てることを

正当化してもよい、とする理屈に対してどう立ち向かっていくか。 

私は、コンパクトシティは大事ですが、高層マンションを正当化する理由に

はならなくて、コンパクトシティは面で考えるべきだと思います。その地域の

その場所が容積率 500％で建てることができるから、その容積率で建てたからコ

ンパクトシティに寄与したということにはならない。それは局所への回答であ

り、全地域の最適化ではありません。つまり、容積率一杯で全部建物が建った

ら、明かに過供給であるし、景観上も環境上も良くありません。ですから、そ

のことをすべて考えると、適正な数値は、議論のプロセスの中で落ち着いてく

るものだと思います。 

その意味でマンションの高層化といった問題もおそらくはクリアできると同

時に、景観を守ることが経済的にもプラスになるということであって、これか

ら先、いろんな場でいわれるようになると思います。 

 

こういうことに関しては、現在、国土交通省が規制を強化しようとしていま

す。世の中ずっと規制緩和できましたから、今までの流れとは方向が変わって

きています。規制緩和の流れを止めないで欲しいという経済界や経済学者を中

心とした声がありますが、この声に対する回答としては、ある種の規制が良好

な景観や環境をつくることによって、地価を支えているということが少しずつ

証明されてきています。そういった報告書が既に国土交通省住宅局と都市地域

整備局から別々のレポートとして報告されています。ご覧になっていただくと、

実際に高さを何ｍに抑えたり、周囲の何ｍ以内に緑があるとどれくらい地価が

高くなっていくかというようなことが報告されています。 

 

日本の地価の決定の仕組みは、超長期のことはあまり考えていないので、直

接の反映にはそれ程現れません。しかし超長期で考えると、松阪城の近くの殿

町が非常に良好な住宅地だと評価をされているのは、明らかに景観と環境が良

いからであって、それを住んでいる方は実感として持っているわけですから、

ルールを決めて、景観を守っていることが価値を高めることになるのは当然な

のです。ただ、超長期的に今の経済活動で価値を計ろうとすると少なめに出て
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しまうので、そこはこれからの課題です。しかし、大きな流れとしては、規制

が新たな価値を生むということが少しずつ証明され、理解され始めています。

経済と環境・景観は、バランスすると言えるようになってきたのではないかと

思っています。 

 

～終了～ 
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パネルディスカッション「次世代につなぐ歴史・文化を活かした景観まちづくり」  

◆出演者◆ 

コーディネーター  三重大学大学院准教授 浅野 聡   

コメンテーター   東京大学大学院教授  西村 幸夫   

パネリスト(50 音順) 

まっさか参の会会長                  高島 信彦  

河和田中道まちづくり委員会副委員長          土山 弥一郎 

格子戸の会会長                中村 文惠 

 NPO法人街道をいかしたまちづくりの会理事長    山本  喜三雄  

 

【コーディネーター】 

新しい時代に向け、各地域で歴史や文化

を活かした景観づくりの取り組みが進め

られています。 

本日は、４人のパネリストの皆さんから

それぞれのまちの特徴や活動の内容、素晴

らしさ、あるいは苦労や抱えている課題に

ついて、報告をお願いしたいと思います。 

それでは高島さんから発表よろしくお

願いします。 

 

【高島】 

それでは「まっさか参の会」の活動報告をさせていただきます。まず会の母

体であります「本町まちづくりの会」が平成９年に発足しました。まちづくり

に対しましては、ハード面とソフト面がありますが、このまちづくりの会をつ

くって、いきなりハード面からいきましょう、というようなことではなく、先

ずソフト面を主に活動をしてまいりました。活動していくうちに自分たちのま

ちだけで良いのか、というような意見が出てきた中で、隣接するまちで「魚町

一の会」と「紺屋町ぬくもり会」を発足していただきました。この３つの会が

歴史と文化を活かしたまちづくりをしていこうと「まっさか参の会」が平成 12

年に発足しました。 

「まちづくり」っていいますけども、何をしたらいいのか、自分たちのまち

にふさわしい景観や自分たちはどういうふうにすればこのまちが住みやすくな

るのか、ということを皆で議論した結果、歴史を中心にまちづくりをしてこう

ということになりました。 
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まずは、このまちへ来ていただきたい、ということで、「松阪七夕祭り」を開

催しました。平成９年から「本町まちづくりの会」が七夕祭りを行ってきまし

たが、大々的にやりだしたのがこの時期です。今年も８月２日に開催し、２万

５千人に来ていただきました。自分たちでは成功に終わったと自負しておりま

す。このように市民の方々に交流の場を設けることが一番だということです。 

平成 16 年に、県、市とコラボレーションの中で松阪地域交流空間整備計画を

つくりました。平成 19 年には、松阪市景観計画の重点地区の候補に挙がりまし

た。それと同時ですが、内閣府の全国都市再生モデル調査に私たちが手を挙げ、

調査を実施しました。このような経緯の中でまちづくりをしています。 

 

本町通りには、電柱が 16 本、道路か

ら上を見上げると電線が縦横無尽に走

っていました。それがすごく醜い、車も

通りにくい、歩いてみても景観が全然駄

目だということで、交流空間整備計画を

策定しました。何を一番メインに置いた

かといいますと、電線です。もう一つは、

松阪の城下町の武者隠しの道で、道路の

溝がでこぼこに入りくんでいます。攻め

込んだ敵をここで待ち受けるという戦国時代のまちの形態が残っております。

その昔の道路状況を復元しようとしました。各家の後ろ、町と町の間に溝があ

ります。背割り下水といいますが、そこに電柱を立て替え、電線を本町通りか

ら見えなくしました。それから道路の状況も浸透性のある茶色い、昔の地道の

ようなアスファルト舗装にしました。 

地元の人々からは、本町の空はこんなに広かったのかという声があがりまし

た。雨が降っても浸透性がありますので、ベタベタ足元が濡れない利点もあり

ました。工事が終わった時点ではすごく喜んでいただきました。 

一つ欠点をいえば、電柱が無くなりましたので、車が走りやすく、車のスピ

ードが速くなり、危険性がちょっと増えてきたことですが、このような景観整

備をしたことから、来町する観光客の方が年々増えてきています。会では、も

てなしの心で、お茶を出したり、イベントでは、地元によるサービスを今後も

続けていきたいと思います。 

 

松阪市景観計画の重点地区ですが、地元の意見を聞き、調整しながら高さ、

色、それから全体のレイアウトを考えていきたいと思っています。 
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都市再生モデル調査では、このまち

全体を歴史と文化を踏まえた中でのま

ちづくりということで、まずは各町の

それぞれの歴史を掘り下げて調査をし

ました。その次に、今後のまち並みは

どうあるべきかをまち全体のレイアウ

ト図として書きました。全体のレイア

ウト図を書くのは簡単ですが、例えば

古い家が空き地になったときはどうす

るのか、それぞれの家一軒一軒をどう

するのか。自分たちでは「処方箋」と呼んでいますが、この家では景観整備を

このようにしてはどうですか、と提案させていただきました。 

 

この「処方箋」では、ひとつ実験的にやろうということで、何が一番おかし

いか皆で議論しました。挙がってきた答えがクーラーの室外機でした。やはり

醜いのではないかということで、それに「格子」を付けました。その結果、ま

ちの風情に合うようになったと考えております。 

こういったまちの取り組みを理解していただいて、これはこうしてください、

と会が言ったわけではないのに、各家が自主的に直したり、改装していただく

ようになりました。例えば普通の町屋で、現在でしたらサッシを使うところで

すけども、木製の障子を使っていただき改装していただきました。今は、本居

宣長の旧宅跡の壁についても検討しています。 

今後については、自分たちのまちだけではなくて、やはり松阪市全体として、

寺町や御城番屋敷のエリア、それから本町といった点と点を線で結んで、ネッ

トワークづくりをしていきたいと考えていますので、よろしくお願いします。 

 

【コーディネーター】 

高島さんありがとうございました。「まっさか参の会」メンバーの方が中心と

なって地域住民の方にも呼びかけをし、街路事業を実際に実現したり、それか

ら建物の処方箋づくりに向けての取組とか、社会的な実験として部分的に設備

を覆ったりしたこと。その経験を活かした、建物や道路やいろんなものを含ん

だ景観づくりに向けてのこれからの展開に向けた活動について報告をしていた

だきました。 

続きまして、土山さんよろしくお願いします。 

 

 

全国都市再生モデル調査の取組の紹介

まちなみ処方箋を作りました

現状 修景の順番

ＡＢＣの順番に
取り組む内容

修景イメージ
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す。 

ふるさとの古い景色になるかも知れませんが、その景観を守ろうというのが

我々のやり方です。 

 

【コーディネーター】 

ありがとうございました。「うるしの里」として、この中道地区は漆器という

生業をまちづくりのコンセプトにあげて進められているのがすごく特徴的だと

思います。 

それでは続きまして「格子戸の会」の中村さんお願いいたします。 

 

【中村】 

格子戸の会の活動を通して感じる私なりの思いを述べたいと思います。「格子

戸の会」は松阪市の市場庄を中心とした地域の歴史を子供や孫に語り伝えたい、

語り部になろうというゼミから出発し、まち並みの素晴らしさや地域の歴史を

再確認し、住み続けたい、誇れるまちを語り伝えていきたい、という思いを持

って活動を始めました。 

 

1999 年 10 月に発足し、活動地域は市場庄町を中心に三雲地域です。活動拠点

は妻入り民家「いちのや」で、会員は約 20 名。準会員として、三重大学の４年

生や大学院生が参加してくれています。 

「格子戸の会」の活動としては、大きく分けると４つ。まず語り部活動で、

ふるさと三雲の今昔の説明と紹介をしています。次に松阪市から委託されてい

る「いちのや」を維持管理しています。観光地ではない市場庄の「いちのや」

に少しでも多くの方に足を運んでいただけるように「いちのや講座」として、

柿渋講座や楽しく歌う会、学習会などを行っています。また、イベントとして

街道餅まつりやひな祭り煎茶会、雛人形や五月人形の展示や写真展などを行っ

ています。 

このような活動を行っている「いちのや」のある市場庄は国道 23 号と 42 号

が分岐するところの南にあります。神話に語られる古代の道はこの三雲地域の

西の山沿いを通っていました。中世には、七夕伝説が残る 鵲
かささぎ

地区を通る海岸

沿いに斎王さんが通られた道がありました。近世、江戸時代の伊勢街道は、月

本の追分で奈良街道と合流し、今も大きな道標と常夜灯が県の史跡になってい

ます。伊勢音頭の別れの歌にも歌われた六軒の追分で初瀬街道が合流し、三渡

橋のたもとの六軒は賑わいました。北海道の名付け親、松浦武四郎は、参宮客、

特におかげ参りの人々で賑わうこの伊勢街道沿いで生まれ育ちました。六軒に

も大きな道標と常夜灯が残っています。大坂屋さんの家の太い格子に六軒の賑
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しく話ができる場にしていきたい。そして市場庄の良さを景観も含めて語り伝

えていきたい。今強くそう思っています。 

 

【コーディネーター】 

どうもありがとうございました。市場庄には縁があって、三重大学の私の研

究室が、以前からボランティアで地域のみなさんのまちづくり活動を時々お手

伝いさせていただき、私もとても縁が深いまちです。印象的なのは、まず女性

が発起人となってまちづくりグループを立ち上げていることです。三重県の中

でも歴史的な地区の中で、男性が発起人になってまちづくりグループを立ち上

げている事例はたくさんありますが、女性が中心となって発起人になってまち

づくり活動を立ち上げる例はまだまだ少ないのが現状です。そういった中で、

女性を中心に、女性の視点でいろいろと市場庄の生活文化をテーマにし、自分

たちの手が届く範囲内でいろいろな活動を継続されているのがすごく特徴的で

あると思います。 

では、続きまして山本さんからよろしくお願いします。 

 

【山本】 

それでは栗東の「街道をいかしたまちづくりの会」から発表をさせていただ

きます。 

まず栗東市の位置ですが、琵琶湖が滋賀県の真ん中にあり、南側に栗東市が

あります。名神高速道路、国道１号が東西に走り、北に向いて国道８号があり

ます。隣接する草津市から江戸時代の五街道のうち、東海道と中山道と二つの

大きな幹線道路が通過しています。宿場町ではありませんが、宿場と宿場の間

に「間
あい

の宿」という施設が置かれまして、ここ栗東市では東海道で２箇所、中

山道に１箇所置かれていました。旅をする人たちにとっては、これらの「間の

宿」で旅に必要な物を買い求めるという非常に便利な場所であったわけでござ

います。こうしたことから街道筋には色とりどりの民家が立ち並び、周辺の山

や川と溶け合って素晴らしい景観を形成しています。 

私たち NPO は、こうした街道の景観をひとつの財産として捉え、過去から受

け継いだものを未来へ引き継ぐという役割と同時に現在のまちづくりに活かし

ていこう、という趣旨で平成 18 年に結成しました。まだ３年目に入ったところ

であります。 

現在の建物も風景も景観も、一度壊したら元に戻らないという現状がありま

す。昨今の地震対策で耐震性が強調されるあまりに、従来型の建物がどんどん

と消えていくという危機感があります。そういう中で栗東市長が提唱される「風

格あるまちづくり」という施政方針をバックに、生活に根付き住人が誇りを持
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っていけるまちづくりをしていけたら、という思いで活動させていただいてい

ます。 

それでは、栗東のまちの街道の風景を皆さんにご紹

介をさせていただきます。これが東海道にあった昔の

立場茶屋の景色であります。伊勢参宮で賑わったとい

う歴史を持っていますので、こうしたものを活かして

いけないかな、ということであります。 

 

東海道の草津宿から栗東へ入ったところには、老牛

馬養生所があります。現代風に言いますと、牛の介護

入所施設で、死ぬまでここでその面倒を見てもらえる

という全国的に珍しい施設です。近くのお寺には、ここで死んだ牛の戒名、馬

の戒名を書いた戒名札が残っています。 

 

これは東海道筋でございますが、いわゆる亀山

のように一定の法則にしたがって、家が立ち並ぶ

ところでございませんので、いろんな建物があり

ますが、しっくりと調和の取れたまち並みでござ

います、是非見ていただきたいと思います。 

 

 

岡地区は、「田楽の里」ということで、昔の田

楽茶屋のお店が並ぶ、田楽発祥の地です。昔は田

楽茶屋に藤棚がありましたので、これを復元しま

した。 

 

川辺
かわづら

地区には、街道の旅人が水を飲んで喉を潤

した、冷泉があります。今でも非常に美しい水が

コンコンと湧く、自慢の施設です。 

 

鈎
まがり

地区は、足利将軍御所のあったところで、非常に賑わった所です。足利将

軍が室町時代に近江守護の佐々木氏を討伐しに来た時の本陣の場所であります。 

 

旗本伊藤氏の代官屋敷は、立派な長屋門で向こう側に塀が続いています。つ

い数年前までは水掘りもありました。 
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手原地区には、多くが商家でありまして、そのまち並みは、その昔の雰囲気

を非常に良く残しています。お宮さんは、明治天皇の御小休本陣跡となりまし

た。 

 

梅の木立場跡あたりで、このようにお店も暖簾

をぶら下げて、昔風な景観づくりを今もやってお

られます。 

 

 

戦国時代に織田信長の武将でありました佐久間

信盛が、日向山に陣取って一向一揆の鎮圧にあた

っていました。そういう山城の麓の村の一里塚で、

今は六地蔵地区といいます。ここでは、このよう

に江戸時代の地図を石に復元して地域の活性化を

図ろうという活動で頑張っています。 

 

これは和中散本舗という道中薬を作っていた非

常に大きな建物で重要文化財になっていますが、

襖などもみな指定文化財で「間の宿」の中心的な

場所であります。 

 

また東海道筋には伊勢斎宮の禊払いの跡があり、

非常に景色のいい場所であります。以上が東海道です。 

 

中山道では、お宮さんやお寺が多く並んでおり、森が立派で、素晴らしい景

色がずっと続いております。 

 

現在、街道は非常に多くの車が通り、歩いて散

策するには大変であります。一日車が通らなけれ

ば、という声が地域から出て、それが発端となり、

一日通行止めをして、まつりをやろうという話に

なりました。「ほっこりまつり」と名付けまして、

昨年開催しました。 

予想していたより非常に多くの方に来ていただ

き、スタッフが「皆楽しんでやろう」ということを目的にして実施しました。

今年もこの 10 月 26 日に実施することになりました。昨年も参加者にアンケー
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トを実施しましたが、今年も予定しております。 

現在、田楽を復興しようと「田楽茶屋ほっこり庵」が工事中です。もう間も

なく完成します。是非ともお越しいただきたいと思います。このような取り組

みを進めながら地域興しをしていきたいと思っております。以上です。 

 

【コーディネーター】 

ありがとうございました。今の山本さんの話から、栗東市に東海道や中山道

が通っていて、この二つの街道は江戸と京都を結ぶ江戸時代の大変大きな街道

ですから、多くの文化資産が残っていることが改めてよくわかりました。 

それでは一通りパネリストの皆さんにそれぞれが取り組んでいるまちづくり

活動について紹介していただきましたけれど、ここで西村先生に４つの事例を

見た感想等をよろしくお願いします。 

 

【コメンテーター】 

４地区のそれぞれの町屋にすごく特色があります。普通一地区だけ見ると、

これは日本の伝統的な家屋だっていうふうにしか思いませんが、４地区を並べ

てみると、日本の中には本当に多様な建物、建て方があるのだなと思います。

だから比べてみて自分のところはどんな特色があるのか、ということを知ると

いうことは大事だと思います。 

それから、道幅だとか建物との関係ですが、松阪はちょっと広くて真っ直ぐ

だけれど、他の３地区の道は自然に曲がりながらという特色がありました。歩

くことが中心にできているまちの雰囲気は大事だという印象を持ちました。 

 

【コーディネーター】 

ありがとうございました。 

それでは今度は、それぞれの地域の景観づくりの活動で、どの地区でも既に

話題になっていることだと思いますけれども、今日のテーマと関連しますが、

今立ち上がってきている景観まちづくりの活動をどのように次の世代につなげ

ていったらいいのかについて、皆さんが感じていることをご紹介していただき

たいと思います。 

では山本さんからよろしくお願いします。 

 

【山本】 

大変難しいテーマですけども、私たちが今考えていますのは、会そのものは、

その理念で作った団体でありますので、直接なにかをもらえるとかそういうメ

リットがないということで、運営のやり方が非常に難しい部分と、それから若
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い人たちがなかなか入ってくれないという事情があります。 

そういう中で、先ほど申しましたように風格あるまちづくりを市長が提唱さ

れていますので、その中で景観条例が制定されたことは、非常にありがたいこ

とだと思っています。  

今後、これを具体的にどういうふうに景観づくりに結び付けていくかについ

ては、地域での景観協定等を結び、今の景観を維持していきたいと考えていま

す。 

その中で先ほどいいましたように地震対策、耐震構造についても言われてい

ます。今の歴史的な建物は全部、もう同じように建てられない状況があります

ので、例えば、中は上手く改造しても、街道に面した表側は景観上残していく

ような工夫を、地域のみなさんにしてもらえるような機会づくりをしていかな

ければいけないのかなと思っています。 

具体的に私たちにどれだけの事が出来るかということは、非常に難しい提案

ですけども、それぞれの地域の皆さんがその気にならないとできませんので、

少しずつでも、そういう取組が地域に広げられるようにしなければと思ってい

ます。 

 

【コーディネーター】 

ありがとうございました。では引き続き中村さんお願いします。 

 

【中村】 

自分たちの町はいい町だと思って、これを何とか残したいというと、やはり

住んでいる者にとっては住みにくい家を残せといわれても困るというふうな感

じの反応があります。どういうふうにすれば、この市場庄の雰囲気や独特の景

観を保っていけるのかということをみんなで話し合って、合意できるところを

見い出していかなければ仕方がないのではないかと思っています。 

また、いかにして若い人たちにも話し合いの場に加わっていただくかという

ことついても大事だと思いますが、今現在そういう家に住んでいる方々はほと

んどが高齢な方ばかりとなっています。そして、周りの田園風景の中にあって

こそ市場庄のまち並みのよさがあると思いますが、その田畑を維持管理するに

もやはり高齢化ということもあります。今、都市計画の線引きの関係からか、

毎日のようにマンションを建てませんかとか、土地の利用や売却を考えません

かという業者が回ってきて、ミニ開発が行われるような形になってきています。  

どうすれば周りの田園も守れて、そしてまち並みも守れるのかは、私たちの

町としては、大きい課題だと思います。 
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【コーディネーター】 

ありがとうございました。では土山さんよろしくお願いします。 

 

【土山】 

先ほどちょっと言い忘れましたが、まちづくりの中で費用の問題は大きな問

題だと思います。私どもの方では、生垣をつくったり、自然な木材を使った板

塀だとか、家とか車庫とかを建築したり改造しますと最高で 40 万円の補助金が

出るので付け加えておきます。 

次の世代へどうつなげていくかの話ですけれども、みなさんからの話をうか

がっていますと、私どものところにはそのような歴史的な建造物があるわけで

もありませんし、大きな歴史的なストーリーがあるわけでもありませんが、や

はりもうちょっと宝を探すといいますか、地元を磨いていこうということで、

実は私どもの地区で 10 年間かけて募集してきた写真集をつくりました。県内の

いろんなカメラマンが「お前たちじゃわからないだろう、違いのわかる俺たち

が撮ってやろう。」といって 10 年かけて写してくれた 840 枚の中から選びまし

た。（写真集を会場に回す） 

このような形で、人の目で見てもらうっていうことも大事だろうと思います。

時代の風といいますか、若い人の暮らしぶりとか、国際社会とかいろいろでて

きますと、その地の歴史の中だけで考えてはいけないかもしれないけれども、

まちづくりの中で２つの点が言えると思います。 

ひとつは中身です。どんなまちに自分達がしていくのか。景観だけではなく

暮らしやすさということ。私どものところは屋根とか柱とかが太いのです。雪

がたんと降るからです。そうしたその地の知恵というのは、つないでいかなけ

ればいけないだろうと思います。 

もう一つは仕組みの問題です。私たちは市民としてやってきたとか、こんな

ことがいいと思ったとか、景観は主観だとかいわれた。そうしたいろいろな人

の意見もまとめ、集約していく仕組みが大事。これには力が要ります。リーダ

ーがいて、みんなでやっていく仕組みです。 

私どもは 300 戸の町内ですが、町内会に職員を 1 人おいて、給料を払ってい

ます。そして毎月 16 日に町議会を開きます。県議会と同じです。土木委員会や

公民館委員会、体育や神社など、いろいろと委員会をつくって、そこで協議し

ています。戦後からずっとうちの町内は続いています。福井県でそういう町内

会が２つあります。住民自治が叫ばれていますが、国も地域も金がないのです

から、自分たちでそういうことを考える住民自治もまちづくりの仕組みとして

大事なのではないかと思います。 
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【コーディネーター】 

どうもありがとうございました。その仕組みもまたお伺いする機会があった

らいいですね。ありがとうございます。高島さんよろしくお願いします。 

 

【高島】 

ほかの３人の内容を聞かせていただいたのですけども、まちづくりをすると

いうことは、やはり人数の問題であったり、スタッフの問題、それから費用の

問題というのは、どこの NPO でも一緒なのかなと思います。 

「まっさか参の会」でも若い人がなかなか寄ってくれない状況にあります。

会の運営が悪いのでは、という指摘を受けるかもわかりませんが、自分たちな

りに情報発信はしていますし、会えば口頭でもお誘いをしています。でも最初

に紹介させてもらったように、会議に参画はしないけれども、まちづくりには

自然と自主的にお金をかけてやっていただける事例もあり、何だか奇妙なまち

なので良いのか悪いのかわかりません。私たちとしては、一応会議に参加して

もらって、もっと意見交換もしたいし、やはり若い人の知恵と考え方を聞かせ

ていただきたい。それにはどうすればよいのかが一番の問題点です。 

 

【コーディネーター】 

どうもありがとうございました。それでは司会の方にバトンをお渡しします

ので、会場からの質問等について、よろしくお願いします。 

 

【司会】 

ではせっかくの機会でございますので、会場の皆様、パネリストの方々にご

意見、ご質問がある方はお手を上げてお知らせください。いかがでしょうか。 

 

【会場からの質問】 

まちの活性化には景観やいろんなことを考えなくては駄目なのですが、今い

われたように住みよいまちがあっても、財政という問題があります。古い建物

を残そうとすると、かなりの財政負担がかかってきます。それをその地域で持

てるのか、持てないとしたらどうするのか。私たちのまち、市場庄には、店は

一軒もありませんが、歴史的な建物の対象になるような家は 20 軒ぐらいありま

す。それを財政支援も何もなしでやってくださいということになります。 

格子戸の家はとても寒いのです。隙間風がビュンビュン入ってきます。それ

から鴨居が低くて、今の人はもう全部頭を打ちます。そういう建物をどうして

いくかは、もっと基本的なことから考えて、まちを残していかなきゃ駄目だと

思います。 
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格子戸は１年に２回掃除をします。年寄りだけになった家で格子戸を掃除し

ていくのはなかなか難しいし、そういうことができる組織を考えていかないと、

景観づくりやまちづくりの推進が難しいような気がします。どうすればまちが

活性化できるのかをもっと根本的に考えないといけないなと思っています。 

 

【コーディネーター】 

ありがとうございました。パネリストの方でどうですか。同じような問題に

直面されて、それに対して何かこう活動されているというような例があったら

ご紹介していただけますか。 

 

【土山】 

私どもの河和田町では、道路を拡張するときに買収する土地の値段は坪２万

円です。大体あの辺で公表されているのは、４万７千円ぐらいですけれども、

町のみなさんには、ずっと昔からそれでご協力を賜っています。そういうこと

で皆便利になるのだからというやり方です。 

先ほどの頭が打つ家には、私はやはり住めないと思います。だからやっぱり

時代に合わせたものをやっていかなければいけない。まちを残して人が死ぬな

んてことは本末転倒だと私は思います。 

 

【高島】 

スタッフの問題で意見を言わせていただきたいと思います。「格子戸の会」に

は僕らも活動をお手伝いにいったこともありますので事情はよくわかります。 

そのときに「まっさか参の会」ではどういうことをするかといいますと、大

学や NPO のまちづくり関係者の方と連携をとったりします。先ほど報告させて

いただいた松阪七夕祭りにも参画していただいています。 

それから、地域の小学校区に野球のチームがありますので、そこのメンバー

も一緒にこの七夕祭りにも参画してもらい、そこでバザーをしていただいたり

しています。 

何を言いたいかといいますと、自分たちだけで万事、全てのことをやろうと

いうような感覚ではなくて、やはり間口を広げて情報発信をするというのが非

常に大事なことでありますし、併せてネットワークづくりに取り組むのはどう

でしょうかという提案をしたいと思います。 

 

【コーディネーター】 

今の問題は、とても難しい問題だと思います。多くの市町村で行われてきた

政策ですと、伝統的な文化や歴史的なまち並みも 20 年前、30 年前だともっと残
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っていたものが、高度経済成長期の中で消え、今ではずいぶん失われてきてい

ます。 

大げさにいうとかなり背水の陣で、景観法とか、歴史まちづくりプロジェク

トとか、結局最終的に古いまち並みを残すか、残さないかは地域住民の意思で、

みんなで話し合いをして、決めてくことが大切だと思います。誰かに強制的に

指導を受けても長続きはしないと思います。 

今は景観法ができましたので、多くの市町村では景観計画を立て、そして重

点地区などに位置付けて、きちんとその景観計画で決めたまちづくりの基準が

ある場合には一部財政支援をしていくという取組を始めているところが多くな

っていると思います。 

行政としても 100％の財政負担は難しいので、そこは利用者の方とどのように

費用を分担していくかは、地域によってケースバイケースです。けれども、財

政は一部支援していくかわりに、景観計画に則ったルールに基づいて地域住民

のみなさんが主体となってまちの風景を残していくというような取組ができる

のではないかと思います。  

ただ、そういった活動をしている一方で、確かにこうしている間にも消えて

いく歴史的、文化的に大切なものもあります。 

そういった状況の中で今、私たちは自分たちの住んでいるまちをどういう方

向に持っていきたいかということが問われているのではないでしょうか。 

 

【会場からの質問】 

河和田中道まちづくり委員会の40万円の補助と町内会の議会のことについて、

簡単にご説明していただけますか。 

 

【土山】 

市の補助は最高 40 万円です。工事費の半分まで出ます。例えばトタンを貼っ

ていた建物に、焼き杉の板をあてるとか、本物の地場産の杉を使うという場合

に補助されます。私の場合は、車庫をできるだけ木材にしようと検討していま

す。 

そのほかに、むき出しになっていたクーラーの室外機を板で隠したり、ブロ

ックの塀を生け垣にするとか、いろいろな形で景観づくりに対する補助をやっ

ています。 

それから先ほどの町内会の議会ですけれども、これは年末の総会で 14 人の協

議委員が投票で選ばれます。毎月 16 日は協議委員会が開かれます。そこで道路

の問題、それから小川の問題、地域生活の問題、いろいろな問題が論議されま

す。道路の問題とか河川の問題ですと土木委員会に委託されます。土木委員会
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でいろいろ協議をして、また本会議にあげてきます。 

町内会の会費を平等化しようとしています。今までは数万円から数千円まで

開きがありましたので、均等割りを含めて是正している最中です。700 万円ぐら

いの町内会費があります。そして職員の方にも給料を払っています。その職員

の方はいつも出勤していますので、普通一般の町内会長さんがやる事務的なこ

とは全てやってくれます。 

 

【司会】 

では会場からのご意見、ご質問はここで終了させて頂きます。浅野先生よろ

しくお願いします。 

 

【コーディネーター】 

それでは最後に私の方でまとめていきたいと思います。もう一度今日のシン

ポジウムのテーマを復習してみたいと思います。「新たな時代に向けた」とあり

ます。その後半は「歴史、文化を活かした景観づくり」です。「新たな時代に向

けた」について今私たちに問われているのは、今までの時代と新たな時代、何

が違うのか。社会がどう変わってくるか。そのことに対して私たちはきちんと

正面から向かい合っているかどうか。 

 

景観づくりも大切なまちづくり活動の一つで、景観まちづくり活動は、いわ

ば町の顔色を見る活動です。人間は体の調子が悪くなると顔色に出ます。不健

康なまちづくり、何か問題の多いまちづくりは必ず町の顔色が悪くなってきま

す。そうすると「新たな時代に向けた」いうことで、もう一度振り返って考え

ないといけないことは、今までの時代、20 世紀の成長していた都市の時代の考

え方です。 

明日から私たちが生きていかないといけないこれからの時代と何が違ってく

るのか。何が変わってきているかは、たくさんあげられています。代表的なこ

ととしては、まず経済的に成長する時代から、21 世紀は持続性のある成長がで

きるかが問われています。そういった状況の中で、環境問題とか、少子化、高

齢化、このようなことに配慮しながら社会の大きな問題に対して持続性のある

成長ができるかどうかが問われています。これは 20 世紀のときに問われなかっ

た重要な視点です。 

それから、政治のあり方も変わってくる。もうご存知のとおり中央集権から

地方分権あるいは地方主権へ。20 年前、30 年前ですと、住民主体のまちづくり、

市町村主体のまちづくりがなかなかできなかったことが多々ありましたが、今

ではずいぶんできるようになってきました。そうすると最終的に問われるのは、
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先ほど土山さんから住民自治につながるような面白い話をしていただきました

ように、最終的には住民自治の底力がどれくらいあるかだと思います。 

市町村と住民と県とが協力しながら景観まちづくりが進めていけるかどうか

が問われています。それが新しい時代です。これからの新しい時代と今まで住

んできた時代との大きな違い。新しい時代によってまちは、大きく変わってき

ているということです。したがって何をしないといけないのか。 

簡単にいうと、正面からその問題にみんなが深く心に留めていく必要があり

ます。それがまず景観まちづくりを進める第一歩です。 

そして、新しい時代、20 世紀とは違う状況の中で、歴史的な地区のまちが変

わってきています。皆さんよくご存知のとおり、20 世紀は、経済成長する中で

建物が増えていく時代で、古い建物が開発によって壊され、開発行為でどんど

んまちが消えていったようです。 

今は逆に、人口減少、高齢化となり、いよいよ戦前に生まれてきた方が、戦

後に生まれてきた方に世代交代を迎えています。それまで何とか残せてきた町

屋や蔵とかが、相続していく過程で建物が失われてきています。それらが消え

ていって、20 世紀のときには新しい建物がその場所に建ったのですけど、21 世

紀では建たなくなってきた。つまり空き地、空き家が増えているわけです。こ

れは、当然人口減少とリンクしていて、もうそこに住み手が現われてこないよ

うなまちもでてきているということです。 

同じように、歴史的なまち並みは、20 世紀にいろんな理由で壊され失われて

きました。20 世紀を乗り越えてきた 21 世紀の歴史的なまち並みは、今度は新し

い時代の違う状況の中で新たな問題に直面していきます。 

だから、まず原点は新しい世代のことについて、みんながきちんと正面から

向かい合って、社会が変わってきている、放っておいたらまちはどんどん衰退

してしまう、ということについて、みんなで問題意識をしっかり持っていくこ

とが第一歩だと思います。 

 

今日、基調講演では、西村先生から全国各地の事例をご紹介していただきま

した。またパネリストの皆さんからもその取組を紹介して頂きました。いずれ

も、自分たちのまちが変わってきている状況に対してきちんと向かい合い、そ

の変化に対して新しい姿を提案しようといった活動がされているのではないか

と思います。 

 

それから、テーマの後半の「歴史、文化を活かした」ですが、今日の西村先

生やパネリストのみなさんの話を伺って私が感じたことは、今、大人である私

たち現世代が、いかに次世代にきちんと責任を持って住みやすい町をバトンタ
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ッチしてあげるかが、現世代の大人に問われています。それは今日のシンポジ

ウムで強く感じました。 

21 世紀は、いろんな問題に直面しながらまちを支えて住み続けていくこと、

次世代の人に歴史や文化の手がかりをたくさん残してあげるということが重要

なのではないでしょうか。 

歴史や文化が消えてしまったまちですと、まちづくりの手がかりがなくなっ

てしまいます。例えば、土山さんの話ですと、越前漆器という地場産業を手が

かりとしたまちづくり、中村さんのところでは、格子戸がたくさん残っていて、

「格子戸」っていうキャッチフレーズがあります。私たちは、その分かりやす

いキャッチフレーズや手がかりを、まちづくりをしていく人のためにたくさん

残していくことでいろんな選択肢を残し、次世代の人にバトンタッチしてあげ

るということがとても重要で、それを上手に育ててもらえれば、まちは少子化、

高齢化が進む中でも、新しいまちづくりの芽がまた出て、再生されていくので

しょう。 

残念ながら現世代がまちづくりの資源を食い潰してしまった、手がかりをほ

とんど失った状態でバトンタッチしてしまった、いろいろ探したけれども、な

かなかすぐには手がかりがない、そういった状況では、将来、次世代の人たち

が苦戦して、なかなか再生ができないまちが出てくるかもしれません。 

 

ということで、今日のテーマはとても面白くてかつ重要なテーマでした。こ

のテーマにそって皆さんに話していただいたことに対して、私の感じたことを

まとめさせていただきました。 

 

それでは、後半のパネルディスカッションを盛り上げて頂きました西村先生、

また４人のパネリストの皆さんに拍手をお願いします。また要約筆記のみなさ

ん、ありがとうございました。 

～終了～ 







・新しい町づくりには大変重要である。
・良い所が多くある。
・取り組む手順が理解できた。
・景観というものをただ規制の面だけで考えていたが、そうでないことが分かった。
・他地区での取組みと成果を聞いて参考になった。
・自分の住むところも、自分なりに景観としてのよいところを見つけ出すのも一つの方法かな。
・松阪市の景観づくりがどう進展していくのか、各地の事例と並んで関心が高まった。
・ふるさと松阪を住みよい町にしたい。
・まちづくり＝景観と思う。
・こわれたものは、元に戻らないこと重視したい。
・歴史と文化をどう活かすか、これが原点である。
・よその地域でも皆がんばっている。
・地域に応じた景観づくりの必要性がある。
・身近なものに感じ得た。

[あまりそう思わない]
・景観が整っている所の話はとても良いが、景観が整っていない地域を整える事にはつながらない。
・メリットもデメリットもあるように思う。
・地区による。自分の住んでいる所にはそのような所がない。

５ 今回の景観シンポジウムで、特に興味深かったことは何ですか。
内容とその理由を教えてください。
【基調講演】
・各地域が景観・美観を守るため、非常に努力していること。（例えば、広島平和公園であり、京都の大文字焼き）
・オープンな議論による景観形成。
・さまざまな規制は、デメリットと思われがちだが、長期的にはメリットに転じるという西村先生の話。
・各地の景観取り扱い。眺望という考え方。

・西村先生の様々な都市の事例。景観というテーマにおいてトップの方の意見を聞けて大変うれしく思った。
・西村先生の話で、あらかじめシュミレーションを行うという紹介が良かった。
・西村幸夫氏の話が良かった。事例紹介が参考になった。
・西村教授が最後に紹介していた新潟県村上市に行ってみたい。

・西村教授の基調講演における全国の事例・取り組みについて。

・西村先生の話、大変参考になった。
・西村先生の講演で、がんばっている地域があることがわかり、参考にしていきたい。
・西村先生の話はとてもわかりやすく参考になった。

・パネリストの景観に対する取組みを聞いて、景観づくりは市民の参加が不可欠であると感じた。

・景観による経済効果という面が分かり、積極的に取り組むべき問題だということの認識がもてた。
・ブロック塀に板を貼り付け、古色のまちづくりに取り組まれている事例。
・村上市の事例紹介など。
・景観法と歴史まちづくり法について。住民自治。歴史景観を守るがために街がなくなることは本末転倒である。
･景観と経済効果
・ブロックベイを黒い板ベイにする企画。
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・西村先生による、景観配慮した方が経済効果がすぐれる（長期的）。

・西村先生の講演で最近の景観づくりの取組みの豊富な事例が紹介されたのが興味深かった。自分の地域でも何かで
きるかなと思った。

・西村先生の話（桜島をみる風景など）、眺望としての景観を確保していくことで、自分たちの街にとって何がいちばん大
事な風景であるかを議論して決めること。

・景観の全国の第一人者の西村先生が松阪に来られ、肉声を聞けて大変有意義だった。駅前は人口１７万都市にふさ
わしく、再開発で近代的に整備し、そしてそれを歩いて過ぎると松阪城にかけて歴史空間が存在するという、両面をうまく
組み合わせて両立させて町の活性化を！

・町の景観を守る取り組みは、地元住民の熱意によるものだと改めて思った。誰かがやってくれるだろうではなく、一人ひ
とりが自分の町をどうしていきたいかを主体的に活動していく必要がある。

・眺望景観保全のための標高による高さ規制ライン…こんな大変な思いでやって頂いているなんて何も考えずに、当たり
前のように見ていた。今後の見る目が変わっていく。

・県内・県外の景観づくりの実践例を多数聞くことが出来て大変勉強になった。西村先生の講演で景観づくりと経済効果
は関連するとの話も興味深く、もう少し説明が聞けたら良かった。



【パネルディスカッション】

・各地のまちづくり活動の話と体験談が聞けたこと。

・パネルディスカッションでの事例で、まちづくりは地域住民の参画の必要性が理解できた。

・パネラーの選定すばらしい。
・次世代につなぐための活動。
・河和田中道まちづくりの取組み、住民自治会（議会）の組織がおもしろかった。
・地域のボランティア団体の方々のやる気には感心した。

・三重県松阪市の景観について勉強になった。
・他県の事例も２例取り入れていたのが良かった。

【その他】

・景観条例の必要性、十分な意見交換、話し合いが必要である。
・日本の良き景観がまだ沢山あるという事に良かったと嬉しさを感じた。

・それぞれの町で景観をいかした町づくりの取組み方、理由などがちがっていることを再認識できよかった。
・景観と機能性、経済性など相反するものが存在する中で、新たな時代にどう結びつけるか。
・歴史まちづくり法が、０８．１１．４施行されると知った。各地の事例が勉強になった。
・松阪の美しい景観、文化的景観の保全。景観を守ることは経済的にもプラス。
・他地域の事例
・景観づくり、まちづくりの具体的事例が松阪市などの取組みを通じてよくわかった。

・各地の貴重な映像と住民とのかかわり方。

【テーマ】

・世界の街づくりの先進事例。特にヨーロッパ。
・まちづくりに成功している先進地の他の事例をもっと知りたい。
・全国の市、県でユニークな町づくりをしている場所の紹介。
・まち並みの保存以外。自然景観の保存と地元活性化について。
・他の市で実在した合意形成のプロセスや苦労話など。
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・やはり都市計画は、住民ももちろんであるが、組長の理解と強い意志が必要。

･行政の動き待ちの感じがする。松阪のまちは、もっと早く市民に問題提起があってしかるべきだった。
景観はその町の人がその個性を決めることになると感じた。

・目から鱗だった。身の廻りの見方、考え方の参考となり、何にでも興味を持ちたいと思った。

・景観は各地でちがう。多くの事例多くを知りたい。

・歴史的な景観を残す事は非常に大事だが、そういったものがあまりない地域にとってはどうすればよいか。守る景観だ
けでなく、造る景観についても取り上げてもらうとよい。

６ 今後の景観シンポジウムで取り上げたらよいと思うテーマ、その他ご意見・ご感想等があれば
教えてください。

・ディスカッションにおいて、鯖江市の土山さんの話が一番印象に残った。大規模建築や街道がないという状況で、とても
よく自主的なまちづくりがなされているように思えた。地域にとって何が大切なのか、その意識がよく共有されている点
は、むしろ先進的な地域よりも長けているような印象を受けた。

・多くの市で景観というものに価値をみつけて新たに付加価値をつくりだそうとしているのに感心した。
松阪市も、もっと適した店づくりが大切。

・パネルディスカッションでの各地の現状報告。

・伝統産業、歴史資産を有効に活用して、人のあたたかみを感じさせる活動を知ることが出来た。ぜひ参考にしたい。

・リーダーの取り組む姿勢。
・古い町並みだけの保存に終わらず、新しいものの取入れも考えていく調和のとれた町づくりについて

・歴史・文化をまもるまちづくり、歴史･文化を活かせるまちづくり。

・先人が創った歴史的、文化的遺産は後世に残すべきである。一方において生活様式の変化に伴うマンションなど高層
建物との調和の難しさを感じた。行政と市民の前向きな対話が必要。

・景観＝昔の建物の保存あるいは復元ではなく、奥の深い物だと思った。
また保存に対して、白アリ対策、耐震補強など予算的に大変だと思う。祖母の家が松阪市内にあるが、今はマンションが
建ち並び、昔とずいぶん街並みも変わった。松阪城址跡の上から見ると建物の高上マンションが気になる。

・「歴史まちづくり法の実践は松阪にピッタリ」の一言で、来たねうちがあった。しっかりやっていこうと思う。景観はまちの
顔色。松阪にもいいところが出てきつつある。

・景観を考える対象が、歴史的建造物、自然だけではなく、田園など文化的創造物にまでおよぶということは勉強となっ
た。「景観は主観」、しかしこれを一つのものにまとめていくための議論を行うという場の大切さはよくわかった。しかしそ
のような場づくり、行政による調整というのは現実をみるとむずかしい。



・古い町並みの復元や保全だけでなく、新しい日本の景観づくりの事例などを取り上げて欲しい。
・駅前再開発、集客交流、ベルタウン通り、駐車場問題等

【その他ご意見、ご感想】

･県内の先進事例を紹介しつつ手本にできることをやれば良いと思う。
・一度失われた景観の回復。企業をどうまき込んでいくか。
・同じような町づくりをしている人々の意見を聞く機会があればいいと思う。
・自分達の住む町のことからもっと大切にしなくてはならない所がたくさんあるのではと考え直したいと思う。

・建物と調和した路面も含めた景観検討。街灯の調和機能を選定している事例提示。
・各パネリストからの発表内容は参考になった。

・何が素材となるのかもっと教えてほしい。
・ＮＰＯ同士の連携。地場産業。
・やれば良いかもと思っていても、地区の盛り上がりが出てこない実情がある。
・殿町地区のマンション、住宅の重点的規制の強化。
・行政と市民が共同して次世代につなぐ歴史文化を活かした景観まちづくりを、あせらずお願いしたい。

・資料を前もって頂戴して早めに読んでおけば、なお良く理解出来たと残念。次回は早めに資料を読みたい。

・景観づくりにおいての経済効果について、具体的に取り上げてもらいたかった。
・講演会の資料も配布してほしい（パワーポイント）。
・またこの様なシンポジウムを開いて欲しい。
・津市民だが、ぜひ津市でもやって欲しい。

・もっと実践している人の話を時間かけて欲しい。
・パネルディスカッションが時間不足のせいか、議論が深まらず残念。
・スライド資料の配布があれば良かった。
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・県は市に対し、市は市民に対しどこまで能動的に指導できるか（歴史まちづくり法の運用には、そのようなことが求めら
れている）。埋もれた歴史・文化をいかに掘り出すか。（行政、住民、大学の協働）。「松阪市の公園づくりはこのように行
われている」というテーマ。

・東京の方で問題になっている漫画家の家はどのように考えたらよいか。とらえ方について聞きたい。
行政の中の横断的な「景観をキーワードにした」組織づくりの例があったら聞きたい。

・まちづくり法、中心市街地活性化、景観法、現時点での大枠として「歴史まちづくり法」を市として是非とりあげてもらい
たい。

・松阪の恵まれた歴史文化遺産を保存・活用して、景観の切口でそれを松阪の活性化につなげる具体策（方法）につい
て。他市からの報告、市の紹介だけでなくもっと何をどう工夫して活性化したかの具体的な報告が欲しい。

・パネルディスカッションはパネリストの方の持ち時間が短くなってしまい、説明をもう少し聞きたかった。
景観づくり、まちづくり、住民自治の話も聞けて、とてもおもしろかった。

・画面による講義内容の進行とても良かったが、画面をもう少し高くしてもらうと自然体で見ることができる。
前の人の頭が邪魔になった。

・松阪の重点地区の取り組みは市民にオープンにした進行が大事と思う。行政は財政的な支援だけでなく、やることはソ
フトでもっともっとやれることがあるのでは？

・広島市が取り組んでいる新しい景観づくりに興味を持った。景観というと何か懐古趣味的なものと感じていたので、将
来の快適な生活空間というビジョンで景観をとらえていくことが大切との認識が持てた。今後の将来に取り組むべき視点
で、シンポジウムをもってもらえたらと考える。

・市内のまちづくりグループを元気づけるため、グループの交流、交換会を開催することにより、市民にやる気を起こさせ
ることが大事ではないか。

・松阪への観光客がずい分多くなった（観光バスで）が、観光ルートにみやげ物屋がない。公園あるいは駐車場あたりに
できないかといつも思う。

・景観条例の活用と歴史まちづくり法の活用の実践（風致計画）の具体的事例。
市場庄の三雲管内線引き問題は、大きな課題になるのでは。

・無から有を生み出す取り組み方を聞かせて欲しい。農地・水・環境保全向上対策事業に取り組んでいる。

・歴史・文化を活かすというような景観づくりは比較的計画しやすいと思うが、近代的な建物が並ぶような平均的なまち
の景観づくりの取り組みの例があったら、取り上げて欲しい。
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♪平成２０年１０月１１日 景観シンポジウム♪ 

「新たな時代に向けた歴史・文化を活かした景観づくり」参加者アンケート 
 
今後の景観づくりの取組の参考とするため、アンケートのご記入にご協力をお願いします。 
みなさんの率直なご感想・ご意見をお聞かせください。 
＊筆記用具が必要な方は、受付に用意してありますので、お申し付けください。 
 

１ あなたについて教えてください。※該当する番号に○をつけてください。              
 
 ①松阪市にお住まいの方 ②県内（松阪市以外）にお住まいの方 ③県外にお住まいの方 
 
２ 今回の景観シンポジウムを何で知りましたか。※該当する番号に○をつけてください。 
                       ※複数回答可 

①案内チラシ ②ポスター ③ホームページ   ④新聞  ⑤ラジオ ⑥県または市の広報  
 
⑦知人の紹介 ⑧職場からの案内  ⑨その他（                     ） 
 

３ 今回の景観シンポジウムの内容はいかがでしたか。 ※該当する番号に○をつけてください。 

 

①大変よかった ②良かった ③あまり良くなかった ④悪かった 

 
＊上記の選択理由（                                      ） 

 

４ 今回の景観シンポジウムで、あなたの景観への関心や理解は深まりましたか。あるいは、景観づくり

に取り組むきっかけになりそうですか。 ※該当する番号に○をつけてください。 

 

 ①大変そう思う ②そう思う ③あまりそう思わない ④思わない 

 

＊上記の選択理由（                                      ） 

 

５ 今回の景観シンポジウムで、特に興味深かったことは何ですか。 

  内容とその理由を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

６ 今後の景観シンポジウムで取り上げたらよいと思うテーマ、その他ご意見・ご感想等が 
あれば教えてください。 

 

 

 

 
 

 

♪～ご協力いただきありがとうございました。～♪ 
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