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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、伊勢神宮や熊野

古道、河崎、二見浦に残された情緒あるまちな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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景観シンポジウムの概要 

■日 時   平成 21 年 9 月 5 日（土）13：00～16：30 

■場 所   いせシティプラザ（２階 多目的ホール） 

■主 催   三重県・伊勢市 

■後 援   三重県教育委員会・伊勢市教育委員会 

 

 

【プログラム】 
１ 開会挨拶  

・伊勢市長        森下 隆生 

・三重県県土整備部理事  長野 守 

 

２ 「伊勢市の風景」の紹介    

・伊勢市都市整備部都市計画課 小長谷 容子 

 

３ 「伊勢市景観計画」の紹介  

・伊勢市都市整備部都市計画課主幹 坂谷 和則 

 

４ 基調講演 演題「大人も子どももみんなで考える景観まちづくり！」 

～景観まちづくり教育・学問のススメ～ 

・東京学芸大学名誉教授・東海大学教授 小澤 紀美子 

 

５ パネルディスカッション  

テーマ「未来に伝えよう、つないでいこう！ 

大人も子どももみんなで景観まちづくり」  

   ・コーディネーター   浅野 聡   三重大学大学院准教授    

・コメンテーター     小澤 紀美子 東京学芸大学名誉教授・東海大学教授  

・パネリスト(５ ０ 音 順 )  植村 岐穂子 古道魚まち歩観会副会長  

西城 利夫    NPO 法人伊勢河崎まちづくり衆理事  

谷  良純    尾鷲市立三木小学校教頭 

深尾 甚一郎 近江八幡市職員  

山本 武士    外宮参道懇話会会長  

 

 

景観シンポジウムに参加された方々 

伊勢市にお住まいの方    ２４名 

伊勢市以外にお住まいの方  ３４名（うち県外 ３名） 

市町職員          ３８名（伊勢市 ２４名 伊勢市以外１４名） 

県職員           １８名  

出演者           １１名 

要約筆記者・手話通訳者   １８名 

報道関係者          ２名 

県スタッフ         １３名   総参加者計１５８名 
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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 小澤 紀美子（こざわ きみこ） 

東京学芸大学名誉教授・東海大学教授（工学博士・技術士：地方及び都市計画） 

北海道生まれ。北海道大学卒業、東京大学大学院修了。㈱日立製作所システム開発研究

所研究員、東京学芸大学助教授を経て、現在は東京学芸大学名誉教授、東海大学教授。日

本環境教育学会前会長、こども環境学会副会長、社会資本整備審議会委員（国土交通省）

の他、国土交通省「景観まちづくり教育」検討懇談会委員を務め、学校で取り組む景観ま

ちづくり学習のプログラムなどを開発。著書に『これからの環境学習―まちは子どものワ

ンダーランド（共著）』（風土社）、『豊かな住生活を考える－住居学〈第３版〉』（彰国社）

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、伊勢市都市計画審議会委員、

松阪市景観審議会会長、伊賀市景観審議会委員、桑名市及び亀山市景観計画策定委員会委

員長などを務める。伊勢市をはじめとし、松阪市、伊賀市、桑名市、亀山市、志摩市など

における景観マスタープラン、景観計画の策定など景観行政の推進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） 

植村 岐穂子（うえむら きほこ）「古道魚まち歩観会」副会長（紀北町） 

当会は、“熊野古道のロマン”と“漁師町の温もり”とのふれあいがもたらす、やすらぎ

の交流空間づくりをテーマに、行政に頼らない住民主体のまちづくりをめざし、モニター

ツアーの企画やマップづくり、交流拠点づくりや休憩所の設置を進めている。 

 

西城 利夫（さいじょう としお）「NPO 法人伊勢河崎まちづくり衆」理事（伊勢市） 

当団体は、伊勢河崎商人館の管理運営を中心に河崎まちづくりを推進していく組織とし

て、江戸時代から続く問屋のまち伊勢河崎のまちづくりに関する事業を行い、歴史と文化

を活かし、誇りを持ち、住み続けることのできるまちづくりに向け、活動を続けている。 

 

谷 良純（たに よしずみ）「尾鷲市立三木小学校」教頭（尾鷲市） 

紀北町立西小学校教諭時代（2007 年）に、国が進める「景観まちづくり教育」のモデ

ル校として、子どもの頃から身近なまちや良好な景観に関心を持ち、守り育てることがで

きるよう、景観まちづくり学習に取り組んだ。 

 

深尾 甚一郎（ふかお じんいちろう）「近江八幡市」職員（滋賀県近江八幡市）  

近江八幡市職員として、2003 年から 2007 年まで景観施策を中心とした業務に就き、

全国第１号となる「景観計画」「重要文化的景観」の策定・運用を担当した。現在は、人事

異動により他の業務に就いているが、景観に関する活動（景観と文化研究会など）を続け

ている。 

 

山本 武士（やまもと たけし）「外宮参道懇話会」会長（伊勢市） 

  当会は、伊勢市駅から外宮へつながる外宮参道（県道伊勢市停車場線）において、献灯

の提灯を設置、植栽を充実するなど、外宮前にふさわしいまちづくりを進め、「もてなしの

みち」とすることをめざして活動を続けている。 
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【三重県県土整備部理事 長野 守】 

本日は、県内の皆さんあるいは県外からも多数の皆さんのご参加をいただきまして

誠にありがとうございます。心からお礼を申し上げます。私達の住む三重県はご存知

の通り、非常に素晴らしい、この伊勢市さんをはじめとしまして自然景観あるいは歴

史文化的な景観が数多くございます。これらの景観は先人の方々により、ずっと現在

まで受け継がれてまいりました。こうした素晴らしい景観を守り、また育てて新たに

良好な景観を形成して後世に引き継いでいこうと、そのためには私達県民の不断の努

力が必要になると考えております。 

 

近年、全国各地で官民協働の様々な景観まちづくりの取組が行われてきております。

県内におきましても、伊勢市さんをはじめ、各地で歴史的なまちなみの景観を守りな

がら、市民の方々がまちづくりの主役となって、先進的に取り組まれているところで

ございます。 

三重県では景観づくりは地域の文化力を高め、新たな地域づくりにつながるもので

あると考えまして、三重県景観づくり条例を平成 19 年の 10 月に公布をさせていた

だきまして、その後三重県景観計画を策定し、昨年の４月から本格的な運用を始めた

ところでございます。 

 

県内におきましては、既にこの伊勢市さんをはじめとしまして伊賀市、四日市市、

松阪市、鈴鹿市が景観行政を自主的に進める自治体といたしまして景観行政団体にな

っております。県といたしましては、伊勢市さんをはじめとしまして各市町の景観づ

くりの更なる展開を期待しつつ、引き続き連携支援を図ってまいりたいと考えており

ます。 

また、本年から住む人、訪れる人、みんなが主役となり、私達の暮らしの場そのも

のを具体とする「美し国おこし三重」が始まっております。地域の個性や文化にこだ

わり、様々なテーマをもとに多彩な催しや情報発信等を通じまして、新たな自立持続

可能な地域づくりにつなげていくということとしております。景観づくりにつきまし

ても、この美し国おこし三重の取組のテーマにつながるものとして、皆様方の参加、

参画を期待しているところでございます。 

 

このシンポジウムを契機に、美しい景観づくりが皆様のお住まいの地域からどんど

んと広がり、より効果的な景観づくりに発展していくということを期待いたしまして、

開会のご挨拶とさせていただきます。 
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も平成元年に「まちなみ保全条例」を制定しまして、まちなみ保全に取り組んでまい

りました。 

また公共事業としても石畳工事、無電柱化工事、トイレやサインの整備等を行って

きました。平成５年には、内宮おはらい町通りの中心部におかげ横丁がオープンし、

年間を通じて様々なイベントが開催されています。その結果、取組以前は年間 20 万

人だった来訪者が昨年度は 400 万人を超えるほどになりました。 

 

一方、合併した旧二見町の夫婦岩に至る表参道

には、海側に今では珍しい木造３階建ての和風

旅館が並んでおり、その向かい側には土産物屋

が軒を連ねています。旧二見町時代、この地区

においても平成 13 年に景観条例を制定し、ま

ちなみ保存の取組を行うと共に、石畳工事等の

景観形成に取り組んできております。 

  

外宮の鳥居前町として発展した山田のまちに

は外宮参道があります。明治時代、路面電車の

道として整備された道路で旅館が建ち並んでお

りました。現在は伊勢市駅から外宮へ誘う道と

して石畳整備がなされまして、地元の取組によ

り提灯が設置されております。 

 

伊勢河崎は、お伊勢参りが盛んな時代に伊勢の

台所として繁栄した問屋街でした。市内の中央

部を流れるこの勢田川の水運を活かし、船で運

んできた荷物を川に面する蔵に直接運びこめ

るように川側に出入り口のある蔵が川沿いに

建ち並んでおりました。現在は、水上交通に代

わり陸上交通が主流になった為、問屋街として

の機能は衰退してしまいましたが、当時の面影

を伝える蔵や町家が点在しております。 
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伊勢市は平成 17 年に合併しましたが、旧小俣

町にもお伊勢参りの 後の宿場町として栄えた

小俣宿や明野宿のまちなみが残っております。 

 

 

 

 

外宮と内宮をつなぐ御幸道路の街路樹は設計

当初から四季折々楽しめるよう、桜、楓、楠等

が交互に植えられております。歩道にある石灯

篭は、神宮へのアプローチとしての風景を形づ

くっています。 

 

 

 

 

御木本道路は先ほどの御幸道路と共に外宮と

内宮をつなぐ道でありまして、外宮と内宮の中

央に位置する伊勢西インターチェンジから外宮、

内宮にアクセスする道となっております。 

御木本道路からは伊勢の特産である蓮台寺柿

が秋に色づく風景が楽しめます。 

 

 

 

外宮から内宮へ至る古市街道は、丘陵の尾根

を通る道の曲がり具合や道幅が、旧街道であっ

たことを伝えています。現在はバスが通る路線

となっていますが、沿道には切妻・妻入りの伊

勢特有のまちなみが見られます。 
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神路通りは、外宮の北御門と月夜見宮をつなぐ

通りで「神様が通る道」という意味から「神路

通り」と言われています。地元の取組により、

案内板が設置されており、春にはしだれ桜が咲

き、落ち着いた風景となっております。 

 

 

ここからは、自然風景をご紹介します。 

日本一の清流と言われる宮川です。宮川は春

には桜の名所、夏には花火大会の会場となりま

す。 

かつては参宮客が身を清めた禊の場でした。 

 

次は五十鈴川です。五十鈴川上流は神宮の自然

林の中を流れております。 

内宮周辺はお木曳き行事の川曳きの舞台とな

り、川底には石畳が敷きつめられております。

川堤には桜が咲き、神宮林を背景として四季

折々の移ろいが感じられます。 

 

 

後になりますが、伊勢市内には各地に広が

る田園景観がございます。この神宮神田では神

宮のお祭りのお米が育てられております。背後

の山並みと一体となった田園景観となっており

ます。 

 

 

以上、伊勢の代表的な景観の一部をご紹介しましたが、市内にはまだまだたくさん

の素晴らしい景観がございます。これらの景観は市民共有の原風景・心象風景として

是非とも永く次の世代に伝えていくことを切に願いながら、ご紹介を終わらせていた

だきます。 
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せんが、根拠法を地方自治法から景観法に移し替えるものでございます。 

 

次に「沿道景観形成地区」につきましてご説明

します。 

景観上重要な軸で、幹線道路や鉄道を指定し

ています。この軸沿いの景観形成を図る為の整

備として、重要な軸から 15 メートルの範囲を

対象として指定しております。 

具体的には御幸道路、御木本道路、古市街道、

国道 23 号、国道 42 号の道路の他、宮川から

伊勢市駅前までの近鉄、ＪＲ、沿線を対象とし

ています。 

 

次にこれら重点地区にも沿道景観形成地区に

も指定していない地区については「一般地区」

として、一定規模以上の建築物等について緩や

かに制限を設けております。 

 

続きまして、「良好な景観の形成に関する方

針」でございますが、景観形成の方針には都市

マスタープランの分類を基本として土地利用、

軸、拠点毎に方針を定めております。 

 

土地利用ゾーン別の景観形成の方針では「中心商業業務ゾーン」「市街地ゾーン」

「集落・農地ゾーン」「自然環境ゾーン」これら４つに分類し景観要素毎に方針を定

めております。 

 

軸別の景観の形成の方針は、本市の景観形成上、重要な軸として道路、鉄道、河川、

海岸、緑を指定し景観軸毎の方針を示しております。 

拠点別の景観形成方針は重点地区とした内宮おはらい町地区、二見町茶屋地区を含

め、５つの拠点を位置付けております。 

良好な景観の形成の為の行為の制限に関する事項につきまして、「一般地区」「沿道
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景観形成地区」「重点地区」これらの地区におきまして行為の届出について定めてお

ります。「一般地区」と「沿道景観形成地区」は共通の基準となっており、緩やかな

制限となっております。 

 

「一般地区」においては、一定規模以上の行為、

高さが 10m を超えるもの、または建築面積が

1000 ㎡を超えるものについては届出が必要と

なります。また景観上重要な軸沿いを指定して

いる「沿道景観形成地区」においては、原則、

全ての行為について届出が必要となります。 

一方、「重点地区」においては、地域の特性の

ある景観の形成を誘導する為、原則、全ての行

為を対象として、それぞれの地区の特性に合わ

せた景観形成基準を設けております。 

 

「一般地区」と「沿道景観形成地区」の共通の

基準について一例を挙げますと、規模・配置は

周辺景観との連続性や一体性に配慮すること、

形態意匠は周辺景観との調和に配慮することと

いったもので、緩やかな基準となっております。

その中でも色彩に関しましては、原色を避ける

ようなかたちで、マンセル表色系を用いて数値

基準を定めております。 

 

内宮おはらい町の景観形成基準につきまして

は、これまでの伊勢市まちなみ保全地区の整備

基準を踏襲するものとなっております。 

このように伊勢のまちなみは切妻・妻入り、

外壁は杉板の刻み囲い、軒庇、軒雁木板、２階

の張り出し南張り囲い等の意匠が特徴となって

おります。 

これらを内宮おはらい町の景観形成基準とし
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て定めております。また、特にこの地区につき

ましては、景観計画の重点地区として指定し、

重点地区の内容については、都市計画の地域地

区であります景観地区としても都市計画決定し

ております。 

更に、高さについても内宮おはらい町通り周辺

の景観を保全する為、建築物の高さの 高限度

を全て 10ｍとするように変更し、景観計画と合

わせて 10 月１日に告示する予定でございます。 

 

二見町茶屋地区の景観形成基準につきまして

も、これまでの二見町の景観形成地区の整備基

準を踏襲するものとなっております。このよう

に旅館街や土産物店の町屋が並んでいる意匠が

特徴となっております。これらを二見町茶屋地

区の景観形成基準として定めております。 

 

 

景観重要公共施設の整備に関する事項でござ

います。ここに示します道路や河川を景観重要

道路、景観重要河川と位置付けまして、その整

備に関する事項を定め、公共工事につきまして

も景観配慮に取り組んでいくこととしておりま

す。 

 

 

このように伊勢市は豊かな自然風土や歴史文化に育まれた景観を次の代に引き継

いでいく為に景観計画を策定しました。来月 10 月１日より届出制度と景観地区認定

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、伊勢市景観計画の概要とさせていただきます。 
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いを培われて育ってきたのです。私は、石狩川でメダカすくいをやって遊んでいまし

たが、そのようなものが全部破壊されていきました。そして、それが単に見える所だ

けではなく、見えない所での破壊、それがここで私も書いています環境破壊と景観破

壊という言葉に象徴されるのです。 

 

私達は戦後効率よく物事をやってきた、分断化させていく、そうすると本当に横断

的な課題に対してどのように取り組むのかということが霞ヶ関をはじめ、皆、見えな

くなってきているのではないかと思います。 

人と人との関係性が、希薄になってきている

という大きな問題、そして元々、日本人自身が

非常に自尊感情のない、自己否定感が強い国民

ということです。一歩下がると言うと謙虚に見

えますが、他の国、特に東南アジアの方達とお

付き合いしていると、やはり謙虚だけでは駄目

ではないかと思います。 

そして子ども達にも自尊感情を育んで、本来持っていた日本人の五感、感性、そう

いったものをどのように取り戻していったらいいのかということを問われているの

ではないかと思います。 

 

環境破壊は目に見える所は分かりやすいので

すが、問題は内なる自然の破壊です。そこのと

ころをもっと考えていかなくてはいけないとい

うことで、持続可能な発展に向けての教育を私

はずっと追及してきました。これを英語で言う

と、“Sustainable Development”それを持 

続可能な開発と言うと、何か土地を開発してい 

くようなイメージがありますので、発展といういわゆる教育心理学というところの自

分自身の心を育んでいくと言いましょうか、内発的な力を付けていくというか、そう

いう意味を込めて私は持続可能な発展に向けての教育が必要だと考えています。 

 

様々な考え方や素晴らしい様々な素材を活かしながら、今はグローバル化の時代で

すから、様々な国の方とも共生していくということを、どうしていくのかということ
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が問われているのではないかと思っています。それは個別化・均質化してきたことに

対して、多様性を重んじているということだと思います。 

私は、昨日と今日、伊勢の町中を歩きました

が、そこでも色々と違いは見られますが、なぜ

切妻の妻入りなのかということも含め、山との

関係を考えると切妻になるのではないかと思い

ますし、東京でも同じような住宅のつくり方が

あるのです。昭和 50 年代頃までは、山があっ

て屋根が切妻という形で、とても調和がとれて

いたのが、今は真四角でみんなビルです。 

そういう形が多くなってきてしまっている。そして個別的なものを多用するという

ことになっています。そういう意味でここでは、エコポリスと考えておりますけども、

この伊勢市さんもあるいは三重県のあちこちで、そういったエコポリス的な発想をも

って対応できるのではないかと思います。県の取組にしても、今の伊勢市さんの条例

にいたしましても、そういった思想が入っているかなと思います。 

 

私達は新しさを求めて、戦後新しいことはいいことだということで壊してきました。

しかし、これからは育むという発想が求められるのではないかと思います。伊勢市さ

んの河崎や伊勢の町を歩いてきましたけれども、やはり育むという発想があるなと思

っておりますし、これからはもう行政にお任せするだけではなく、一緒に取り組んで

いくことが必要だと思います。そして縦割りではなく、網の目のようにやっていき、

公に任せられる所と、コモンズとしての共通に考えられる所、コモンズの場をどのよ

うにつくっていくかということが、求められているのではないかと思います。 

 

その中で学校では、授業が縦割りだというこ

とで総合的な学習の時間が設定されました。 

それは知識伝達の教育から、探求教育表現型

の教育に変えていこうということで 2002 年か

ら動き出したのですが、実際の議論は 1996 年

から行われ、中教審の答申として私も、その時、

委員として入っており、これは大事なことであ

ると感じました。後に私は科研費、研究費をも
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らって中国の方と一緒にやっておりました。 

中国では、華僑の時代から暗記をしていたのですが、それを総合的な学習の時間、

探求創出表現型に変えていくことが中国でも大事だと言われていたのです。この基本

的な考え方を誰が教えていくか、学ぶべきか、それは教師だけではなく、児童、生徒

さんも教える立場にもなるし、教師も子どもから学ぶという、やはり学びと教えを分

けないということで、景観まちづくりにおいても、ご年配の方から、あるいは子ども

達から、ここは町の宝だというものを学んでいくということも、大事なのではないか

と思います。 

 

私自身は建築を専門としており、都市計画もやっていたものですからイギリスの建

築、あるいは都市計画を勉強しに行きました。そこで人工的な環境を通しての環境教

育を行いました。しかし今は“Education for Sustainable Development”ある

いは“Education for Sustainability”持続可能性に向けての環境教育ということで

考えますと、この伊勢市あるいは三重県のあちこちにあるような都市における持続可

能な、そして熊野古道も観光客が多くなり、荒れてきている所も出てきているかと思

いますけれど、私達は、エコミュージアムとして、どう地域を活かしていくかという

ことが、今、問われているのではないかと思います。 

 

そういった意味で内なる自然と色々な体験、

経験を積むということで、６月に内宮に来た時

も、また、昨日、今日と歩いてみますと、若い

方が非常に多いのに驚きました。それは、教室

を越えてその地域の素材を現地に来て学ぶとい

うことです。先ほどのお話では、伊勢市へは年

間 400 万人の観光客がお見えになるというこ 

とで、そこには単に自然体験だけではなく、お伊勢さんには、私達の暮らし、衣食住

の原点がここにあると思います。このようなものをつくり上げてきた歴史があります。

そして若い方達に学ぶということも大事で、それとイマジネーション、そしてクリエ

イティビティを付加して、いい町を残していくということが大事なのではないかと思

います。 

そう言った意味で、学びの要素は単なる知識として何について学ぶのか、そして持

続可能性に向けてだけではなく、体験型の学びが必要だと思います。そして文化を通 
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して「スルー」（何々を通して）という、なかな

か日本人はこれが理解できないのですが、そし

てデザイン、条例をきちんと決める、そして一

緒に考えるということが必要ではないかと思い

ます。 

 

そしてもう１つ考えるべきことは、私達は常

に反省的実践者として、教師であろうと建築家

であろうと都市計画家であろうと、そして暮ら

しの人であろうと考えていかなければいけない。

それにはまず関心を持つこと。これは後でご説

明しますが、この景観まちづくりの中での基本 

的な考え方で、これはアメリカで 1930 年代のジョン・デューイという方の教育哲

学に基づいているのです。どうしてこの町は美しいのだろう。」「どうしてこの町は滅

びたのだろう。」考えてそして実践し、常にフィードバックしながら、螺旋状に発展

していくという考え方に基づいております。 

 

今日も歩いてみて、それから今までのスライ

ドを見て「伊勢の町は何色？」と聞かれたらど

う答えますか。まず、そのようなことから子ど

も達に興味を持ってもらおうということで、私

の教え子で美術の先生をしている大道先生が実

践したものですが、小学校２年生がローラーで

町の色を塗り、家を書いたり、それから子ども

らしく魚を身近な所に描くなどしています。 

 

次に小学生２年生にカッターを使わせる練習で、薄いダンボールを２枚重ねて家を

切り取り、それをこちらに貼って周りの風景や景色を書いてもらいます。これだけ並

べてもまちなみができるということです。導入的な展開になりますが、町に興味を持

ってもらう。最近の子どもさんの絵は、なぜか木を書いても小さな絵をいっぱい書く

のです。きっと子どもの頭の中には、宝や夢がたくさん詰まっているのだと思います。

そのようなものを表現しているのではないかと思います。 
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大学では、生徒にＢ４の色紙を持たせて、住

まいや環境からイメージするものを手だけでつ

くらせました。するとみんな、巣のような形や

テントのような形、それから男の子は筒になっ

たようなものをつくったり、女の子は集落のよ

うなものをつくっていきます。私達の住むこと

の原点がこういった所から表現できるのです。 

ところが今の学生さんは、鉛筆や消しゴム持っても物事を考えもしないで、パッと

書き、そしてすぐ消しゴムで消すので、そうではなく表現しなさい、それを仲間に伝

えなさいという所から授業に入っていきます。そして、今まで学んできたやり方をぶ

ち壊すところからやるのです。 

 

次に、大道先生が小学校５年生の子ども達に

焼き物をつくってもらいました。住みたい所を

つくってごらんと言ったら、３点セットのよう

に家があって、緑があって、水があるのです。

日本の子ども達の特色です。必ずこのようなも

のをつくるということから、子ども達が何を考

えているか、そして子どもの世界というのは、

だんだん自分の家から広がっていくわけですか

ら、窓を開け、その向こうに見えるイメージを

書かせると、とても様々な表現ができるのです。

そのようなことも楽しく展開できますし、美術

の先生とも一緒に展開できます。 

 

大学生には２つの絵本を見せます。１つは、

この「ちいさいおうち」で戦後翻訳された絵本

です。こちらの似顔絵風に見える小さな家は、

丘の上の明るい所に建っているのですが、だん

だんと都市化が進んできて人が集まってきます。

周りは緑が減り、そして最後は東京のように超

高層の建物が建設される。そして道路がつくら 
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れるのです。するとこの小さな家が、非常に悲しそうな顔になってくるのです。それ

で前に住んでいた方を見つけて引越しするというお話です。しかし私達は、今、住ん

でいる所から引越しするわけにいきませんから、自分達の感性に合った町、あるいは

物、歴史、それから風土というものに対応した町をつくっていかなければなりません。 

 

そして、もう１つは、フランス人が書いたバーバパパの絵本です。元々フランスの

方をはじめヨーロッパの方は、伝統的な町で暮らすのが好きなのですが、小さいお家

が壊れてしまいコンクリートジャングルのような団地に引越しするのです。でも、そ

こでは面白くないということで、都心の伝統的な町に居住するのですが、そこが再開

発されることになり、再びコンクリートの建物に居住せざるをえなくなるのです。そ

うすると、やはり面白味がないと言って彼らは再び引越し、古代の人達が住んでいた、

水があり、水捌けがいい所に自分達で家をつくるのです。しかし、また開発の波が押

し寄せて来るのです。自分達がせっかくつくった町なので残していこうと戦い、そし

て開発の波を追い返してしまうという絵本なのです。  

そこで、学校の先生達に、開発や再開発の意

味、あるいは都市化をこの絵本でまず教えて、

その後に様々な法律的なことを展開していきま

す。そしてみんなで勉強会を行い「まちは子ど

ものワンダーランド」ではないかということで

勉強したものを本にしました。私達は先祖から

の蓄積の上に暮らしをしている。そこに学びの

素材を見つけていくべきではないかということ

で、このような本もつくってまいりました。 

 

私は、人工的な環境教育をどうするかという

ことをイギリスの環境教育にずっと学んでいま

した。この本は 1972 年に考えられて 73 年に

出版されたものです。あとでまち歩きのことも

出てくるストリートワーク、教室を越えて学ん

でいくという概念を学ぶことができたのです。

このストリートワークをどのように表現しよう

かということでカタカナ文字ではなかなか分か
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らないので、仲間と一緒に「まちワーク」とい

う本を出して、どのようにイギリスと日本がま

ちづくり学習をしているかということを本にま

とめました。 

表紙は、校庭に庭園があることを市役所に勤

めてらっしゃるお父さんが知って、子ども達と

一緒に遊び場をつくっているところですけれど

も、やはり町にどういったものがあるかを発見

しながら、町をつくっていこうということです。 

 

まちワークで、皆さんのお財布の中に入って

います樋口一葉が、東京で住んでいた町で小学

生と一緒にまち歩きし、宝を発見する。東京に

はたくさん路地があり、菊坂と言って、多分菊

を栽培していたのだと思いますけど、江戸は植

木の町だったのです。そして植木と坂道をつな

ぐのがこの小骨のような路地です。その一画に

井戸がありポンプがあります。この奥に樋口一 

葉が住んでいた借家があります。そして質屋があり、その質屋からお金を工面して暮

らしていたのです。その質屋のおじいさんにお願いして、ここは昔、樋口一葉が来た

ということを私達が話すより、子ども達がまち歩きをしながら発見するのがいいので

はということでお願いし、そして大学生と一緒になって発見したものを地図に表して

いるのです。 

そしてその宝を大事にしようということで、

最後はまちづくりをしていただきました。その

時に、子ども達がここを車の入らない所にして

欲しいというのです。しかし、大人は通勤や色々

商売するのに車が必要です。すると、車が入る

所と入らない所を分けて欲しいということが、

子どものアイデアから出てくるのです。 

そして、歴史的なまちなみを持つ伝統的建築物を残している佐原でも同じような発

想が子ども達から出てきました。このように子どもも一緒になって考えていきます。 
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これはドイツの例ですが、管理教育を徹底し

てやっていた学校が、その管理教育を破る為に

どうするかというと、校庭を子どものアイデア

でデザインしたのです。アスファルトを剥がす

ことから始めました。また、いい環境ができる

とお昼はそこで食べようということになります。

快適さというのは、どういうことなのかをみん

なのアイデアで求めていくということが行われ

ています。 

 

私は、荒川の小学校で２年間授業をお手伝い

させていただいたのですが、子ども達がビオト

ープをつくるということで、行政の方からお金

を出していただき、その時に隅田川や荒川があ

るからビオトープも池だけではなく色々なもの

をつくりたいということで、ここはトトロの木

みたいになっています。災害時に校庭に避難し

てきた時、ここで火を使えるようにしているの

ですが、こういった川が欲しいということで子

ども達がデザインしました。そして床張りから、

全部自分達で行いました。そして、出来上がっ

てから皆で歩き、そしてヤゴを採ってきて放す

という形で展開しました。そして、銀賞をもら

いました。子ども達もデザインはできるのです。 

 

次は、専門家の方が子ども達のアイデアを基

にして、書いてくれたものです。そして博物館

の館長さんが、市長さんになって町をつくって

くれる。すると子ども達は、町の条例もつくっ

てくれるのです。このような簡単なやり方でも

子ども達はまちづくりができるのです。そうい

う経験を積んで、私自身は景観法ができてから



 
 

22

景観まちづくり教育について、何人かの先生と

ご一緒にやりました時に、「景観って何？」とい

う時に、ここにもありますように、歴史、風土、

文化、伝統、人々の暮らし、それから技術、制

度などをいうのです。 

 

これは伊勢そのものです。私はなぜ今年６月に東南アジアの方、40 数人と来たか

と言うと、暮らしの原点が伊勢神宮にあるということと、それを守って、この歴史を

大事にしているからです。そして、技術の継承として遷宮が、何故 20 年なのかとい

うことを考えると、これは大事な期間ではないかと思うのです。それが今、日本では

ものづくりの伝統がなくなったということで、ものづくり大学もやっていますが、こ

の 20 年ということが大事になってくるのではないかと思います。 

しかし、その為には隠れた文化や伝統という

ものがあり、そういったものを維持、継承、改

善する為の取組が景観まちづくりになっていく

のではないかと思います。そういったことで、

景観まちづくりの意義を皆様のお手元にもお渡

ししておりますけれども、１つは身の周りの心

地良さをつくり出す。 

先ほどのドイツの高校生ですら、校庭が心地

良くなると、そこでお昼を頂くという行為に変

わっていくのです。町の個性を育み、そして地

域の課題改善に役立つ。充実感とやりがいがあ

る。町の暮らしに愛着と誇りが持てる。これが

今の子ども達に日本では一番欠けていることで

はないか、そういったものを取り戻していただ

くということです。 

この伊勢市でそういうお話をするのも何ですが、そういったことをやっていきます

と、景観まちづくりの推進には、景観まちづくりの教育が必要になってくると思いま

す。その時に、行政が仕組みをつくっていくということも、もちろん大事ですし、そ

れを誘導していくということも大事です。 

先ほど、伊勢市さんの景観計画や景観条例はわかりました。そして、民間でもそう
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いったことを支援し、啓発をしていく。こういう催しとか、そういうものを行ってい

くということになるのではないかと思います。 

 

そこで、国交省の会議では、３つのプロジェクトが行われ、委員会で議論をしてま

いりました。１つ目は、協働によってやるというコラボレーション、魅力的な景観ま

ちづくりを行政が啓発したり、計画の色々な条例をつくっていくという、私も大学生

時代から全国あちこち歩きました。特に北海道生まれですから、古いまちなみの残っ

ているところに興味があり、昭和 40 年代からずっと歩いて、そういった所が、今、

壊れつつあることにとても胸が痛みます。 

そして２つ目は、市民のための景観まちづく

り読本という、一人ひとりが取り組み、そして

コラボレーションしていくということが大事だ

というもので、少し厚いものになりますけれど

も、ホームページに掲載されています。国交省

のホームページから景観まちづくりに入って頂

くと全部が見えると思います。 

そして３つ目は、子どもの時から町に対して

興味を持ってもらい、景観まちづくり学習をや

ろうということで、先生達に参加していただき

ました。地域に学びの素材がある、そういった

ものを発見してもらおうということで、皆さん

のお手元にもその事例が載っているかと思いま

す。「わたしたちのまち 大好きなまち」という

のがお手元に配布されているかと思います。 

学校向けに 11 のプログラムをつくったのですが、それにつきまして後で発言して

いただく谷先生に、前の学校に在籍していた時に、１つやっていただいたものがあり

ます。それについては、後で先生からお話を伺うことにしたいと思います。 

そして、皆さん、その「発見！わたしたちのまち、大好きなまち」の中の真ん中を

開けていただくと、下の方に 11 のプログラムがあります。どれをやっていただいて

もいいのです。つなげてやっていただいてもいいです。 

そして気づきがあって、調べて、考えて、そして行動する、実践するということで、

気づき的なものとしては、１から４ぐらいのプログラムがあるのではないかと思います。  
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子ども達は、何かひそんでいるものを探すの

が好きなのです。これを展開する時、少し気を

付けていただきたいのが交通安全です。大人の

見守りが必要になります。 

そして「ひそんでいるぞ！かお・かお・顔」

というプログラムをつくりました。これは子ど

も達が撮ってきた写真が、町のどこにあるのか 

ということを探してもらいます。それから「よくよくみればあの場所に」ということ

をやってもらう。ある学校では、それで使った写真で絵本をつくるということで、私

はその学校に授業を見に行きました。その時に、校長先生と金賞、銀賞、銅賞を選ん

で、朝のお話会の時に校長先生から表彰していただくという形で取り組んでいました。

子ども達は褒められるとすごく嬉しくなるのです。このようなことから、自尊感情を

探すという行為を発見し、自分だけの秘密と思っていたことを共有していこうという

形になっていくのです。 

それから４番目のプログラムで「まちの色・

いろいろ」という、たぶん伊勢市は、四季折々

の町の色があるのではないかと思いますが、地

域の個性を発見して、それで「地域のカルタを

つくろう」ということです。私は明後日から四

国の伊予市という所に行くのですが、そこには

75 年経った学校があるのです。そこをエコスク

ールに改築するということですが、どのように

したら良い学校を、また地球環境に配慮した構

造にできるかということを環境工学の先生、建

築デザイナーや特に地元の方が先ほどの技術を

得てくれるというところで、先生達と子ども達

と一緒に授業の最後のまとめのカルタづくりに

伺うのですけれども、１回だけでは出来ないの

です。でも何コマか続ければ授業ができるので

す。 

 

私も色々なプログラムをつくってきて、防災まちづくりや雪国のまちづくりや下水
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まちづくり、そういったものに国交省さんにお金を出していただいて、このプログラ

ム全体を行ってくださる学校には 10 万円の支援をします。この８月末まで募集して

いました。また来年もやりますので、ぜひ応募いただければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それから６番目には「塀もまちの景観の一部」そして７番目には「看板からまちの

風景を考える」これは江戸末期にモースというアメリカ人が、江戸時代の看板を根こ

そぎ持っていったのです。今日、おはらい町でひとつだけ時計が埋め込まれた看板を

見つけましたので、そこを風景として写真に撮ってまいりましたけれども、昔はもっ

と日本の看板は、センスがあったと思うのです。 

 

私は長野県の小布施町の町が好きですが、小布施町には１人の建築家が環境デザイ

ン構造などをサポートしています、以前、竹下首相の時代に、国から１億創生基金を

もらった時に、小布施町はヨーロッパに中学生を連れて行ったのです。ヨーロッパの

まちなみと長野県の小布施町の町はどのように違うのか、そして、どのようにしてい

ったらいいのかを中学生に考えてもらう。もちろん行政、町民にも補助金を出して、

そして全部無料ではなく一緒に行ってまちづくりを考えました。オリンピック以降は

少し変わってしまいましたけれども、伊勢と同じようにまちづくり団体の旦那衆の集

まりがあり、まちづくりをしています。 

小布施町はたかだか１万２，３千人の町です

が 100 万人以上の観光客がきます。食べ物は栗

おこわや栗関係のお菓子などがあります。東京

や長野市ではなく、小布施町に芸術家を呼んで

くるのです。このようなことができるようにな

り、そして自立できるような町をつくっている 
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のです。そういうことも大事で、ただ懐かしむだけでは駄目で、誇りを持ち、次の世

代への贈り物を考え、そして、思い出いっぱいの私達のまち、その中に将来の町や風

景が見えるのです。そして、最終的には地域プランナーになってもらおうということ

です。 

 

先ほど持続可能な地域づくりというお話をさせていただきましたが、この伊勢市で

松阪木綿を使って、中学校の美術と家庭科の授業で、自分達で小物をつくり、小物屋

さんに置いてもらう。そうすると、どのように自分達がつくったものを売ったらいい

のか考えます。キャッチフレーズや値段はどうつけるのかと、そういうものを松阪木

綿から全部学習してもらうということです。そして、実際にお店に置いてみる。置く

とお客さんが買ってくれるかどうかが心配になります。そのような総合的な展開を行

い、対応しているというのがありました。こういったことを先ほど条例のお話があり

ましたので、たぶん皆さんも、それに参加してくれるようになります。それから「ま

ちの色・いろいろ」は皆さんがまち歩きをする時にもできます。「地域のカルタをつ

くろう」もですね。 

 

それから「塀もまちの景観の一部」では色々な塀があり、私も前の東京学芸大学に

いました時に、学生を連れていき地域の住宅地を歩きました。すると東京はブロック

塀が多くて非常に貧弱な景色なのですが、そのブロック塀を少しカットしてスチール

のものにしてみると景色が違って見えるのです。 

私の同僚は、バスを１つ手前の停留所で降ります。「いつもどうして早く降りる

の？」と聞いたら、大学の授業の準備としてこの生垣の前を歩くと、とても気持ち良

く大学の授業を展開できるということでした。 

よく東京の人は、ブロック塀の方が、泥棒が入らなくていいと言いますが、生垣の

方が誰か動いていると見えるので、泥棒対策になるのです。ブロック塀で庭に風が入

るように花飾りのブロックを使うと地震対策にはならないのです。地震にもよります

けども、ブロック塀で人が死ぬということも結構あります。 

そのような意味で昔から塀については、竹を使ったものなど色々あると思います。 

お花を植えることや道路のつくり方などのお話を伺っていますと、だんだん良いも

のになっていきます。そして、このような思い出一杯の道になります。 

 

私は昨日、勢田川の河崎の町を歩いてから、川沿いを歩いてきましたが、韓国に行
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った時も色々な川を歩いてきたのですが、韓国の方は、皆さんとても健康志向で歩い

ているのです。ですから、もう少し石畳にすると足の裏を刺激するので、いいコース

になるのではないかと思います。昨日は金曜日でしたので、勤めの方が歩いていない

のかもしれませんけども、週末には家族で歩くということもいいのではないかと思い

ました。水辺を歩いているとホッとします。 

 

東京都江戸川区には水に親しむ親水公園として、昔の農業用水路を公園に変えてい

ます。そこをサラリーマンなどの都民がジーっと眺めているのです。私達にはこうし

た癒しの空間が必要なのです。 

将来の町を考えるということは、未来を考えることになります。私達は過去に学び、

現在を知り、そして未来をこうしたいというビジョンを共有していくことが、持続可

能性に向けて、教育あるいは景観まちづくり学習にあるのではないかと思います。で

すから、今、生きている人達から教わってほしい。そして子ども達と一緒に考えてい

くということが求められ、これが 21 世紀に入ってからの私達に必要なことなのでは

ないかと思います。 

壊したものを、つくり直すということは難しいのですが、一緒に考えていくという

ことはできるのです。 

 

私は今頃になって、北海道のあちこちを歩いていますが、北海道を歩きますと、特

に京都などの関西の文化が、北海道の特に日本海側に入ってきています。それは函館

や松前や増毛にくる北方船からの物流の影響が考えられます。そういったことを考え

ていくと、色々と見えてきます。 

 

この景観まちづくり学習を教え子がインターネ

ットで検索したところ、長野県で同じようなも

のがあることを教えてくれて、長野県景観学習

と検索していただければと思いますが、それぞ

れ皆さんの地域でこのようなものをつくり、共

有化していくということも大事なのではないか

と思います。 
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神奈川県の真鶴町のまちづくり条例の美の基

準には、住民参加をはじめ、８つの視 

点から基準をつくっているのですが、実はこれ

はあるものに準拠しているのです。あるものと

いうのは、英国のチャールズ皇太子です。英国

の皇太子が建築の美の基準というものをつくっ

ているのです。その本は、今は絶版になってい

るかもしれませんが、翻訳されたものがありま

す。 

チャールズ皇太子は割と自然派でスケッチするのが好きなのです。葉書大ぐらいの

大きさのスケッチを書いてその絵を貼りつけるのです。それと基本的にはだいたい同

じです。真鶴ではどのように取り上げたかというと、場所の尊重です。伊勢市さんだ

とそれはわかるし、三重県にもたくさんあるかと思います。格付け、歴史、文化、風

土です。人間のスケールに合わないといけません。それを早くから伊勢市さんは、や

っておられたということです。私達の暮らしは、山、木、そして海という形でつなが

っています。その循環の中に、日本の思想があるのではないかと思います。 

 

私は６月に来た時、神宮の杜に入らせていただき、木の育て方やなぜ切妻なのかと

いうことや材料や装飾、芸術のことを教えていただきました。日本において伊勢神宮

を見て、非常に豊かというのはどういうことかというと、シンプルの中に本当に見え

てくる、創造力が働くことです。独特の豊かさというのがあるのではないか。それが

日本の場合、芸術になり、そして皆さんが参加し、そして眺めるのです。三重県は非

常に起伏の激しい地形であり、そしてリアス式海岸がある地形です。そういった意味

で真鶴も同じなのです。海からすぐ崖になり、その眺めは素晴らしい所です。そして

人々の息づく眺めと言いましょうか、そういうものを大事にしてきて、伊勢市は日本

全体の守り神のいる所という形になってきたのです。 

 

子ども達もデザインすることはできるのですが、武蔵野市では公園のリニューアル

を子ども達のアイデアだけではできないので、市長さんからお願いされたことを子ど

も達に伝え、「公園のリニューアルって何だろう。」「公園をもっと良くするってこと

だよ。」「もっと良くってどういうこと。」「何で子どもの力が必要なの。」ということ

で、「子ども達が身近な場所をより良くする取組にチャレンジしているよ」というこ 
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とをお話してやってみました。こういった身近

なところの公園づくりから入っていくのもいい

と思います。 

私達は、人があり、物、音、空間、うねり、

その関係の中で空間をつくってきているのです。

そこの関連性を今一度、考えてみるべきではな

いかと思います。 

 

もう１つ、国交省は住生活基本法を定め、私

自身は国交省の住教育ガイドラインというもの

をつくりましたので、ぜひこの中に学校の先生

がいらしたら、また来年募集しますが、家庭科

あるいは総合学習でやっていただけたら 10 万

円を支援していただけますので、こういったも

のを活用していただきたいと思います。 

 

また、ＯＥＣＤの中での学力テスト、国際学力テストで言っていることは、コミュ

ニケーションする力、活用する力、言葉もスキルもそれを生きて働くようにしてこと

こそが「学び」です。これは、学校教育だけではなく、生涯に渡って学ぶものです。

地域をつくり、育てる力、これが大切です。社会の仕組、そして文化と自然の相互依

存関係の中で私達の暮らしの仕組をつくり、そしてそれを大事にしています。 

しかし、ただ単に環境、自然と文化だけで考えましょうということだけでは駄目で、

経済的に成り立つということが必要です。そこをどのように対応していくかというこ

とです。 

河崎と内宮では少し違うので、どのように対応していくかということを考えなけれ

ばいけません。これは、世界共通に使われている考え方なのです。ここに自然と文化

を一緒にして環境と言っているところもありますが、経済と社会の仕組と自然文化の

成り立ちを相互関係の中で私達はどのように暮らし、そして結果としての景観や地域

をつくっていくかということが問われていると思います。そういった意味での私達の

学びの起点は、そのような自然について学ぶということです。そして特に、自然との

関わり方や自然と環境との関わり、歴史と文化の関わりを、もう一度見直していくと

いうことが大事になっていると思います。 
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また、地域について学ぶということは、伊勢市さんは色々とサポートしていただけ

る三重大学の浅野先生がいらっしゃいますので、地域の資源を調べていると思います

が、地域を調べて地域について考える、地域で行動していくというのが条例という形

になります。そのような意味で、私達は学ぶことを、単に知識として一過性のものと

して入れるのではなく、全てつないでいくという発想が大事なのです。ただ単に昔を

懐かしむだけでなく、学びをつないでいくということが、この私達の取組に必要なの

ではないかと思います。 

 

私は以前に、藤原町を訪問させていただきました。藤原町では屋根のない学校が展

開されてきたのです。中学生が自分達の地域を流れる川を汚してはいけない、川を浄

化する植物は何かということを色々調べて学習をしました。地域の方達と一緒に水を

浄化する実験等もやっていました。 

小学校の校長先生が遊びに来いと言うのでヒ

アリングしに行った時に、「この週末には雪が降

る。」というので、バケツのダルマをつくり、夕

方にはろうそくを灯しました。非常に幻想的な

空間です。お母さん達は小豆でおしるこを子ど

も達につくり、校庭いっぱい使って地域のみん

なで遊び、そして最後は幻想的な空間もつくり

出すということが行われました。 

 

それから１年おきに、ドイツのミュンヘン市でミニミュンヘンという催し物があり

ます。ヨーロッパの方達はサマーバケーションに行くのですが、そこの町で経済的な

事情でサマーバケーションに行けない子ども達に、３週間このオリンピック会場であ

った所でミニミュンヘンをやるわけです。子ども達が市民登録をして、市長さんを毎

週、演説や投票で選びます。そして新聞、社会統計局があって観光客がたくさん来ま

すから、どこの人が何歳と言うことを全部聞いて、その日に統計を出すのです。 

それから昔の民話を絵本にして売り出します。ここではまず市民登録をすると５ミ

ュームというお金がもらえます。１ミュームは税金として納めるので、あと４ミュー

ムを働きながら好きなものを買ったりして使います。 

それから新聞を買うのもお金が必要です。そのような形でミニミュンヘンを行って

います。これは、日本の中でミニサクラとかミニ横浜とか色々と取り組んでいる地域
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がありますけれども、こういったことはどういうことなのかを子ども達に考えてもら

う。この全体の取組が、教育界の用語で言うとヒドゥンカリキュラムです。ただ遊ん

でいるのではないと言うことです。 

そして NPO で、地球ウォッチングクラブというのをやっています。地域で環境に

やさしいものを買った時に、お店の方がスタンプを押してくれたりするのです。その

ようなカードでつなぎます。 

そして行政としては、2003 年に環境学習都市宣言をしました。プログラムも一

応あります。中小企業の方達も学校に行って専門家としてお話をしたり、子ども達が

田植えをしながら、自然のことや社会の仕組を学んでいくという取組を行い、そして

行政の方だった人が NPO を立ち上げ、私は総会がある時に、東京から西宮へ行き、

代表理事として働いております。 

 

そのような流れの中で、2002 年にヨハネス

ブルグで地球サミットがありました。その時の

持続可能な開発のための教育の 10 年を小泉首

相が日本の NPO の方達と一緒に提言しました。

そこでユネスコがリードエージェンシーになっ

て、原則や価値観やビジョンを共有して、問題

点をだしながら色々な方法で取り組むのです。

参加型で地域との関わりを大事にして、そのよ

うな学習をやっていくということです。 

 

今、地域で求められていることは、コミュニ

ティの再生、そして市民力の育成ということで

す。いくつか後で皆さんからお話があるのでは

ないかと思います。このような形から、未来を

つくるスキルを育成していくということが、大

事になってくるのではないかと思います。これ

はＯＥＣＤが求めている言葉でもありますが、

一番大事なことは、自分達のコミュニティに対

する責任と他者と共に働く能力です。これが若

い人や学生さんを見ているとなかなかできない
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のです。手を引いて待っている指示待ち人間が

多いのです。 

 ほかに、システムコミュニケーション能力が

先ほどのパターン分析で、異常値が出てきた時

に、何故こういうデータが出るのかを考えます。

重要なのは、客観的事実に基づいて判断する力

です。このようなものが私達の未来をつくる力

として、今、求められているのではないかと思

います。そういったことを後で皆さんそれぞれ

取り組んでいる実践と一緒に、議論させていた

だけたらありがたいと思っております。 

 

後でパネルディスカッションに使われるパン

フレット等もこの景観まちづくりの関連の資料

として入っておりますので、ぜひご覧いただき、

お子さんの小さい時から自分達の地域の町の宝

を発見し、共にやっていくということを行えた

らと思っております。これがＯＥＣＤで言って

いることです。 

このようなことをやっているニューヨーク市

立大学のロジャー・ハートさんは、社会発展の

最も確かな道は、環境の管理について理解と関

心を持ち、民主的なコミュニティに積極的に参

加すること、そのような市民を育てることだと

言われます。まさにその通りで、今、皆さんが

それをやりつつあり、やり始めたのではないか

と思いますので、私も命のある限り伊勢の方を

注目して変化を見ていきたいと思います。今日

はご清聴ありがとうございました。 
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条例によって規制をつくろうと思っていた矢先に、国で景観法が制定されるというこ

とになり、たまたま一番でつくることができました。 

今日はその計画をつくっていたときのことを振り返りながら、反省の意味も込めま

して、まず近江八幡市の事例を少しお話したいと思います。 

 

まず始めに今から 40 年ぐらい前、高度経済

成長期の昭和 40 年代に、元々城下町であった

町で、その後商人の町となったのですが、城の

外堀、八幡堀という堀があって、全国どこでも

そうだと思うのですが、堀というのはほとんど

埋められていくという運命にあるものが多く、

堀にはホテイアオイが茂って、粗大ごみが捨て

てあったり、蛇が泳いでいたり、蛙が鳴いてい

たり、悪臭が漂い、周辺の皆さんのいわゆる公

害問題になり、また城下町でもありましたので

駐車場がない、道が狭いということで堀を埋め

て駐車場、もしくは公園などをつくって欲しい

という住民要望が日に日に高まっていました。 

 

そのような要望があって、市と県では埋め立て計画をつくり、そして国の補助金を

いただいて 100ｍ程ブルドーザーで埋めかけていた時に、一部の市民から「やっぱ

りこれは、大事なものだから残していかなければいけない。」という運動が湧き上が

って、最終的には修景保存されたということです。 

その当時、今でもそうですが国がつけた補助金を工事がすでに始まっているのに、

返上したというそのエネルギーには、いまだに驚いており、現在でも大事なものは何

かというのを絶えず考えながら、まちづくりをしていかなければならないということ

を肝に銘じているところです。 

 

こ の 堀 で ２ 、 ３ 年 前 に 結 婚 式 も 行 わ れ

ました。「ドブ川転じて重要文化的景観」 

になっております。 

この堀は多くの時代劇の映画に出て、ロケ現 

修景前 

修景後 
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場として使われています。京都の太秦からも 1 時間ほどで来ることができるので、

週に１回ぐらいは、何かのロケを周辺でやっているという所でもあります。 

 

近江八幡市は、滋賀県のほぼ真ん中で琵琶湖の東岸にありまして、人口６万９千人

ぐらいの小さな町です。 

豊臣秀吉の甥の秀次が城を構えていたのですが、城下町自体は 10 年間だけで、あ

とは商人の町になりました。1603 年の江戸開城に向けて、近江商人の中でも八幡

商人ということで江戸の日本橋の界隈は、この八幡商人が材木商であるとか、畳表と

かそういうのを持って行って商売をしていたという歴史があります。 

 

本市は、高度経済成長期ぐらいまでは、ほとんど開発というのはありませんでした。

ベッドタウン化もあまりなかったのです。本市の隣の町まででベットタウン化は止ま

っており景観というのは自然にというか、巧まずして守られてきたというそんな関係

です。 

 

地理的にも様々で、琵琶湖に沖島というのが

ありまして、住居がある唯一の島で漁業の町で

す。 

次は重要文化的景観にも選定されました水郷

地帯です。 

次は商人の町と田園地区、また、色々な街道

がありまして、中山道、朝鮮人街道、八風街道

とか市内には「こちら伊勢」という昔の石碑も

あります。 

駅周辺を中心とした新しい市街地も発展して

いますし、田園地帯もあります。 

大きく分けて６つの景観の種類があります。 

 

本市は風景計画といっていますが、なにも外

観面を美しく整えるということではなく、最終

的な目標は地域の文化の継承のために、その手

段として景観を守っていこうと、また自然を守 
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って行こうという本質的な目的がありましたので、景観計画のパンフレットなどには、

イモチ送りの行事であるとか、ヨシ産業を営んでいるところとか、様々な四季の移り

変わりと、人々の自然との交流といったものを、パンフレットの中にはたくさん入れ

ております。 

そして水郷地帯の水路と、里山とその手前の集落、ヨシ群落で、時々観光の和船が

ここを通って行きます。 

 

今日のテーマに少し関連しますが、子ども達と景観ということで、景観計画をつく

る時に各集落を廻りましたところ、大人が集まってくるのですが、ほとんどの方が一

番先に何を言われるかと言いますと、「景観の規制をかけると、好きな家が建てられ

ないから、子ども達が出て行ってしまう。住みにくいところなので、出て行ってしま

う。」もしくは「出て行っている子どもが、もう帰ってこないようになる。行政はそ

れをどうやって責任を持ってくれるのか。」という意見が最初は多かったのです。実

際、本当にそうなのかなというような疑問があったというのが事実です。実際そうな

のかなということで、平成 17 年ぐらいに一番初めに景観計画をつくる水郷の近くに

ある小学校の総合学習に、少し参加させて欲しいということで、先生にお願いをしま

して、「つまらない総合学習ならすぐ止めてもらうから。」と言われながら始めました。 

 

 まず、子ども達に景観と言っても多分分から

ないと思いましたので、あまり景観という文字

は出さずに少し間接的に色々なことを聞いてみ

ました。「将来どんな家に住みたい？もしくは家

を買うならどんな家を建てたい？」そんな質問

をしました。 

 

この地域の伝統的な構造の家は、ベンガラ塗りに貫見せ、平入り切妻です。そんな

形式の家で、しかも里山をバックに瓦屋根の棟が平行に走っているという地理的な現

状もあるのですが、そのような「伝統的な家と、洋風の家、もしくはマンションでど

の家に住みたい？」と聞いたところ、ほとんどが今住んでいる伝統的な家だったので

安心し、その結果を各集落の集まりの時に言いましたら、途端に大人達がそのことを

言わなくなり、「子ども達が出て行くのは親子関係が悪いのかな。」という笑い話にな

りました。 
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中学校でも総合学習をやらせてもらおうと平

成 19 年に少し試験的に行いました。 

私の地元の中学校２年生の８クラスに８回同

じことを説明しまして、先ほど、小澤先生の話

の中にもありましたが、校歌の話を題材にしま

して、色々な景観を意識してもらうということ

をやってみました。 

 

八幡山というのは、本当は鶴翼山といいまして鶴の翼の山と書きますが、その鶴の

翼の山というのが校歌に出てきます。その鶴の翼の山というのが、何処から見た時に

鶴の翼の山に見えるのだろうということで、皆で勉強してもらいました。 

答えは琵琶湖です。昔は湖上交通の方が陸上交通より発達していたので、琵琶湖の

上を、大津や北の塩津港に船で行き来している人が、鶴の翼の山が見えたら近江八幡

だと、そういうような見え方、それが景観のきっかけ話として持ち出しました。 

また、よくあるパターンですけれど、町中を歩いてもらって良い景観があるところ

をたくさん写真に撮ってきてもらい、班別に発表し、屋根は屋根とか、お堂はお堂と

か、塀は塀とかに分けてもらいながら、それのどこが良いのかというのを発表しても

らったりしております。 

 

水郷地帯での景観計画の最終的な目標のイメ

ージ図ですが、最終的な目標がないと、どのよ

うな町になるのかイメージが沸かないので、例

えば、「皆さんがこの絵のどこかに家を建てる時

に、この絵にあまりマッチしなかったらこれは

ちょっと悪いですよ。」というような説明をして

おりました。意外と分かり易いです。 

 

現在の八幡堀では桜の木がかなり生い茂って

見えにくくなっていますが、少し頑張れば素晴

らしい景観を修正できるという例です。 

 

本市としてはノスタルジーではなく、景観を 
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良くするというのは、観光が目的ということではなく、地域の文化や精神、もしくは

アイデンティティの源泉づくり、そういうものを狙って景観の施策を進めていたので

す。 

 

町中にもありましたように、八幡堀に橋を架

けるのも景観にマッチした色使いであるとかデ

ザインにします。 

また地元の住民ではなく、大きな企業がボラ

ンティアでやらせてくれということで清掃しに

行きます。 

次は地域の農村集落の道ですが、手前に

小 学 校 が あ っ て 子 ど も 達 に 何 か し て や ろ 

うということで、もともと歩道はアスファルトだったのですが、それをめくって土の

道にして欄干を取り払い、桜の道にして、４月の入学式の時には、ビデオの宣伝にあ

るみたいな桜並木の中を、ランドセルを背負って歩いてくるという、とても気持ちの

良い道です。もう少し行くと、この道は銀杏並木に変わって、さらに向こうには小川

があり蓋がしてあったのですが、それを取り払い、自転車ではまってこけてもらおう

というような意識で、町の大人達がまちづくりというか、景観づくりをしています。 

地蔵盆では、子ども達にも古いことに参加させて、地域の大事なものにふれていた

だくということをされています。 

 

参考ですが、本市は観光というのをあまり意

識していませんが、平成７年ぐらいから右肩上

がりに観光客数が増えています。これは八幡堀

の修景保存や伝建地区の指定、公共の建物があ

る程度景観に配慮した建て方をした時、急に増

えています。 

それから平成 16 年、17 年ぐらいに景観計画

を立てながら、重要文化的景観というのを絶え

ず発信したところ、高い宣伝効果がありまして

更に増えました。周辺の皆さんが意識している

のかなと思いグラフにしてみました。 
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これからの課題ですけれど、山ほどあります。順風満帆にいっているわけではなく

課題はたくさんあります。最近の大きな課題は政策変更です。景観というと文化政策

のひとつで、義務的な事業ではなく、政策の継続という面でどうしても速度が微妙に

変わります。そのあたりが辛いところですが、もっと自発的に出来るように進めてい

けば良かったなと思います。 

それと市民、職員の意識の向上、なぜ景観づくりを本市がやっているのかというこ

とを、十分に理解しておいてもらうことが重要です。 

 

また、今回のテーマの教育ということですが、子ども達に地元の歴史であるとか、

大事なことをほとんど伝えてないので、大事なものでもすぐ潰してしまうとか、破壊

するとか、なくしてしまうということがありますので、絶えず教科書以外で自分の周

辺の大事なものが何であるかということを、常日頃から教え込んでおかないと駄目だ

と思います。 

少し早口になりましたが、近江八幡市の景観についての現状や課題をお話させてい

ただきました。 

 

【コーディネーター】  

近江八幡市の景観への取組は大変有名で、もっともっとお聞きしないといけないこ

とがたくさんあるのですが、限られた時間で深尾さんにポイントだけ要領よく簡潔に

ご紹介していただきました。 

また、後ほど時間がありましたら色々と教えていただければと思います。 

 

それでは続きまして谷先生にお願いします。 

谷先生は紀北町の小学校の先生の時に、小澤先生がつくられた景観まちづくり学習

の教材がありましたので、それを実際に実験的に取り組まれたというご経験をお持ち

ですので、今日はそのご経験を中心にお話をしていただければと思います。 

 

【 谷 】 

３年程前、紀北町の西小学校で景観まちづくりのプログラムに参加させていただき

ました谷と申します。 

 

西小学校ですが、目の前が海になっております。そして、カツオ船の町というか、
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船主さんが多くいまして、昔から漁業の盛んな町として栄えてきたところです。 

カツオ船に乗っている方のお子さんがとても多く、３年に一回、気仙沼から招待さ

れて何人かがそちらへ行ったり、また毎年１月ですけれども、カツオ漁は１本釣り漁

なので、海の安全大漁を祈願するだんじり祭りというのがあり、それに子ども達が参

加し、この漁業をずっと守っているといったような取組をしています。 

 

 

そういった町の中で、私達は景観まちづくり

学習実践事例の「よくよく見れば、あの場所に」

というプログラムの３番ですけれども、皆さん

にも実践事例集が配られていると思いますが、

その中に全てが集約されております。そちらを

ご覧になりながら聞いていただけたらと思いま

す。 

 

身の回りの建物や樹木などの表面をクローズアップし、写真に撮って、クイズ形式

で出し合い、素材の持つ表情に「気づく」ということを狙ってやりました。 

この学校の校章が玄関にあるのですが、子ど

も達はこの玄関にある校章を毎日見て通ってい

るのですが、なかなかこれに気が付かなくて、

アップの写真を見せた時に、「これ何」って答え

た子、分からなかった子がほとんどでした。 

だから、意識的に何かを見せていく、それを広

げていくということが学校では必要ではないか

ということで、早速このプログラムは面白そう

で奇抜なアイデアでもありますので、取り組ま

せていただきました。 

 

余談ですけれども、このプログラムを実践する時に、校内でクイズをつくったので

すが、つくったクイズを先生方に見てもらったのです。先生方に見てもらった結果は、

とても面白くてこれはいけるなと思いました。 
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さてこの学習は、素材との「出会う、つくる、さがす、気づく」の４つの段階で構

成されています。そのほとんどはクイズ形式で、そして校内で行うところが、とても

子ども達にとっては取っ付きの良い取組になりました。 

 

まずは出会いというところですけれども、子

ども達が通っている通学路の途中に長島神社が

あります。この長島神社に大きな木がございま

して、今までその木の表情に子ども達も気が付

くことがなかったのですが、「自然学習」と「出

会う」ということを意識させた後、「よく見たら

これ顔に見えるよね。」ということで「気づき」

が出てきました。 

 これをクイズにしようということで次の段階

へと進んでいきます。このクイズをつくるにあ

たっては、担当する地域を班で分担し、それぞ

れクローズアップ写真を撮る。そして問題をつ

くるという取組です。 

班で行動する時は担任が一人しかいないし、

子ども達は６つの班がありますので、子ども達

の安全確保をどうするかと考えていたら、ある

保護者から、「先生構わんから自分達使ってよ。」

という言葉をいただきまして、甘えて保護者の

皆さんに出て貰い、一緒に地域を廻りました。 

 

クローズアップした写真の中でよく表情が見

えるもので、子ども達がロボットみたいと言っ

ていました。それから昔の紀伊長島町の町章、

町のマークです。それらを撮ってクイズにした

のです。「魚まちながしまワンダーランド」とい

う名前をつけようということで子ども達のアイ

デアから出てきました。 
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そしてつくったクイズを基にして、今度はそ

のクイズの答えを探しに出かけます。それも班

で答えを探しに出るので、また保護者の皆さん

にお願いしました。 

答えを見つけた時にかなりインパクトがあっ

たみたいで、大きな口を開けて喜んでいました。 

 

後から聞いたのですが、保護者の方が一緒に付いて行ったけど楽しんだ、家に帰っ

て子どもとまた話をして、今度はどんなクイズをつくったら良いだろうか、というこ

とを家で話をしたと日記に書いてきた子どもがいました。 

 

そして結果の発表会です。 

子ども達はこの一連の「出会う、つくる、さ

がす、気づく」という段階を経て、最後に大き

なことに気づきました。 

「顔に見えるものや笑っているような顔、怒っ

て見えるような顔がたくさんあった。いつも見

慣れている町でも、知らない物がたくさんあっ

て驚いた。」それから問題をつくる時でも「なん 

て答えるのかなと考えながら、問題を探す時が一番ワクワクした。」など、とても知

的な好奇心を誘っていて、これなどが景観まちづくりを進めるのに、ひとつの大きな

ポイントになるなと思いました。 

ほかに「下の方に歩いていったら海のにおいがしてきた、魚まちだと思った。」先

ほど、音の話もありましたが、においも関わってくるのかなということを子ども達が

教えてくれたような気がします。 

 

この景観まちづくり学習にあたって、私は地域と保護者の皆さんとの連携が必要だ

ということをつくづく思いました。 

ここで培い、地域で得たことが、最後には子ども達のつながりができて、また普段

からの生活でやはりつながって行く、そういった場面がこの後見られるようになって

きたということが、子ども達にとって大きな成果だったと思います。 
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【コーディネーター】 

 谷先生からも大人も含めて子どもも、日頃見慣れている生活の風景の特徴とかに意

外と気が付かないことが多く、例えたことも全く同じだと思います。 

改めて日頃見ている町をもう一度、問題意識を持って見つめ直すことによって、自

分達の町がどういう要素から構成されているのか、どういう意味があるのかというこ

とを、皆が気づいていくということで、そのような視点から町を見つめる目を養って

いくという視点で、景観学習というのはとても良い材料ではないかというお話をして

いただいたと思います。 

それでは関連して同じく紀北町で活動されています、「古道魚まち歩観会」の植村

さんからお話をいただきます。 

 

【植村】 

先ほど、谷先生から紀北町の紹介がありましたが、私達は元紀伊長島町で、今は紀

北町紀伊長島区というところですが、そこで活動しています。 

簡単に紀北町がどんなところか説明させていただきます。 

 

紀北町は東紀州の玄関口にあります。昔で言えば伊勢の国と紀伊の国の国境になり

ます。また私たちの町には、ツヅラト峠をはじめ馬越峠まで世界遺産の熊野古道が５

つあります。古道の町と言えると思います。町中は熊野街道の脇道として往来の多く

あったところです。 

旧紀伊長島町を魚まちと呼び始めたのは、たぶん私達だと思いますが、漁業中心の

町なのでそう呼んでおります。 

 

熊野古道の荷坂峠から海が眺められますが、

伊勢の方から熊野を目指して歩いて来た旅人が、

初めて海を目にしたのがこの荷坂峠やツヅラト

峠だと言われております。 

この峠を降りて、赤羽川という川を渡ると長

島の町で、漁師町が広がっております。 

 

この「魚まち歩観会」のネーミングですが、先ほど紹介いただきましたが、古道を

歩いた方が、町中へ来ずにそのまま帰ってしまわれるので、是非とも町の中へ来てい



 
 

44

ただきたいということで、「古道客の人よ、まちを歩かんかい」「歩かんかい」という

のは長島弁でして、「歩きましょう」という意味で、それをこういった「歩観会」の

漢字をあててあります。 

 

これまでの取組を紹介しますと、尾鷲市にあ

ります熊野古道センターの立派な建物の廃材を

利用して、ベンチづくりを行いました。これは

中学生の子ども達に手伝ってもらい、製作も設

置も一緒に行いました。 

それから、駅から町中に来ていただくのに、

レンタサイクルを設置しようということで、こ

れも捨てられてしまう自転車を「長島にはレト

ロな自転車が似合うのではないか。」ということ

でデザインにこだわって修理しました。 

 

それから、魚まち通信というものを発行してい

まして、方言や、残していかなければならない伝

統的な漁法などを毎回取材し、町の人達に我々の

活動や町の文化や歴史について、再認識してもら

うという目的で続けております。 

 

活動を始めて２～３年目位に景観について、交流会や勉強会を行いました。その時

に「自分達は、日常目にし過ぎて全然気付いてないことが、外から訪れた人達にはと

ても新鮮なもので、自分達の町をよく知ることが大事だ。」ということに気付きまし

た。そして語り部講座や、古道に関する勉強会を開きました。 

色々景観について話し合う中で、「そういえばこの頃子どもの姿を見ない。」とか｢町

中で子どもの声がしない。｣という声が聞かれるようになりました。 

また「昔の遊びをする子がいなくなった。」とか「地域のことで子どもに伝えなけ

ればいけないことが伝わっていないのではないか。」などと語られるようになってき

ました。 

ちょうどその頃、マップ（地図）とマンボウの陶板でできた町名の入った案内標識

が設置されましたので、これらを利用して何かできないかと模索していた頃でした。 
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色々話し合った結果、キッズウォークラリーをしようということになりました。 

家が建ち並んでいる辺りがウォークラリーの舞台になりました。 

伊勢では細い路地のことを“せこ”と呼んでいると思いますが、長島では“合い”

とか“合え”と言いまして、そこがまるで迷路のようなところだということで、ここ

を舞台に行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

魚まちマップには番号が入っていますが、この番号は、このマンボウの陶板の番号

と同じで、地図と陶板がリンクしております。 

本当のウォークラリーというのはコース図があって、それに基づいて進みますが、

今回はこの地図とこの陶板を頼りに子ども達を歩かせました。 

 

昔の遊びでは、メンコをしたり、足ジャンケ

ンをしたり、お寺の境内では石蹴りをしました。

お手玉では、長島に伝わるお手玉の数え歌を教

えてもらいました。それから先ほど谷先生も言

われていましたが、地域のことを知ってもらう

のにチェックポイントでクイズを出して子ども

達に答えてもらいました。これは一応競技なの

で、クイズの正解が多いとどんどん得点が増え

ます。 

 

チェックポイントや町かどにスタッフがいる

と、子ども達もホッとします。また寒い時期だ

ったので、子ども達が寒がったり、お腹が空い 
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て力尽きてしまうといけないので、長島に伝わる味噌おでんを用意して、子ども達に

元気を取り戻してもらいました。 

 

一時だけでしたが、町角には子ども達の声が聞こえ、町に賑わいが戻りました。 

後で子ども達にアンケート取った時に書いてくれた絵には「冒険みたいで面白かっ

た。」と書いてありました。 

 

気を付けたことですが、やはり谷先生がおっしゃったように、町中へ子ども達を出

すので安全面には特に気を付けました。 

こういう時に自分達だけでやろうとはせずに、町の人に助けてもらうというような

気持ちで、安全面については住民の方にもご協力いただきました。 

 

その他に自分達の町を良く知ってもらうために、次のような取組を行っています。 

クルージングで、海から自分達の町を見ても

らいました。事前に海のマップをつくり、子ど

も達に景観だけでなく、環境についても先に説

明をして、これを持って船に乗り込みました。

こうした海からの景観というのは、海の近くに

住んでいてもなかなか見る機会が無く、子ども

達はとても感激していました。 

 

西小学校の総合学習では、現役の漁師さんに授業をしてもらい、漁業のことを教え

てもらいました。 

他にも西小学校の先生や校長先生は、産業のことだけではなく、戦争体験のことや

郷土料理など、地域のことを熱心に取り入れてくれました。 

 

現在も魚まちでは色々なことに取り組んでい

ますが、昨年は「昭和の縁日」に取り組みまし

た。 

屋台がたくさん出て、参道では紙芝居のおじ

さんが子ども達に色々民話などを聞かせてくだ

さいました。また影絵で民話を上演しました。 
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他にも、他所から来た子ども達に、長島の魚市場を見学していただいて、魚まちの

良さを知ってもらう取組もしております。 

 

今月の 19 日に「昭和の縁日」の第２回目が控えており、その準備をしているとこ

ろです。子ども達にその縁日会場の塗り絵をつくりまして、「これに色を塗って持っ

てくれば、会場で遊べるタダ券あげるよ。」という風に、そんな活動をしております。 

 

【コーディネーター】 

今の話にもありましたけれども、特に紀伊長島ですと町の中に熊野古道が通ってい

ます。熊野古道というと一般的にどうしても世界遺産に登録されている峠の方に関心

がいき易いですけれども、紀伊長島には熊野古道が町中を通っていて、熊野古道沿い

で子ども達が楽しそうにウォークラリーしているように、たくさん見るべき町の宝物

が集積されています。 

そんな熊野古道があって歴史が積み重なっている町を持っているので、それを上手

に活かしながら、「魚まち歩観会」の皆さんが、大人も子どもも巻き込みながら、昭

和の縁日を行うなど、色々楽しいことをしながら、町について学習している様子が伺

えたのではないかと思います。 

それでは次は開催地、地元の伊勢市の活動について報告をしていただきます。まず

伊勢河崎まちづくり衆の西城さんお願いします。 

 

【西城】  

小澤先生の方から河崎のまちを歩いていただいたということで、少し感想を言って

いただきましたが、本当に普通の町ですので観光客の方は少なく、夕方頃になってく

ると近くに住んでいる方も家に帰られますので人影は少ないです。まだ土曜、日曜だ

と観光客が少しみえますが、観光客の方も夕方になると宿へ帰ったりしてほとんどい

ません。 

 

河崎の町には、「伊勢河崎商人館」と言う河崎のまちづくりの拠点施設で、今年の

８月 25 日で丸７年経ちますが、江戸時代から 300 年近く続いてきた酒問屋をまち

づくりの拠点施設とし公開しています。 

そこに地元の有緝（ゆうしゅう）小学校の子ども達に見学してもらいました。階段

のところを覗くと物が入っていて、商人館で使う蚊取り線香などが入っています。 
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そういったものを見ながら「これはなんや。」と

いうようなことが結構ありまして、昔からある

ものですが、新しい発見があるというのが子ど

も達なのです。 

 

まず河崎の町はどういう町かということを絵で見ていただきますと、勢田川沿いの

今は一級河川（以前は二級河川でした）になっている川沿いの問屋町です。 

この町ができたきっかけというのは、やはり

伊勢神宮と深く関係していまして、伊勢へ来た

参宮の方々の物資を船で運んで来た町です。大

体、この勢田川沿いの１キロぐらいは、問屋の

町になっております。森のあるところが外宮に

なっておりまして、この１キロぐらいというの

が、船が入って来るのに一番都合が良かった所

です。ここよりも上流に行きますと、川幅が狭

くなったり、水深が浅くなって大きな船が入っ

て来られないのです。 

ここより下流ですと、運んできた荷物をまた大八車に載せ代えたりして時間がかか

ります。 

この町は非常に狭い範囲ですけども、問屋の町ということで、多い時には 80 軒ぐ

らいの蔵とか軒を連ねていました。 

 

河崎の町というのは、江戸、明治、大正、昭和 50 年以前に比べると大きく変わり

ました。それはこの河崎のまちづくりとも深く関係していまして、今の町がこのよう

に残ってきて、町の良いところがまだまだ残っています。 

この昭和 50 年頃のまちなみから、今のよう

に変わった時の町の方々の工夫とか、言葉は悪

いのですが戦いもありました。その中で町が守

られてきたという象徴なのです。 

昭和 50 年頃のまちなみですと、川に沿って

建物が並んでいましたので、船を横付けして荷

物を降ろしやすかったのです。 
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また船を横付けしますので、人も上陸しやすかったのです。川に接して、川が町の

生活の中心だったのです。 

 

そして現在のまちなみになりますと、川自体

はあるのですが、川の両側に護岸ができました。

これは昭和 49 年に伊勢を襲った七夕水害で、

伊勢の中心地が水に浸かりました。そのため、

氾濫が起こった時に水が市街地に入らないよう

河川改修が行われました。でも、河崎だけは水

害に遭わなかったのです。それは江戸時代以前 

から川沿いの町ということで、洪水に対する町の対応が出来ていました。河崎の町は

川沿いの町ですが、町の周りを環濠（かんごう）という堀に囲まれ、その内側は周辺

よりも大体 1.3m から２m ほど高くなっていたのです。そういう歴史があります。 

 

「ＮＰＯ法人伊勢河崎まちづくり衆」のまちづくりの計画案ですが、まちづくり衆

は平成 11 年に設立されており、そのきっかけの一つが「伊勢河崎商人館」を残した

い、そしてそれを残すことによってその建物を使って、町の方々が河崎の町に住み続

けていくきっかけとなれば、そういった大きな目的から行っております。 

まちづくり方針につきましても、歴史と地域資源を活かしたまちづくり、快適な住

環境づくり、そして住民主体の自治まちづくりとしています。これを実行することに

よって、これからの子ども達も住みやすくなると思っています。 

 

そして平成 14 年８月に「伊勢河崎商人館」

がオープンしました。 

約 600 坪ありまして、川辺の蔵、そして道を

挟んで母屋と母屋の蔵がありました。酒問屋の

他に明治 42 年からはサイダーをつくっていま

した。「河崎商人館」の中には、お茶室があり、

京都の裏千家のお茶室の写しになっています。 

河崎のまちは、ここを見ていただくだけでも

経済的にも文化的にも成り立っていて、交流の

ひとつの証になっています。 
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そして「河崎まちなみ館」「内蔵資料館」という博物館です。これは、他所から来

ていただいた方に河崎を知ってもらうというよりも、まず地元の方が自分達のまちの

歴史と文化を知ってもらうために、重要なものとなっています。 

子ども達が中心となった年中行事の体験もで

きます。 

町中に住むということは、ただ住むというこ

とだけでなく、町の行事とか町の歴史を知って

もらって、経験できるからこそ、愛着が湧くと

思います。 

 

町の歴史や文化を調べるためには、ＮＰＯ法人だけでは難しいため、大学とのコラ

ボレーションにより、地域資源の発掘も行っております。 

また、地元の皇学館大学の方々が、ボランティアで「学生学芸員」という制度をつ

くりまして、その方々が展示、そして調査、研究も行っています。 

 

町を全部使おうということで、名古屋工業大学の石松先生と一緒にやっているイベ

ントですが、河崎アートスクールということで、町中でもそういうアートを使った町

を知るイベントを行っています。 

来ていただいた子ども達に、昔の家での暮らしということで民話語りをしたり、月

に１回は賑いの再生ということで、「だいどこ市」というのをやっています。 

 

各地との交流が必要で、河崎だけではなく、

各地との交流を通じた文化や歴史の掘り起こし

を行っています。 

また、年に１回行っている町全体を使った河

崎商人市というものも行っています。今年も 10

月 25 日に行いますので、また皆さんお越しく

ださい。 

 

町中ですが観光地ではありませんので、河崎をじっくり知ってもらうということで、

河崎の暮らしを体験する「暮らし体験・南町の家」があります。 
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最後ですが、景観というのは、子どもだけではないと思います。大人も子どもも景

観というか、町中の宝物を発見することによって、地域の絆づくりを目指そうという

のが、やはり大きな目的になってくると思います。 

 

【コーディネーター】 

伊勢市の方でしたら、伊勢河崎商人館はよくご存知だと思います。行かれた方も多

いと思いますが、先ほどの西城さんの話にもありましたが、河崎のまちづくりは過去

に色々とありましたけれども、河崎商人館がオープンして、西城さん以外にも、良い

スタッフが河崎商人館に常駐するようになってから、大人や子どもを巻き込んだ様々

なまちづくり活動や、地元の河崎の町を知る様々な学習が熱心に行われてきています。 

伊勢河崎商人館がオープンした後とオープンする前では、随分、河崎の町に対する

理解とか、河崎の町を楽しんで一緒に学習していく人の裾野の広がりというのが、違

うのではと感じます。 

それでは、最後にもう１つ地元の伊勢市からの報告ということで、外宮参道懇話会

の山本武士さんよろしくお願いします。 

 

【山本】  

外宮懇話会では、「外宮さんに微笑んでいただけるまちを目指して」を目標として

いますが、まず微笑んでいただく前にお許しいただかないといけない。それほど外宮

前の町というのは、内宮前に比べて年々元気がなくなり、活性化が望まれています。 

その中で、地元の発展会という商店街組織はずっと存在していますが、平成 15 年

に懇話会というまちづくり組織を新たにつくりました。それは、話し合いの中で商店

街としての復興を目指すより、ここに住んで商売をする人間として、参道としての復

興を目指す方が先だと判断して、懇話会を設立させていただくことになりました。 

 

我々がまず取り組んだのは、私達にとって、この通りにとって最も大切で誇れるも

のは何かという確認でした。大袈裟に言いますと、この通りの存在理由は何かという

ことです。そして辿り着いたと言うか、再確認したのが「私達の宝は外宮さん」とい

うことでした。 

外宮さんはいつどのようにしてできたのか、中ではどんなお祭りがされているのか、

どんな神様達なのか、私達は伊勢の人間として何となくは知っていても、きっちり答

えられない。宝というのはその物の価値を深く理解して大切にするものです。 
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まず私達は、地元のボランティアガイドさんにお願いをして、懇話会のメンバーと

一緒に外宮さんの散策や勉強会などを開きました。外宮さんにお願いをして、夜の神

嘗祭を拝観させていただいたりもしました。そうしますと、元伊勢を訪ねる者とか、

125 社参りを始める者が出てまいりました。 

 

そして、生まれてきた思いが参道の活動につながっていくのですが、ソフト、ハー

ド両面でご説明させていただきますと、まずソフト面は、外宮さん発信ということで、

「外宮さんのこと講演会」という大人向きと、「外宮さんちびっこ博士グランプリ」

という子ども向きを開催しました。 

特に子ども達には将来、都会や外国へ行ったときに伊勢のこと、外宮さんのことを

５分は喋れるようになってもらいたいという想いから始めました。 

今年で６年目になりますが、付き添いで来られたお母さん方に、「自分も知らない

ことばかりでとても勉強になり良かった。」とよく言っていただきます。 

 

私達がこういったイベントをする度に思いを強くすることがあります。それは、知

るきっかけをつくれば、参加した人には必ず「響く」ということです。 

この響きが、まちづくりの行動へのモチベーションにつながります。 

 

ハード面においては２つの表現に分けました。 

１つは外宮さんへの崇敬表現、もう１つは訪れる人へのおもてなしの表現です。 

崇敬表現は、先ほど紹介していただきました

が、何と言っても献灯の提灯を掲げていること

です。これは外宮さんにおいて 1500 年間、毎

日１日たりとも欠かされることなく行われてい

ます日別朝夕大御饌祭（ひごとあさゆうおおみ

けさい）に対する私たちの思いで、神宮参道と

いう明治時代からの名前も、一昨年、正式に外

宮参道に変えました。 

あと非常に光栄なことですけど、神宮様より私どもの活動を評価していただいて、

現在、宇治橋の仮橋に架かっている鳥居があるのですが、平成 23 年の伊勢市駅前周

辺整備に併せて、参道に下付（寄付）いただけることが決定しました。これも私達の

表現につながっていくと思います。 
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おもてなし表現としては、奥伊勢の木材にこだわったベンチや季節による緑の演出

として、当会の女将さん会である「たおやめ会」の皆さんが、毎日の水遣りや清掃な

どをお世話いただいています。たおやめ会は、昨年５月にオープンした「外宮参道ひ

だまり処」で道案内もしています。 

12 人のスタッフが週６日、朝 10 時から 14 時までの４時間を２時間の当番制で、

ボランティア運営してくれています。多い月では 800 人近い参拝客をご案内してい

ます。 

また今年６月から始めたばかりですが、有志の店５店舗が手荷物預かりサービスを

始めまして、まだ始まったばかりで集計は取ってないのですが、既に全体で 80 件近

い利用があったようです。 

 

次に８月１日は八朔
はっさく

の日に合わせた「外宮さ

ん、浴衣で 1000 人御参り」の合同事業として

1000 の献灯の灯りをつけて、そぞろ歩きを楽

しんでいただいて、神宮の方も夜８時まで参拝

をさせていただけました。 

 

そして献灯ライブもしました。毎年大晦日に

は、ロウソクの灯りをつけているのですが、年

越し参りの方々に振る舞いをさせていただきな

がら、外宮参道名物を開発しようということで

販売実験をしています。 

 

外宮さんのこと講演会では、皇學館大學の岡

田先生に県外の中学生に話をするレベルでお話

をお願いいたしました。最初の 20 分位はその

レベルだったのですが、段々難しくなっていっ

て、大人の方に分かりやすく説明するというこ

とが、とても大事なのではないかと思っていま

す。 

 

次は緑化の講演会です。淡路島の辻本先生にお願いして、たおやめ会を中心に緑の
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ことを勉強いたしました。 

それを受けて、たおやめ会、女将さん会の皆

さんによるプランター等の緑化事業、おもてな

しの表現です。 

現在、駅前にはトキワマンサク、全体ではド

ウダンツツジがありますが、それに加え四季に

拘った花植えをしていただいています。 

そして崇敬表現、献灯で灯りを神様に捧げる。毎日のお祭りに対して 365 日つけ

ています。 

 

昨年オープンしたひだまり処ですが、とても

小さいのです。1.5 坪しかありません。手書きの

黒板があるのですが、そこには「どうぞ寄って

いってください」なんて書いてあるのですが、

「いらっしゃいませ」ではなく、「こんにちは」

と書いてあります。これがミソというか、私達

の思いの１つです。 

 

次は外宮さんちびっこ博士グランプリです。

これも同じ八朔の日に、この会場の１階にある

フロアで毎年開催していますが、子ども達は後

でクイズが出るわけですから、みんな外宮さん

を御参りしながら必死でメモを取ってくれる。

本当の目的は図書券という景品が一番の目的で、

みんな一生懸命になっているのですが、それは

それでよいと思います。 

 

昨年、伊勢ライオンズクラブさんが創立 50 周年記念事業として、駅前からうちの

参道、外宮前までのエリアをヴァーチャルリアリティ、立体模型にして未来予想図を

検討できるものをご寄付していただきました。 

実際にその仮想空間の中に入って自分で動いたりとか建物を変えたりできるので

すが、３分程のアニメーションにしたものがありますので、皆さんにご紹介したいと
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思います。現在の町をコンピュータの中に立体、つまりヴァーチャルでつくり出し、

それを見ながらワークショップ等を繰り返していくというものです。少しアニメーシ

ョンにしているので画像が粗いですが、ワークショップをして有効であると思われる

ものを、仮想でつくり上げていきます。今までのまちづくりの会議というのは、１つ

のことを決めるにも、みんなそれぞれの空想で良し悪しが議論されているわけです。 

また、本来とても重要であるまちなみの連続性を大事にすることが、見落とされる

ことが多いと思います。しかし、このヴァーチャルリアリティを使えば、明確に表現

されますので、合意形成を早めることができます。３年かかることが１年でできます。

また、外宮参道を歩行者天国にするとか、御木本道路の外宮さんの前の道路をなくし

て、外宮前の空間というものをつくりたいと夢見ております。 

外宮は内宮に比べて鎮守の森という側面があります。また朝市があったり、外宮さ

んは水とは切っても切れない神様ですので、水辺の空間や憩いの場がつくれたらいい

なと思います。 

 

外宮さんの前に大きな灯篭がありますが、前の四車線の道路を車がビュンビュン通

っています。宇治橋の前に４車線の道があったら皆さん写真を撮るでしょうか。外宮

前にこういった空間をつくっていかなければいけないのではないか、まだこれはあく

までも叩き台ですけども、こういうところから皆さんのご意見をいただいて、こうい

う空間がつくれたらいいなと思っております。 

このヴァーチャル・リアリティは、ご自宅のパソコンでインターネットが見られる

環境であればどなたでもできます。お配りした資料に詳細が載っておりますので、是

非一度体験してみてください。 

（ヴァーチャル・リアリティ：http//www.vrpark.jp/data/ise/GekusandoVR.exe）

  

 

【コーディネーター】 

山本さんの話からは、もう次の遷宮が近づいてきている状況でして、何とかして外

宮前の活性化をしていこうということで、山本さんを中心に懇話会の皆さんが色々な

活動をされているということをご報告していただきました。 

特に最後のヴァーチャル・リアリティの仕組みをつくって、それを公開するという

のは、今後のまちづくりに向けて、数年経ってその時に立ち上げたヴァーチャル・リ

アリティがどのように活用されていったのかということをお伺いしてみたいなとい
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うような感想を持ちました。 

それでは一通りパネリストの皆さんに、自分達の地域でどのような景観に関する活

動や学習をされているかということについて、詳細を話していただきましたので、こ

こでコメンテーターの小澤先生に一言いただいて、そのあと後半の２回目のパネリス

トの皆さんに発言をお願いしたいと思います。 

 

【コメンテーター】 

皆さんの地域での取組の報告、ありがとうございました。 

特に今回、学校あるいは地域、小学生の取組で、先ほど申し上げた「気づき」とい

うことで色々な発見になっています。 

また、どなたかの話の中で、つながりと絆、響きあう、響くという言葉が出てきた

かと思いますが、私自身、昨日と今朝、午前中で気が付いたことは、中・高校生の発

想の場がないのです。町中には多くの中学生や高校生の姿があったのです。私は、彼

らの発想はだれが受け止めてくれるのかなと思った時に、最後に映像が出てきました

が、今の中・高校生はとても映像が好きです。今の若い中・高校生は映像で表現して

いく、だから山本さんのヴァーチャル・リアリティがつくられていましたが、何か映

像で表現していくとかそういったところからつながって行けば良いのかなと、特にこ

の絆やつながりが響くということから伺ってそう思いました。 

 

【コーディネーター】 

それでは引き続き、パネリストの皆さんに２回目の発言をお願いしたいと思います。 

1 回目はそれぞれの団体の皆さんの取組の状況について報告をいただきましたが、

２回目は先ほど発表していただいた内容を踏まえて、次の世代を担っている子ども達

や、あるいは子どもに限らず大人も一緒に景観まちづくりに取り組んでもらえるよう

な仕組みを考えていくために、景観まちづくり学習をもっと地域で盛んにしていくた

めには、どのようにしていったらいいのか、ということについて自分の会の活動の中

でも、それから広く町に対する提案でも構いませんので、そのようなことについて２

回目のご発言をお願いしたいと思います。 

それでは今度は発表の順番を逆にさせていただいて、先ほど最後になった山本さん

からお願いしたいと思います。 
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【山本】  

外宮参道には、先ほどイベントという形でやっていることをご紹介させていただい

たのですが、常設の町の宝や歴史文化を深く知ることのできるような場所が必要だと

思います。これはまちづくり拠点というようなイメージです。機能として観光案内は

もちろんですが、たとえばテーマ別のＤＶＤや書籍等の鑑賞や、購入できるような施

設、お祭り、お参りの作法などの簡単な講習を受けるのもいいと思います。 

 

また、先日コンテストを行いましたが、「外宮さんにちなんだもの・思い」という、

外宮前名物を作って売ろうというプロジェクトがあります。ここだから売れるもの、

これに意味のあるものを扱うスペースがあれば、観光客だけでなく、地元の方にも来

ていただける場所になる、そこには本当の意味での観光交流が生まれると思います。 

 

もう既にその場所で、「響いて」動いている地元の方達が、訪れた方に知っていた

だいて、同じように響いていただくということに一役買っていると思います。 

先ほどお話したイベントは一過性のものですから、継続的によりたくさんの方に効

率よく体験していただいたりするためには、この拠点が私達の町の大切にしているも

のを次世代に受けつないでもらう為にも必要なものではないのかと感じます。ここは

是非、もちろん民間も頑張りますが、行政のお力をお貸しいただいて実現できればと

思います。 

 

 景観に関しては、残念ながら外宮参道には歴史的なまちなみはほとんど残されてい

ません。神宮は遺跡ではなく、2000 年前から連綿と受け継がれている現在進行形

の世界でも例を見ない日本が誇る聖地だと思います。だから、古いまちなみにこだわ

るだけがいい景観とは思いませんが、そこに長い歴史から生まれてきた地域文化的な

ものは大切にするべきだと思います。それは地元の歴史を知る機会がなかったのが理

由だと思います。 

 

この一帯は、古くは外宮禰宜を中心とした社家町でした。町を歩きますと、たまに

土塀とか白壁が残っています。この参道を中心としてまちなみを整備したりする時、

こういったものを取り入れることができればいいなと思います。 

子ども達が未来に受け継いでくれることを、もっともっとブラッシュアップして、

明確にすることが先決だと思います。そうした後、先ほども出ていたような小学校等



 
 

58

の総合学習で、近江八幡さんから話がありましたけど、そういった明確になったもの

を、歴史文化、地域学として取り入れていただきたい。 

日本はヨーロッパ等の観光立国などより、この分野が特に遅れているようですし、

私としては、よく伊勢で「おもてなしの心を持とう」とか、そういったスローガンの

ようなものはよく聞くのですが、私は本末転倒だと思います。禅語で「落花流水を送

る」という言葉がありますけれども、自分達の町や先祖が大事にしてきた宝や暮らし

が根付く、歴史文化を深く理解してくれるシステムが構築できていれば、誰もがおも

てなしの心を自然と熟成させていくのではないでしょうか、そのように思います。 

 

【西城】 

河崎の場合はどちらかと言うと、そこで暮らす人がいる町ということが大きな河崎

の特色だと思います。人の顔が見える町というのが、河崎のこれからの大きな一つの

目標になると思います。 

最近、小さな子ども達が、この河崎の町に増えてきました。その子ども達が例えば

商人館周辺の広場や下屋で遊ぶとか、小さい路地で遊ぶとか、そういう遊べる環境と

いうのが一つの景観、そして景観だけではなく、その景観を裏打ちするだけの人の視

線と言いますか、住んでいる人の心がそこで合わさると、景観を残してそこがまた生

きてくると思っています。大切にしたいもの、町の良さというものが景観にもつなが

ってくると思います。 

 

河崎の場合は、重点地区というにはまだまだこれからのことだと思いますが、住ん

でいる方々がその住んでいる町を好きになって、そしてずっと暮らせる町、そういう

ものは時間がかかると思いますが、目指していきたいと思っています。 

 

伊勢の町を考えた場合、河崎もそうですが、全国的にも 400 年以上変わらないと

いうのは伊勢だけです。何故かと言いますと、中世から江戸幕府になって、江戸幕府

の政治の影響が大きかったのですが、伊勢だけは神宮さん、伊勢神宮を敬うことによ

って神宮さんとともに生活をしてきました。ですから一つの例として、太閤検地など

で税金を払うということもなかったですし、まちなみを見ても中世のまちなみなので

す。河崎がこれからもっとこのような景観を大切にしていけば、現在でも 400 年前

の歴史、道幅がそのまま残されているのを、未来の子ども達にも伝えることができる

と思います。川は少し変わりましたが、河崎に誇りを持って、住み続けることが河崎
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のこれから進むべき道かなと思っています。 

 

【植村】  

子ども達を巻き込んで、このような様々なイベントや色々なことを考える時に、新

しい１年生が入ってきて、そして皆どんどん大きくなっていくのですが、それを継続

していくということがとても重要だと感じています。 

我々もイベントに関しては、助成金をいただいたりしてやってきましたが、そうし

た運営費が無くなった時に、規模を縮小するとか、子どもから参加費用を徴収すると

か、色々なことを考えていかなければならない時期に来ています。本当に開催が危ぶ

まれてくるような事情であります。 

 

また、先ほど学校のことについて色々とお話ししましたが、学校の方も先生が代わ

って、そういった地域のことは受け入れてもらえないということですと、とてもやり

にくくなってくるので、そのようなことは学校の方で受け継いでもらい、地域にオー

プンな学校であって欲しいと思っています。 

 

それから地域の方への周知ですが、どんなイベントを行う場合にも、必ず地域の人

にまず知らせるということです。地域の人を巻き込んで、終わった時にはお礼を言う

などして、次につなげていくことがとても重要だと思います。 

 

我々、住民主体と申しましても、やはり行政に頼る部分もありまして、紀北町の我々

をサポートしてくれている方や県の方達はとても協力的で、それが我々の支えになっ

ているので、行政のサポートなしでは少し難しいと思っています。 

 

景観に関しての保存活動ですが、我々のまちなみには、この伊勢のように、歴史的

な重厚な建物というものは残っていません。暮らしそのものが景観と考えております。 

またハード面でも予算的なものはありませんので、コツコツと自分達の身丈に合っ

た活動をやっていきたいと思っています。 

 

現在、魚まち認定シールというものをつくりまして、町の人に残していただきたい

店舗や家屋や商品などに、このシールを貼って、少し意識してもらう、また旅人にも、

このシールが貼ってある所に立ち寄ってもらうというような取組をしています。 
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最後ですけれども、子ども達に自分の住んでいる町を好きになっていただいて、将

来もこの町に住んでいきたいなと思えるようなまちづくりをめざしていきたいと思

います。 

 

【谷】  

今の話を受けてということになろうかと思います。 

学校では、子ども達に地域の人達がいい町をつくっていこうとか、町を守っていこ

うと努力をしている人達とふれあわせることが第一ではないのかなと思っています。

そういう人達と出会って合わせることで、頑張っているところを子ども達にもっとも

っと印象付けていくと、子ども達もより先が見えると思います。 

自分達にこれから何ができるのか、何をしていけばいいのかということが良く分か

るのではないだろうか。そうすることで、子ども達にはこの景観まちづくりに見通し

を持たしていきたいとそういうことができればいいのかなと思います。 

また、植村さんから話があったように継続性の問題ですが、これについては総合的

な学習の時間に進めていく中で、その学校活動の中での確認が必要ではないのかなと

思います。どんな狙いを持っていくのか、その創造性ある学習の中で子ども達にどん

な力をつけていくのかということを、この景観まちづくり学習ということと関連付け

て続けていくということを、明確にしていくということが必要だと思いますし、自分

達も試みていきたいと思います。 

 

【深尾】 

私も皆さんと同じで、大人もそうですけど、子どもにも地域の歴史や文化をどれだ

け知ってもらうかで、その町の将来が決まるのかなと思っています。 

本当は景観計画なしでも、地域の歴史や文化を知って大事であると思ったら、自ず

とその町は素晴らしい町になっていくと思います。 

今はインターネットの時代ですので、東京の情報もすぐ分かりますけど、地元の成

り立ちや、どういう産業や歴史性があるのかとか、そういうのを知ってもらうと一番

いいと思います。 

景観計画を策定する時も、多くの集落でいいお話を聞きました。その中の一つに、

ある公共施設の近くに大きな銀杏の木がありまして、秋冬にはいっぱい葉っぱが落ち

ますので、嫌になってみんなが切ろうと思ってチェンソーを持って集まってきていた

のですが、その銀杏の木を植えた昔の経緯を聞いた途端、切れなくなったのです。そ
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の地域の歴史や文化や風土など色々なことを知ってしまうと、逆に好きになってしま

い、その煩わしさが無くなり、もっと大事にしたいという気持ちが起こってくると思

いますので、やはりそういうものを教えていかなければならないと思います。 

 

最後は、自分が生まれ住んでいる地域を好きになるというか、死ぬほど好きになる

ように進めていかなければならないと思います。死ぬほど好きになれば、自分の地域

にお金をいわゆる身銭を出してもいいですし、知恵や労力も出てくると思います。知

恵も労力もお金もない人は地域が良くなるように祈っていただく、そうすれば地域で

問題や課題が起ころうとも、自然と皆が立ち上がるというか、前を向いて町を守って

いくというか、そういうような循環が起こるのではないかと思います。 

 

【コーディネーター】 

最後にコメントしていただいた深尾さん、パネリストの皆さんのまとめ的な内容の

お話をしていただいて、近江八幡市は皆さんよく存じていると思いますけれども、景

観まちづくりに関しましては、とても高い実績を持っていらっしゃるところです。そ

ういったところでのご活動を通じて、最後は少し学習の成果が次世代にどれぐらい受

け継がれていくのか、それから地域として考え方が変わると、多くの人が町を好きに

なっていって、好きになった人が自分たちの町のまちづくりに立ち上がっていく、い

い循環ができ出来上がっているというお話をしていただきました。２回目もとてもい

いご発言をいただきました。 

それではここで会場の皆様の中で、ご意見やご質問があれば受け付けたいと思いま

す。 

 

★質問１★ 

植村さんの話の中で継続が大事だと言われ、皆さん同じことをおっしゃられるので

すけど、例えば小学校などで毎年入ってくる子どもに継続していくことが大事だと思

うのですが、もう一つの側面の継続という意味合いでは、まちづくり学習をやった子

ども達が地域のリーダーに育っていくためには、小学校、中学校、それから高校とい

う長いスパンで色々考えていくことが必要と思うのです。 

小澤先生に聞きたいのですが、ヨーロッパとかでそういった総合学習、小・中だけ

じゃなく生涯学習とおっしゃいましたけど、そういったシステムというか、そういう

事例があったらお伺いしたいと思います。 
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【コメンテーター】 

ヨーロッパで総合的な学習、プロジェクト学習とかトピック学習とか色々な言い方

をされておりますが、やり方はそれぞれの国によって違います。ドイツで私が見させ

て頂いたのは一週間すべてそれをやる、スペインの学校もそうでした。でもトピック

のとり方はそれぞれ違います。ですからそこはそれぞれのやり方ですけど、先ほど谷

先生がおっしゃった中にもあったと思うのですが、前の総合的な学習の時間の時は、

学習指導要領の総説に書かれていました。解説本も何もなかったのですが、昨年３月

に指導要領が改正されて、小・中・高の解説本、高校の学習指導要領は去年の 12 月

に出ました。その解説本が小学校・中学校は印刷されて、インターネットでも取れる

ようになっています。そして高校の解説本も文科省のホームページに載っております。 

何故そういうものを出したかと言うと、そもそも総合的な学習の時間は学習指導要

領のある章に書かれることになったので、それできちんとどういう授業の組み立てを

するかというところまで全部入りました。印刷されたものでも 200 円以内で買える

のです。とても安く買えますので、それを見ていただくといいのではないか思います。 

その中で解説している特色的なものとして、探究的活動があります。 

皆さんの町歩きとかそういうものは全て探求、それから協同的学び、それは前回の時

になかったので、色々な価値観や地域の素材によって違うかもしれません。学び方と

か、地域がどうあったらいいのかとかそういうところが明確にされています。 

もう一つ解説本に書かれているのはアクションリサーチ、これはロジャー・ハート

さんの言葉で、最後に私が引用した言葉ですが、彼は子どもの参画という本を書いて

います。それが日本語に翻訳されてアクションリサーチという言葉が出てきて、いわ

ゆる町歩き、地域探検で、地域の中で課題を探していくという、そしてその時にもう

一つ物事のつながりをＫＪ法的に出していくという、そういうことは実際に小学校３

年生でもできるのです。このようなやり方も参考にしていただけたらありがたいと思

います。 

そもそもヨーロッパでは、古い地域の歴史文化というものをとても大事にしていま

す。ですからイギリスの環境教育の教材では、この町の写真と今現在の写真とどう違

うかというところから入っていきます。ガラスが少し違うだけであとのまちなみはほ

とんど 19 世紀と同じものというところから、石造と木造が同じ枠組みではいかない

とは思いますけど、そういう展開をしておりますので、皆さんで知恵を出していけば

対応できるのではないかと思いますし、今日お話になったパネラーのお話の中にその

お話があったかと思います。 
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★質問２★ 

深尾さんにお伺いさせていただきたいのですが、近江八幡という町の名前は、当然

その八幡山との関連のところで名前を付けられたと思うのですけど、学校でその近江

八幡という名前の由来や、どのような町なのかということを知ることが大切というお

話をされましたが、学校の教科書とか市の教科書に載っているのでしょうか。 

先ほどの山本さんのお話のように、伊勢の場合は地元の人が外宮さんのことを教え

ていますが、伊勢の副読本には外宮さん、内宮さんのことは一言も載っていないので

す。 

そういう中で、本当の伊勢の町の中の何がわかるのかということが大変疑問なので

すが、深尾さんの町ではどのようにそれらが取り上げられているのか、お分かりでし

たら教えていただきたいと思います。 

 

【深尾】 

 近江八幡市は昭和 29 年に昭和の大合併で市になりまして、言われるように八幡山

の八幡だけでは全国いくつもありますので、近江というのを前に付けて固有性を保と

うということで近江八幡という名前になりました。ただ、この近江八幡市という名前

になぜなったのかということは、残念ながらたぶん小学校、中学校では明確に資料と

しては教えていないと思います。 

10 年程ぐらい前に、地域のことをよりたくさん知ってもらおうということで、副

読本をつくって市内に配布したということはあります。 

 

最近は小学校の行事の中で、地域の歴史や文化も昔と比べれば徐々に教えられてい

ると思います。私が小学校、中学校の時はそういう教育は全然ありませんでした。 

かつて、私も八幡城のある山裾に住んでいましたが、この山に城があったこととか、

誰が城をつくったのだとか、近江商人の発祥地が自分の村だったとか、そんなことも

知りませんでした。お恥ずかしいことですが、就職する一歩手前ぐらいにそれを知り

ました。 

当方においても、どちらかと言うとあまり進んでいないというのが現状です。 

 

【コーディネーター】 

最後に小澤先生から一言いただいて、私の方でまとめて終わりにしたいと思いま

す。小澤先生お願いします。 
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【コメンテーター】 

パネリストの方々のお話から出てきた言葉をつないでいきますと、子どもはどうい

うファクターに学ぶかと言うと、やはり大人の生き方に学んでいくのです。それは潜

入という概念で説明できます。職人さんの学び方もあるのですが、やはり大人がきち

んとやっていないと、子どもはやろうという気にはならないと思います。 

そのようなことですので、先ほどのような副読本を使い、教科書としても学習指導

要領でやっていきますので、ミニマムスタンダードで最低限のことを押さえる、そう

すると必ず地域のことを学ぶ教材が必要になってくるのではないかと思います。 

大学生等にサポートしてもらいながら、そして地域のご年配の方達が持ち寄ったア

イデアで映像をつくっていく、そしてＣＤ－ＲＯＭにして各学校に配ればよいと思い

ます。 

私は景気対策のために学校に電動白板などを配るより、このような教材を配った方

がいいと思いますし、道徳で教育再生会議のようなことをするより、ずっとその地域

のことを学んだ方が、地域を育てる力につながっていくのではないかと思いますし、

道徳にもつながっていく力が育つのではないかと思います。 

大人がいい加減なことをやっていて、それを道徳的に教えても、子どもはなぜ大人

が嘘を言っているのに子どもだけに押し付けるのか、ということになっていくわけで

す。 

これは、環境問題でも同じことで、私は大学生から言われます。大人がこんなに環

境を悪化させたのに、どうして若者に押し付けるのかということです。 

最近は「ごめんなさい一緒にやりましょう。」という問いかけをしています。 

 

それからその地域の人が景観を愛する、地域を愛するということで、もともと日本

で景観のことが入ってきたのは、いわゆる「アモーレ」です。 

愛するという、それが「アメニティ」という言葉になって地域のアメニティづくり

というところから始まって、大人も子どももその地域を愛するということです。その

愛することが、私達日本人は物語をつくり出す力が非常に弱くなったのではないかと

思います。 

もう一度地域を考え、自分達の生き様を考えていくところから出発していかなけれ

ばならないのではないかと思います。そのためには体験型、参加型でやっていくべき

と思っております。 
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今日は逆に皆様から色々と学び、また、三重県に足を運びたくなりました。 

どうもありがとうございました。 

 

【コーディネーター】 

小澤先生から重要なことをまとめていただきましたので、私もまとめを手短にして

いきたいと思います。 

まず今日は、小澤先生それからパネリストの皆様から、なぜ今、景観に関するまち

づくり学習が必要なのか、そしてどのように進めて行けばいいのかということについ

て、各地の取組を通じて具体的な内容を報告していただきました。 

今日のパネリストの皆様の報告を伺って、やはり私達が生活をしていく上で、目（視

覚）が果たしている役割がとても大きいということを改めて感じました。もちろん目

以外にも私達は五感を持っていますから、耳を使って町の色々な音を聞き分けたり、

鼻を使って町のにおいを嗅いでみたり、色々と五感を使って自分達の町を知ろうとし、

生活しているのですが、その中で特に目はたくさんの情報を得るということができる

代表的な五感ではないかと思います。 

そうすると、今、まちづくりで問われていることは、私達大人たちがまず、町を見

つめる目をきちんと育ててきているかどうか、目を開いてきているかどうかだと感じ

ました。もし私達大人が、町を見つめる目を育ててきていない、鍛えていない、その

ような状況ですと将来の町の姿を自力で描く力が、私達大人に弱くなってきていると

いうことにつながっていってしまうのではないかと思います。 

今、私達の目の前には、様々な社会問題が深刻化しています。環境の問題について

もそうですし、福祉の問題もそうです、教育の問題、まちづくりの問題、様々な問題

が深刻化して、それをどのように改善していけばよいのか、ということが今、私達大

人に問われている状況だと思います。 

 

それから次に大切なのは、次世代を担う子ども達の町を見る目が育つような環境を、

私達大人がしっかりとつくってきているのか、それが問われてきているのではないで

しょうか。 

子どもの町を見つめる目をしっかり育てていくこと、それから子どもの目が鍛えら

れていること、これからの環境づくりに子ども達の声にも耳を傾けながら、どうした

らいい環境づくりができるかということが今、社会全体に問われてきているのではな

いかなと思います。 
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従って、景観まちづくりの景観というのは「私達を取り巻く環境の眺め」のことで

すが、まず町を見つめる目に、力があるかどうかということが問われているのではな

いかと思います。 

また、その町を見つめる目を育てていく、そのためにこそ景観に着目したまちづく

り学習というのはとても意味があり、そしてその学習活動を通しながら、改めて日頃

見慣れている生活風景の中にも、実はたくさんの町の特徴があり、あるいは日頃見慣

れている風景とギャップがあるというところに実は深刻な問題があり、このようなこ

とに気付くことによって、まちづくりの問題に対して対応していく力というのが備わ

ってくるのではないかな、ということをパネリストの皆さんや小澤先生のコメントを

通じて改めて感じました。 

 

そして、最後にパネリストの皆様からは、そのことに既に気付き始めた地域が具体

的に立ち上がり始め、様々な視点、様々なアイデアを出して町を見つめる目を鍛え、

様々な活動を通じて報告をしていただきました。 

このような活動が決して一部の地域だけにとどまらず、三重県全域に広がり、この

ような景観に着目したまちづくり活動が盛んになっていくということが期待されて

いる、私達にこういったことを実現していくことが必要とされているのではないかな

と改めて感じました。 

  







・それぞれの地域での活動に取り組んでいる方々の思いが凄く伝わってきた。

[あまりそう思わない]
・パネルディスカッションのコーディネートが上手くない。
・景観づくりというより、まちの賑わい、まちづくりへの関心が強い。
・基調講演は、伝えたい内容が伝わらなかった。

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。

・近江八幡の紹介。景観形成への取り組みの実例がわかりやすかった。
・まちを見る目、感じる目を育てる必要性をとても感じた。

・子どもを巻き込む工夫。

・内なる自然破壊。

・景観教育的発想は大切な視点である。
・バーチャルリアリティは興味深かった。
・農水省の農地・水・環境を守る活動の参考に非常に役立つと思った。

・バーチャルリアリティ。早速、家で体験してみます。
・魚まちのまちづくり。等身大のまちづくり、金銭的に無理なく地元の頑張りで活動していて素晴らしいと思った。
・バーチャルリアリティ。今後どのように使われていくかが気になる。

・まずは自分の住んでいる地域の歴史や文化を知ろうと思わされた。
・まちを歩く時も景観という視点を持ってまちを歩けそう。

・子どもをテーマにしているところ。景観学習を通じて大人と子どもがどうつながったのか更に知りたい。
子供のアイデアが具体化した結果も知りたかった。

・子どもは大人の生き方に学ぶこと。
由来や歴史を知ることで、わずらわしさを乗り越えて、行動する原動力となること。

・伊勢市の方の話はわかりやすかった。近江八幡の事例の話は興味深かった。
景観づくりが、生活にプラスになることと理解できたため。

・景観というと建物を中心にと思っていたが、いろんな事例を聞いて広い分野に関係するのだとわかりまし
た。パネルディスカッションで得るものがたくさんあった。

・一人一人、一軒一軒の意識、取り組みが重要だと思った。

・パネリストの方々のお話し、取り組みが面白かったです。近江八幡の銀杏の木の話そんなもんなんです
ね。

・パネルディスカッション それぞれのまちづくりのエッセンスを理解できた。

・紀伊長島での子ども達の取り組み。人口減少、地方衰退の時代の中で、子どもに故郷に興味を持っても
らい、残していくことは重要である。

・近江八幡の取り組み：学校周辺の道路のガードレールを撤去し、両側に桜の植栽をする。歩道の舗装を
めくり地道にする。小澤先生の景観まちづくり教育のその進め方。
紀北町の植村副会長：地域の子ども達に自分達のまちを再認識させ、自分達のまちを良くする取り組み
を行っていること。

・近江八幡と紀北町魚まち歩観会の活動が具体的だった。また学校と地域の連携やふれあいの大切さ。
自分が地域を見る目を持つこと、地域を知ることと、それを子ども達に伝えていくこと、それが地域の将来
に大事であることがわかりました。

・小澤先生の基調講演 内容が豊富であり、わかりやすく分類されており、川（水）を中心とした生活と景
観を大切にして肉付けしていく事。

・近江八幡市の景観、保全等の取り組み。公共事業も中止し、景観を再生した地元の力。

・景観まちづくり教育 地元の小中学校などに取り入れてもらい、まちを見る視点を養う必要性を感じた。

・深尾さんの話しは「なるほど」と感じる点が多く良かった。

・文化や歴史を残すための取り組み。発展させるだけでなく、地域の文化・歴史を重んじる姿勢は大切だ
と思う。しかしながら、それに囚われ過ぎるのも如何なものかと考えていたから。

・子どもに対するまちづくり教育の実践例を知り得たことです。

・景観まちづくり教育の必要性について理解できた。三重県の学校ももっと総合的に取り組んでいただき
たい。

・五感でまちを見るという言葉が印象に残った。子どもに景観教育をする事も大切だが、継続可能な教育
にする手段も聞きたかった。
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・出演者の方全員が強くまちづくりへの思いを持っていることが伝わってきた点。

、

・景観行政の現場の苦労話。
・パネルディスカッション、５人は多い。もう少し議論できるようして欲しい。

・住民と行政の連携について。時間の配分を考え直していただきたい。（事例重視）

・どうか子ども達のために、未来の子ども達のために、素晴らしいまちづくりをして欲しいと思います。
・先進地域の事例報告をもっとして欲しい。

・いい勉強させていただきました。ありがとうございました。

・もう少し景観に対する取り組みの話を聞けると思ったが、地域学の延長である話が多かったようにも思った。
・文化的景観について。

・深尾さんや山本さんの話。自分自身が住んでいる地域の歴史や文化を知らないことが多いことをシンポ
ジウムを通じて再認識させられたため。

・小学校での「景観まちづくり教育」について。小学校で自分のまちで発見を通してのまちづくり教育は、大
人になってからも地元の景観に対する意識付けになり良いと思う。

・小澤先生の基調講演と谷先生、深尾さんからの活動報告。小学校等の総合学習の中で、景観をテーマ
とした学習が取り組まれている点。

・今回のシンポジウムを通して、景観への関心を高めるには、自分のまちに関心を持つことがまず必要
で、自分のまちに関心を持つには、紀北町のような関心を持つような仕掛けづくりが必要で、自分のまち
に関心を持つ住民をいかに増やすかが１つの取り組みになると感じました。

・どんなもの（構造物）にも、存在する意味があると気付くようにし、今後は面白い形のものを探して歩くよ
うにしたい。

・一人一人が強い意志を持ってまちづくりに取り組んでいたこと。

・外宮は地元であり、地域で取り組んでいる人々がいることは知っていたが、実際の活動やその思いを聞
くことができ、大変感動しました。機会の提供という話もありましたが、機会があれば参加したいと感じまし
た。

・紀北町立西小学校、紀北町魚まち歩観会の取り組み。地域の大人と子どもが共に地域の景観づくりに
関心を持ち、地域の活性化に取り組んでいることに、文化力の継承の大切さという気づきを得られた。

・パネリストの事例発表では、それぞれの背景や経緯、思いが語られており、どれも興味深かった。

・景観学習の取り組みについて、現場の人達の声が聞けることはあまりないのでその点が良かったと思
う。

・それぞれの団体の活動や取り組みがよくわかり、今後このような活動が周辺で行われるなら是非参加し
てみたい。

・子ども達へのまちづくりの早期教育。これからの「まち」を守っていく子ども達に早くからまちづくりに興味
を持たせることが重要だと感じた。

・自然との共存や環境保全といったテーマ。

・シンポジウムというより「成果発表会」の形式になってしまって、景観づくりについて議論する時間が少な
くて残念。シンポ目的の「みんなで考える」にかなうプログラムにして欲しかった。

・電柱にある看板や観光地沿いの畳の大きさの看板等の問題。何も役立っていないのに、景観を害して
いるようなものは、なぜ何ともならないのか不思議だ。

・まちの中で隠れた顔を発見するという授業は、何か業務に使えないかと思いました。

・パネルディスカッションで地域の文化歴史を知ってもらう工夫が必要だと認識した。地域の歴史文化を知
らないと、どのような景観・まちづくりが必要なのかわからないと思う。

・道標、戦前、戦後の移り変わりにおいて、どのような姿の変革があったのかといった、映像、資料等の発
表があってもよいと思う。

・景観を含め、歴史、生活、文化など、子・親の世代に渡るつながりが重要であると実感した。

・地域デザイン、電柱、看板、ガードレールのない景観、道路から見た景観、○○視点からの景観、こだわ
りの景観づくりの実例。

・伊勢市の方、読み間違い、噛む事も多く聞き取りにくかったです。もう少し練習しておいて欲しかった。小
澤先生の基調講演は非常にわかりやすく、これから取り組みを進めていく初歩の私にとっては、ステップ
アップになった。三重県は、海と山の両方があり、その環境を活かした景観づくりを取り上げ、類似した他
県との水平展開や協力した取り組みをしていく。

・地域学。

・パネルディスカッションの後半部分の時間を多く取った方がよいと思う。テーマに沿った内容について、
より深く議論して欲しい。

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。
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・県外の先進事例。特に今日のようにソフト中心で。

・旧東海道をはじめとした旧街道をメインテーマとしたシンポジウム。

・特色の悪いまちの景観まちづくり。

・パネルディスカッションの時間が短かくて活動報告会になってしまった感じもする。コーディネーター、コメ
ンテーターからのまとめ、コメントに加えて、それを受けたパネリストの意見や会場来場者の意見を聞く時
間を設けると、もっと中身の濃いシンポジウムになったのではないかと思う。

・エクスカーションを取り入れてもよいのではないでしょうか。

・今回は子どもと一緒に景観を考えることがメインだったが、まちづくりをする際の近隣との理解、協力な
ど、うまくやっている自治体があればそういう方の話も聞きたい。

・今回のシンポジウムに参加するような人ではなく、早期教育を受ける子ども達以外の、今現在、まちづく
りに興味のない人々に、どのように自分達のまちを知ってもらうか、誇りを持ってもらうかということも大切
なのではないか。

・民間（企業の方）の取り組み等の紹介があると更に良いと思います。

・後半は５つの地域のいろいろな活動を聞かせていただくことができ、大変よかったです。できればもっと
詳しく聞きたいところでしたが、それぞれのパネラーの時間がもっとあれば、もっといろいろなお話をいた
だけたと思いました。

・企業が実践する景観づくり。

・何度も開催して欲しいし、小学生達も参加したら未来につながると思いました。

・シンポジウム全体の時間は丁度良いと思うが、パネリストの方が多いためか一人当たりの時間が短く、
走ってしまうように見えたので、パネリストの人数を減らす等して余裕を持たせてはいかがでしょうか。

・人間のライフスタイルの変化と景観との関係。

・何かのテーマに続ければ呼ぶ対象も決まってくる。今日の内容では、行政職員しか来れない。現実、一
般の方と見られる人は途中で帰った。パネルディスカッションは思いが伝わってきて良かった。

・景観づくりは、現状の把握が重要であり、みんなの意見を取り込む必要性もよく理解出来た。
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♪平成２１年９月５日 景観シンポジウム♪ 

『未来に伝えよう、つないでいこう！ 

大人も子どももみんなで景観まちづくり』参加者アンケート 
 
本日は、景観シンポジウムにご参加いただき、どうもありがとうございました。 
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伊勢市にお住まいの方 ②県内（伊勢市以外）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学校からの案内  ⑩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。～♪ 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 21 年度 景観シンポジウムの記録 

未来に伝えよう、つないでいこう！大人も子どももみんなで景観まちづくり」 

～「生成り」の文化を生かした誇りある景観を守り、つくり、育てるために～ 
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