平成 22 年度 景観シンポジウムの記録

「景観からはじめるまちづくり」
〜掘りおこそう わがまち いいとこ。考えよう 未来のわがまち。〜

三重県県土整備部景観まちづくり室

景観シンポジウムの概要
■日 時
平成 2３年１月２３日（日）13：00〜16：30
■場 所
鈴鹿市ふれあいセンター
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三重県・鈴鹿市
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社団法人三重県建築士会
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出演者のプロフィール（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 久 隆浩（ひさ たかひろ）
近畿大学総合社会学部総合社会学科 教授（環境系専攻） 工学博士
1958 年高知県生まれ。大阪大学工学部環境工学科卒業、大阪大学大学院博士後期課程
修了。箕面市都市景観審議会会長、茨木市都市計画審議会会長、豊中市環境審議会委員、
摂津市都市景観アドバイザーなどを務めるほか、三重県では、三重県景観審議会委員、名
張市都市計画審議会委員を歴任するなど、県内外の多数の地域で景観づくりやまちづくり
活動を支援し、活躍されている。著書に『景観からのまちづくり』
『都市デザインの手法』
『水辺のまちづくり』
『地方分権時代のまちづくり条例』など多数。
◆パネルディスカッションコーディネーター 村山 顕人（むらやま あきと）
名古屋大学大学院環境学研究科都市環境学専攻 准教授 工学博士
1977 年神奈川県生まれ。東京大学工学部都市工学科卒業、東京大学大学院工学系研究
科博士課程修了。2005 年日本都市計画学会論文奨励賞受賞。名古屋市都市計画審議会専
門委員、長久手町都市計画審議会委員などを務めるほか、三重県では、三重県都市計画審
議会臨時委員、鈴鹿市景観審議会会長、亀山市都市計画審議会委員などを歴任し、活躍さ
れている。共著に、
『都市のデザインマネジメント：アメリカの都市を再編する新しい公共
体』
『シリーズ都市再生(3)-定常型都市への模索：地方都市の苦闘』など多数。
◆景観まちづくり活動紹介 社団法人三重県建築士会（景観整備機構）
当建築士会は、良好な景観形成を担う主体として、平成 21 年 4 月 24 日に三重県から
景観整備機構の指定を受け、歴史的地区における景観法の活用調査への協力や登録有形文
化財の指定に向けた調査、フォトコンテストの実施など幅広く景観に対する取組みを行っ
ている。
◆活動報告（５０音順）
伊藤 直之（いとう なおゆき） ＮＰＯ法人魅力発見木曽三川 代表理事（桑名市）
当会は、木曽川、長良川、揖斐川おいて、鳥がさえずり、魚が跳ね、虫たちが生息する
木曽三川下流域の魅力を写真を通じ、広く伝える活動のほか、ヨシ原再生のためのヨシ植
えや水生生物調査などの活動を行っている。
倉地 正（くらち ただし） 石薬師地区明るいまちづくり推進協議会 景観担当部長（鈴鹿市）
当会は、昭和 55 年に発足し、石薬師地区 20 自治会の会長をはじめ、老人会やＰＴＡ
の代表者等から選出された「まちづくり推進委員」で構成されており「ふれ愛フェスティ
バル」の開催など石薬師地区の発展に寄与した活動を行っている。
白岩 昌紀（しらいわ まさのり） 美旗まちづくり協議会 初瀬街道分科会委員長（名張市）
当会は、活力と潤いのあるまちづくり、人づくりを通じて広がりのある地域をめざして、
４つのまちづくりビジョンと１０のまちづくりプロジェクトを構築し、様々な取組や活動
を行っている。
廣田 敏春（ひろた としはる） グリーンパーク岡山を愛する会 顧問（四日市市）
当会は、かつては身近だった里山を再び市民みんなの交流の場にするため、不法投棄な
どで荒れ放題であった岡山を整備し、自然観察会や竹細工教室など様々な催し物や活動を
行っている。
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主催者あいさつ
《鈴鹿市長 川岸

光男》

本日は、寒さ厳しい中たくさんの方々にお集まりいただき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ます。
鈴鹿市は、三重県の中でも若い人が多く、産業も盛んで活気にあふれた街です。ま
た、モータースポーツのまちという先進的なイメージを持たれる方も多いと思います。
一方で、鈴鹿の山々から伊勢の海まで続く、変化に富んだ豊かな自然や多くの歴史伝
統それに伴う史跡やお祭りもあります。
このような素晴らしい自然景観あるいは歴史文化的な景観を先人から数多く受け
継いできております。私たちには、こうした素晴らしい景観を守ると共に、さらに新
たに良好な景観を形成して後世に引き継いでいく責務があります。
鈴鹿市は、平成２１年１月に景観行政団体になり、本年１月１日から「鈴鹿市景観
計画」の運用を開始いたしました。景観というもののとらえ方には、それぞれ異なる
ものがあろうかと思います。
鈴鹿市景観計画では、良好な景観を守るために最低限の行為の制限を設けています。
また、市民の皆様が中心となって、新たに良好な景観の形成に向けた取り組みの方策
を示しています。
景観を持続、存続させ、後世に伝えるということはどういうことなのか。また、よ
り良い景観を創り出していくためにはどうすればよいのか、それを支えるものは何な
のかなど、景観の本質を考える上でも、本日のシンポジウムが今後の活動の大きな力
になろうかと期待するところであります。
今日のシンポジウムによりまして、皆様一人ひとりに景観というものを意識し、考
えてもらいたい、そのことから良好な景観づくりの活動に一歩を踏み出して頂きたい
ということを希望しまして、私の挨拶といたします。
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

廣田

実》

本日は、きびしい寒さの中、多数の皆さまのご参加をいただきまして、誠にあり
がとうございます。心から御礼申し上げます。
私たちの住む三重県は、非常に素晴らしい自然景観、あるいは歴史・文化的景観が
数多くございます。これらの景観は、先人たちにより現在まで受け継がれてきました。
こうした素晴らしい景観を守り、育て、また、新たに良好な景観を創り、後世に引き
継いでいく必要があり、そのためには、私たち県民の不断の努力が大変重要であると
考えております。
近年、県内や全国各地で地域の皆さまが主体、もしくは、民官協働でさまざまな景
観まちづくりに関する取り組みが行われてきています。この鈴鹿市におかれましても、
鈴鹿山脈から伊勢湾に至る地形的な変化がもたらす多様な自然景観や、歴史的なまち
並みの景観などを守りながら、市民の方々がまちづくりの主役となって取り組まれて
おられます。
そうした中、三重県では、景観まちづくりは、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、三重県景観づくり条例を平成１９年の１０月に公
布するとともに、景観法に基づく三重県景観計画を定め、平成２０年の４月から運用
をしているところでございます。
一方、県内の市町におきましては、鈴鹿市をはじめ、７市（伊賀市、四日市市、松
阪市、伊勢市、桑名市、亀山市）が景観行政団体となって、景観まちづくりの取組を
進められており、県としましては、県内各市・町の景観まちづくりの更なる展開を期
待しつつ、引き続き連携し、支援を行ってまいりたいと考えております。
本日のシンポジウムにご参加いただきました皆様には、景観まちづくりの様々な考
えや取組をお聴きいただき、地域に帰られましたら、皆様の住んでおられます「まち」
をもう一度みつめ直していただければと思います。
「景観としてはどうだろう」という意識を持ってみていただくと、今まで気付かなか
ったことがみえてくるのではないかと思います。
最後になりましたが、このシンポジウムを契機に、鈴鹿市におかれましては、鈴鹿
らしい良好な景観を保全・創出されていくこと、また美しい景観づくりが、皆様のお
住まいの地域から、どんどん広がっていく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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「鈴鹿市の風景・景観計画」の紹介
《鈴鹿市都市計画課 三谷 隆》

していきましょう。

鈴鹿市は、平成 23 年１月１日から鈴鹿

滋賀県と接する鈴鹿山脈の山々は国定公

市景観計画の運用を開始しました。

園に指定され、市内各地点から眺めること

これからは、この景観計画に沿って良好

ができます。

な景観形成を行っていくこととなりますが、
景観計画の説明の前に鈴鹿市の景観と言い
ますか、風景をご覧いただきたいと思いま
す。
これからご覧いただく写真をみて皆さん
はどのようにお感じになるでしょうか。
これが、鈴鹿市の概略地図です。

鈴鹿山脈の山々

これは雪景色ですね。

鈴鹿市概略地図

面積は約１９５平方キロメートルあり、
約２０万人の人々が生活しています。
西は鈴鹿山脈の山々、中央部を鈴鹿川が

冬の鈴鹿山脈

流れ、東は伊勢湾の海に臨むというバラエ

麓には、椿大社、桃林寺などの神社仏閣

ティに富んだ自然構成になっております。

が多数あります。

鈴鹿川より西側では茶畑、植木畑が営ま

これは桃林寺の雪景色です。

れ、鈴鹿川より東側では、広大な水田が広
がっています。
市街地は、神戸・白子・牧田の三つに大
きく分かれています。
東名阪自動車道、国道１号線、国道２３
号線の幹線道路が南北に走っておりまして、
国道１号線は旧東海道、国道２３号線は旧
参宮道にほぼ沿った道筋になっています。
それでは市内を山側から順に写真で紹介

桃林寺の雪景色
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これは桃寺山から伊勢湾を望む眺望景

これは河川緑地です。次は夏に行われま

観です。

す鈴鹿川体験イベントの一コマです。

桃寺山からの眺望景観

鈴鹿川河川緑地

農業では、お茶の栽培やさつきを筆頭と
した植木の栽培が盛んです。
次に鈴鹿川です。

鈴鹿川体験イベント

このように水を流す川としてだけでなく
親しまれた存在になっています。
次に海岸部ですが、白砂青松の砂浜が続

鈴鹿川

これは雪景色です。

き伊勢の海県立自然公園に指定されていま
す。
これは千代崎海岸です。県内で一番北に
ある海水浴場になります。

鈴鹿川の雪景色

千代崎海岸
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これは鼓ヶ浦海水浴場です。

これは岸岡山という海岸近くの小高い
丘から撮った写真ですが，天気の良い日は
対岸のセントレア国際空港も見ることがで
きます。

鼓ヶ浦海水浴場

これは冬の海岸です。このように特産品
のノリ養殖用のノリ曽田がみえます。
岸岡山からの眺望景観

海の産業の例ですが、これは白子漁港の
写真です。

冬の海岸

これは磯山あたりの写真ですが、砂浜の
後退や松枯れの被害があり松の苗木を育て
る活動が行われています。

白子漁港

また公園が整備されていまして、こちら
がその写真になります。

磯山

白子緑地公園
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次に町の風景に移ります。

これは街を流れる六郷川という川です。

まず神戸の町からですが、昔神戸城があ
り城跡が公園になっています。

六郷川

再開発されて整った通りもあります。
次に白子ですが、これは国道２３号線に

神戸公園

これは市庁舎です。

なります。この右手には近鉄白子駅があり
ますが、駅前ロータリーの拡幅工事中です。

市庁舎

この市庁舎から見た眺望景観がこのよう

国道 23 号（白子）

になります。

これは商店街の通りですが、街灯の形か
らランタン通りとも呼ばれています。

市庁舎からの眺望景観
ランタン通り
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一方では、海沿いに参宮街道の趣の残る

これは大きなショッピングセンターの駐

家が点在しています。

車場になります。

参宮街道

ショッピングセンター駐車場

次に牧田ですが、平田町というところを

これは平田町の駅前風景です。

中心に製造業、商業が盛んです。
これは鈴鹿市を代表する皆さんご存じの
自動車工場です。

近鉄平田町駅前

これ以外の町の風景としまして、神戸か
ら平田町へ向かう通称中央道路と呼ばれる
幹線道路風景があり、典型的な郊外型の商

自動車工場（平田町）

これは化学繊維会社の社宅内の桜並木で、
シーズン中は開放しています。

業施設が並んでいます。同じ中央道路でも
平田町の駅から西側は、このような街路樹
に囲まれた景色になります。

化学繊維会社社宅内の桜並木
中央道路
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これは鈴鹿市を全国的に有名にしている

させるためのルールがあります。

鈴鹿サーキットの写真です。これは夜景に
なります。また桜並木は市内の桜の名所の
ひとつになっています。

太陽の街

人々の生活では、ご覧のようにバルーン
フェスティバルや石取り祭りなどがありま
す。

鈴鹿サーキットの夜景

鈴鹿サーキットの桜並木

バルーンフェスティバル

桜と言えばＮＴＴ研修センター跡地も

最後に趣向をかえまして、この写真を見

桜の名所のひとつです。

てください。

研修センター跡地

市役所前（昔）

市南部には太陽の街という大きな住宅

市の広報担当課に残っていた古い写真

団地がありまして、ここには街並みを統一

ですが、皆さんどこの写真だかおわかりに
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なりますか。市外の方にはお解りになりに

昔の写真です。

くいと思いますが、現在の写真と対比して
みました。
これが現在の写真です。市役所前の旧国
道２３号線の写真になります。

神戸 2 丁目栄橋西交差点（昔）

これが現在の写真です。神戸２丁目栄橋
西交差点から西向きに撮った写真ですが、
先ほど見て頂きましたように再開発がされ
ているので、ずいぶん景色が変わっていま

市役所前（現在）

昔の写真です。

す。

神戸２丁目栄橋（昔）

神戸 2 丁目栄橋西交差点（現在）

これが現在の写真です。神戸２丁目栄橋
あたりから東向きに撮った写真になります。

神戸 2 丁目栄橋（現在）

昔の写真です。

神戸６丁目（昔）
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これが現在の写真です。神戸６丁目の交

昔の写真です。

差点から東向きに撮った写真になります。
ここも再開発により景色が一変しています。

近鉄鈴鹿市駅前（昔）

これが現在の写真です。現在の近鉄鈴鹿
市駅舎から撮った写真になります。

神戸 6 丁目（現在）

昔の写真です。

近鉄鈴鹿市駅前（現在）

昔の写真です。

六郷川（昔）

これが現在の写真です。神戸２丁目寿橋
付近から西向きに撮った写真になります。
川は六郷川といいます。

国道 23 号（白子江島台）
（昔）

次頁が現在の写真です。白子江島台あた
りの国道２３号線を北向きに撮った写真に
なります。右上あたりに現在の鈴鹿警察署
が見えます。
六郷川（現在）
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昔の写真です。

国道 23 号（白子江島台）
（現在）
近鉄白子駅東（昔）

昔の写真です。

これが現在の写真です。近鉄白子駅の東
の商店街になります。奥が白子駅です。

白子江島本町（昔）
近鉄白子駅東（現在）

これが現在の写真です。白子江島本町の
通称下街道と呼ばれている道筋になります。

白子江島本町（現在）

昔の写真です。

近鉄平田町駅前（昔）
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これが現在の写真です。右側が近鉄平田

以上市内の風景・景観でした。この外に

町駅前ロータリーになります。

も紹介しきれないものがたくさんあります。
時と場所を変えて鈴鹿市内の風景・景観
を見て頂きましたが皆さんはどのようにお
感じになったでしょうか。

（ここから鈴鹿市の景観計画）
見る方向、季節、ましてや時代によりた
くさんの表情が見られたと思います。
また、皆さんの感じ方もそれぞれ違った
ものと思います。

近鉄平田町駅前（現在）

最後になりますが、昔の写真です。

よいなと思える景観は残していきたいで
すし、よくないなと思える景観は直してい
きたいものです。この気持ちは共通のもの
と思います。
鈴鹿市では、次の世代により良い景観を
財産として受け継いでいくことを理念とし
て鈴鹿市景観計画を策定しました。
鈴鹿市景観計画は、良好な景観を保全す
るための行為の制限と、良好な景観を創造
するための方策に大きく分かれています。

中央道路（平田町）
（昔）

これが現在の写真です。平田町の中央道

まず行為の制限ですが、有体にいえば規

路を東向きに撮った写真になります。右側

制の部分にあたります。

がベルシティというショッピングセンター

これから規制の内容をみていただきます

です。

が、先ほどから申し上げていますように景
観は人によって感じ方に非常に大きな差が
あるものです。
このことから規制の基準は、感じ方の最
大公約数を許容するものとなり、規制とし
ましては必要最低限のものとなっています。
この基準では緩いのではないかという場
合には、これも後ほど説明いたしますが、
まちづくりの一環としまして地区別景観づ
くり計画を策定できるようにしております。

中央道路（平田町）
（現在）
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それでは，行為の制限の内容です。

【景観形成基準】No.1
基本的事項
ａ）景観類型別の方針に従い，地域特性を尊重して良好な景観の保全・創出に努めること。

届出対象行為

ｂ）地域の自然や歴史・文化などが織りなす景観特性を充分に把握し，地域の景観との調和に配慮すること。

建築物の新築，増築，改築若しくは移転，外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

ｃ）行為を行う場所は，主要な視点場からの眺望を妨げないなど，できる限り地域の景観を阻害しない場所を選択すること。

次のいずれかに該当するもの
・高さが10ｍを超えるもの
・建築面積が1 000 ㎡を超えるもの
工作物の新設，増築，改築若しくは移転，外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
工作物の種類 その他類するものを含む）
架空電線路用の鉄筋コンクリート造の柱，鉄柱，木柱

ｄ）一体の敷地内に複数の建築物や工作物などを設ける場合には，全体としてまとまりのあるデザインとすること。
規

ｅ）行為を行う場所が複数の類型の景観に影響を及ぼす場合には，それぞれの類型の方針に配慮すること。
個別事項

模

建 築物・ 工作 物

①

高さが30ｍを超えるもの

煙突（支枠及び支線がある場合においては，これらを含む）
アンテナ，鉄筋コンクリート造の柱，鉄柱，木柱（①に掲げるものを除く）
②

高さが10ｍを超えるもの
装飾塔，記念塔
高架水槽，サイロ，物見塔

ａ）山なみや田園の広がりなど，周辺の自然的景観との調和に配慮した配置，規模とすること。
ｂ）周辺のまちなみからできる限り突出しない配置，規模とすること。
ア
ｃ）主要な視点場からの眺望を妨げない配置，規模とすること。
配置・規模
ｄ）文化財や歴史的まちなみ，地域のシンボルなどの景観資源に近接する場合には，その景観保全に配慮
した配置，規模とすること。

ウォーターシュート，コースター，メリーゴーランド，観覧車
③

擁壁，さく，塀

高さが５ｍを超え，かつ，長さが10ｍを超えるもの

アスファルトプラント，コンクリートプラント，クラッシャープラント

次のいずれかに該当するもの

④

自動車車庫の用途に供するもの

・高さが10ｍを超えるもの
・築造面積が1 000 ㎡を超えるもの

⑤

高架鉄道，高架道路

高さが５ｍを超えるもの

⑥

橋りょう，歩道橋

次のいずれかに該当するもの
・幅員が10ｍを超えるもの
・長さが20ｍを超えるもの

⑦

建築物等の上端から当該工作物の上端までの高さが５ｍを超え
①から⑥に掲げる工作物のうち，建築物又は①から⑥に掲げる他の工作物（右欄
かつ，地盤面から当該工作物の上端までの高さが10ｍ（①に掲
において「建築物等」という。）と一体となって設置されるもの
げるものにあっては30ｍ）を超えるもの

ａ）周辺の景観との調和に配慮し，全体としてまとまりのある形態，外観とすること。
イ
ｂ）歴史的まちなみや街路景観の整った地域など地域景観の特徴に配慮した形態，外観とすること。
形態・外観
ｃ）外壁や屋上に設ける設備，屋外階段，ベランダなどは，できる限り煩雑にならないよう，デザインや
設置場所を工夫すること
ａ）建築物等の外観に用いる色彩は，以下に示す範囲内とすること。ただし，着色していない木材，土壁
ガラス等の色彩又は建築物等の一壁面の面積（これにより難い場合は見付面積）の10％程度でアクセ
ント色として用いる色彩についてはこの限りでない。

汚物処理場，ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供するもの

ウ
色彩

土地の開墾，土石の採取，鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
次のいずれかに該当するもの
・行為に係る土地の面積1 000 ㎡を超えるもの
・行為に伴い生ずる擁壁又は法面の高さが５ｍを超え，かつ，その長さが10ｍを超えるもの

【外観に使用可能な色彩の範囲（マンセル値）】
使用する色相

使用可能な彩度

Ｒ，ＹＲ，Ｙの場合

６以下

その他（ＧＹ，Ｇ，ＢＧ，Ｂ，ＰＢ，Ｐ，ＲＰ）の場合

２以下

ｂ）周辺の景観との調和に配慮した色彩とすること。

屋外における土石 廃棄物 再生資源その他の物件の堆積
次のいずれかに該当するもの
・行為に係る土地の面積1 000 ㎡を超えるもの
・高さが５ｍを超えるもの

※詳しくは鈴鹿市景観計画・鈴鹿市景観計画ガイドラインを参照してください。

【景観形成基準】No.2
個別事項
建築 物・工 作物

周囲の景観に大きな影響を与える行為に
ついて、景観計画に基づく届出をして頂く

エ
ａ）周辺の景観と調和した素材の使用に配慮するとともに，できる限り耐久性に優れ，時間とともに景観に溶け
素材
込むような素材を使用すること。
ａ）敷地内はできる限り多くの緑化を行うとともに，緑化に際しては地域の景観や気候，風土に適した樹種の選
定に配慮すること。
オ
ｂ）大規模な商業施設や工業施設用地では，敷地外周部の緑化にあたり，周辺の景観への影響に配慮すること。
緑化
ｃ）敷地内に樹姿または樹勢の優れた樹木がある場合は，できる限り保存し，修景に活かすこと。

ことになります。

ａ）屋外駐車場は，沿道景観を阻害しないよう，できる限り出入口を限定するとともに，安全上支障のない範囲
で，道路から直接見通せないよう，生垣などの設置に努めること。
カ
そ の
他
ｂ）夜間の屋外照明は，過剰な光が周辺に散乱しないようにし，周辺の状況に応じて照明方法を工夫すること。

周囲の景観に大きな影響を与える行為が

ｃ）既存の建築物などが周辺の景観と調和していない場合には，増築などを行う際に，できる限り既存の建築物
なども合わせて周辺の景観と調和させること。

どのようなものかと言いますと、建築物や

土地の開墾その他の土地の形質の変更（土石の採取又は鉱物の掘採を除く。）

工作物では、高さが 10 メートルをこえる

土石の採取又は鉱物の掘採

ａ）地形や在来の樹木など，地域本来の自然的景観を尊重し，活かすよう工夫すること。
ｂ）擁壁は，できる限り目立たないよう配慮した構造とすること。

ａ）採取または掘採する場所が目立ちにくいよう，位置や方法を工夫すること。
ｂ）採取または掘採後は，緑化等により，できる限り速やかに景観の復元を図ること。

もの若しくは建築面積が 1000 平方メー

屋外における土石，廃棄物，再生資源その他の物件の堆積
ａ）道路などの公共の場所から目立たないよう配慮するとともに，整然とした堆積に努めること。

トルを超えるものが、届出が必要な対象に
なります。その他はお手元の鈴鹿市景観計

行為に当たる際に、この基準に沿った景

画概要版の６ページに記載されていますし、

観的配慮を願いたいというものです。

この他にも対象行為がありますので、ご関

この中で一つご説明いたしますと、建築

心のある方は、鈴鹿市のホームページにあ

物等の外観の色につきまして、マンセル値

ります鈴鹿市景観計画や鈴鹿市景観計画ガ

という数値基準を設けております。

イドラインでご確認ください。

この基準値以外の色は使用できませんの
で、ご注意願います。

次に、届出対象行為になった場合、良好

この他に外観の形状や緑化など多くの形

な景観に対しどのように配慮して頂くかと

成基準がありますので、詳しくはこれもホ

いうことになりますが、これが景観形成基

ームページにあります鈴鹿市景観計画や鈴

準と呼ばれるものになります。概要版では、

鹿市景観計画ガイドラインでご確認くださ

８ページにあたります。

い。

次に、良好な景観を創造するための方策
ですが、概要版の３ページに記載されてい
るような方策を考えております。
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基

調

講

演

演題

いいまち、そしていい景観ができるんだと

『みんなで考える地域の景観まちづくり』

いうことを、皆さんにお伝えしたいと思い

近畿大学教授

久

隆浩

ます。逆に、見た目のうわべだけの景観を
取り繕うと思っても、なかなかうまくいか

こんにちは。久でございます。

ないのではないかというのが、今日の趣旨

それでは、まず私の方から１時間強お話

でございます。

をさせていただいて、後の活動報告とか皆

それでは、これからはお手元に配付をし

さん方の今後の活動に役立てていただきた

ております資料を参考にしていただきなが

いなと思っております。

ら、具体的な事例も踏まえてお話をさせて

先ほどご紹介いただきましたけれども、

いただきたいと思います。

現在は、総合社会学部というところに所属

まず、今日は、秩序ある景観は美しいと

をしております。実はこの総合社会学部と

いうスライドを用意させていただきました。

いうのは今年度新設の学部でございまして、

先ほどからも鈴鹿市内の景観、風景が映っ

去年の３月までは理工学部に所属しており

ておりましたけれども、美しいなという景

ました。

観もありますけれども、そうでない所もあ

もともと景観づくりとか、あるいは都市

ったと思います。美しい景観というのはい

計画の仕事を長年やってきたのですが、先

ろんな理由で美しい景観が醸し出されてい

ほどご紹介の中にもありましたように、地

ると思うのですけど、一言で言うと秩序が

域に入り込んで地域の方々と一緒にまちづ

あるかどうかということです。

くりをやってきておりまして、都市計画と
か景観づくりをする前に、まずは地域のコ
ミュニティがしっかりとしておりませんと、
なかなか合意形成とか話し合いもうまくい
かないだろうということで、最近は地域の
コミュニティづくり、自治会活動とかそう
いうところのお手伝いをするようになって
まいりました。
そういう仕事をずっと続けておりますと、
大学の方もおまえはどちらかというと社会
学の仕事を最近やっているじゃないかとい

これは典型的な４つの写真を持ってまい

うことで、３年ほど前から新しい学部をつ

りました。左上は農村風景、京都の北の方

くろうということで、準備会からずっと参

にございます美山町。今は合併をして園部

加をしまして、この４月に自らも移籍をし

市美山になりましたけれども、美山町の北

たということでございます。

という集落でございます。

そういう意味で、今日は景観のシンポジ

ここはいわゆる伝統的建造物群保存地区

ウムですけれども、景観だけではなくて、

に指定されておりまして、このようなかや

その根底にはまちづくり、さらにもう一つ

ぶき屋根の集落がこれからも守られようと

手前には地域の普段からの近所付き合いと

しております。また後ほどお話をしますが、

いいますか、コミュニティがあってこそ、

美山町の北という集落は美山町の中心市街
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地から車で 10 分ぐらい走った所で、美山

う景観には、必ずどこかに秩序というもの

町の中では端の方の集落です。

があり、その秩序をみんなでどうつくって

どうしてそんな話をしているかと言いま

いくかというところが、ポイントだろうと

すと、端だからこういう古いものが残って

思います。

いるのです。中心街はどんどん新しい住宅

さて、続きまして、この美しい景観とか

に建て替わっておりますので、こういうか

秩序というのは、どのようにしてつくられ

やぶき集落が残らないのです。だから、こ

るのかという話に展開したいと思います。

れは守るというよりも、ちょっと地元の人
には失礼な言い方になるかもしれませんが、
取り残されることによって残ったという、
残したというより残ったということです。
しかしながら、今は伝統的建造物の保存
地区に指定され、たくさんの観光客が訪れ
るようになりましたので、地元にお金も落
ちるようになっております。
右上は、後ほど詳しくご説明しますけれ
ども、大阪市平野区にございます平野郷の
まち並みでございます。平野は中世から続

これは典型的な棚田の風景です。私は大

くいわゆる寺内町のまち並みでございまし

阪の茨木市に住まいをしておりますが、茨

て、美山町が農村集落であるのに対して、

木市も車で 10 分ぐらい走ると、このよう

平野は歴史的なまち並みでございます。こ

な棚田の風景が残っております。

れがどういう経緯でまちづくりにつながっ

この棚田の風景ですが、今日は皆さんに

ているのかというのは、また後ほどお話を

お考えいただきたいのは、この先祖伝来の

させていただきたいと思います。

棚田の風景をつくった私たちの先祖は、景

左下は、神戸の北野でございますが、明

観を美しくしようと思って、この棚田をつ

治の初期のいわゆる洋館建ての建物が残っ

くったわけではございません。景観のこと

ている地区です。

を配慮しなくとも、普段の生活を当たり前

右下は、ドイツのフライブルクでござい

のようにしていくことが、美しい景観をつ

ますが、４つのタイプの違う風景を今日は

くり出した。かつてはそのようなものだっ

お持ちしましたけれども、左上はかやぶき

たわけです。

ということで揃っておりますし、右上は近

もう少し解説を加えますと、この棚田と

世の町屋という形でずっと続いている。左

いうのは、地形、いわゆる等高線を巧みに

下は明治初期の洋館建てというので揃って

読み取って造成をしていったものでござい

いる。このように様式が同じということで、

ます。さらに、いわゆる擁壁というのも、

秩序があるということです。

私たちの背丈より高い擁壁はございません。

これらは典型的な事例を持ってまいりま

これは当たり前の話でありまして、昔は機

したので、これほどいろいろな形で揃って

械を使いませんでしたので、人手によって

いるというまち並みは、まだまだ少ないと

工事がなされたわけです。人が石を積んで

いうか特殊かもしれませんが、美しいとい

いくわけですから、人の背丈よりも高い擁
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壁というのはできないわけです。さらに、
人手で工事をするわけですから、できるだ
け地形を生かしながら、地形を大きく変え
ないように工事をするということが求めら
れまして、その結果、この等高線を読み取
って造成をしていくということになります。
このように、最も効率的に工事をする。そ
の結果、この美しい棚田というものが生ま
れてくるわけです。
逆に言いますと、今は機械が使えますの
で、さまざまなことができます。このさま

ころは、林を管理することでお金に変わっ

ざまなことができることが、実は景観を台

ていったわけです。

無しにしたり、自然を台無しにするという

お金を稼ぐために、そして薪というエネ

ことにつながっていってしまうのかなとい

ルギー源を調達するためにやっている行為

うのが、今日皆さんにお伝えをしたいこと

が、山を守るという必然性につながってい

の１つのポイントだと思います。

ったわけですが、そういう必然性とか意味

決して私たちの先祖は、景観に配慮しよ

というのは、どんどん失われていっていま

うと思ってやったわけではないけれども、

す。

効率的に仕事をする、効率的に生活をする

さらに、先ほどの古い集落、まち並みは、

ことによって、当たり前のように美しい景

どうして秩序ができるかというと、かやと

観が出来上がってきたという事実があるこ

か板塀といういわゆる地場材料というのは、

とを、まず確認をしておきたいと思います。

それしか使えなかったので、みんなが同じ

しかしながら、現在は、考え方、あるい

ような材料を使って、秩序が生まれてきた

は時代が変わりました。先ほどの必然性と

わけです。これも意識をするというよりも、

か意味というのが、失われていっているわ

それしか使えなかったという事情もありま

けです。その結果、秩序とか景観というも

す。

のが乱されるのではないかと思います。

しかし、最近は建材も、建て方も自由に

これは典型的な谷内田という谷の中の田

できる時代になりました。自由にできる時

んぼの風景ですけれども、こういう風景が

代だからこそ、意識をしないとバラバラに

この鈴鹿でも山の方に行くと、まだ残って

なってしまうということになっているんじ

いると思いますが、こういう風景も、生活

ゃないか。ですので、これからは秩序をつ

に必要だからつくられた、残された風景で

くる、いい景観をつくる努力というものを、

ございます。

みんなで頑張らないといけない時代になっ

今日もグリーンパーク岡山の報告もござ

てくるのかなと思います。ここが今日のポ

いますけれども、今はボランティアで山に

イントだと思います。

入って管理をしていただく必要性が出てま

さて、少し話を変えまして、今回の鈴鹿

いりましたが、もともとは薪を取るという

市の景観計画もそうですが、いわゆる景観

生活行為が、山を管理するということにつ

法という法律ができまして、この景観法を

ながっていましたし、林業が盛んな

使いながら景観づくりをやっていこうとい
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うことですけれども、その景観法ができる

というのがございまして、私たち景観づく

前に、国土交通省が景観を整えるための政

りの専門家も、今ここが一番の悩みどころ

策の方向性を示すのに、美しい国づくり政

です。

策大綱というのを出しました。

これ建築学会では生活景と呼んでいまし
て、私たちの生活が醸し出す景観という意
味ですが、普通に生活をしている普通のま
ち、ここの景観をどうよくしていくのか、
これがなかなか難しいのです。よくない景
観をよくしていく方法とか、優れた景観を
守っていくというのは、だいたい分かって
きたのですが、普通の景観をいかによくし
ていくかというところが、これからの私た
ちの勝負でもあると思います。
なぜこれが難しいかと言うと、ここに書

この美しい国づくり政策大綱の中に、美

いておりますように、コンセンサスがない

しい国づくりのための取り組みの基本的考

ところというところが、一番難しいのです。

え方という項目がございまして、その（２）
に地域ごとの状況に応じた取り組みの考え
方という項目がございます。
ここに、美しさに関するコンセンサスの
状況に応じた施策展開というものがござい
まして、この美しさに関するコンセンサス
いわゆる合意形成ですが、合意の状況に合
わせて３つのタイプの対応を、国土交通省
のこの政策大綱では示してくれております。
まず、１番目ですが、悪い景観、景観阻
害要因と誰もが認めるものへの対応という

国土交通省の文章の中に、具体的にはこ

ことです。誰が見てもそれはよくないとい

う書かれておりましたので、そのまま拝借

う景観です。これはすぐに直さないといけ

をしてまいりました。

ないということになります。

読んでみますと、
『 普通の住宅地や商店街、

逆に、先ほど冒頭に映した４枚のスライ

地方都市の駅前、郊外バイパスの沿道、身

ドのように、優れた景観と誰もが認めるも

近な水辺など、国民が日常的に接する普通

のへの対応というのもございます。これも

の地域の大部分では、歴史性、風土性、文

先ほどとは逆ですが、みんながいい景観と

化性など、地域の個性を規定するものがは

思っていますので、これは守っていこうと

っきりせず、どのような地域としていくか

いう合意が保たれ、動きが取りやすいとい

という点について、住民のコンセンサスが

うことになります。

形成されにくいというのが現状である。』

３つ目ですが、普通の地域と書いてあり

つまり、このまちを将来どうしていくか

ます。コンセンサスがないところでの対応

ということの方向性が、それぞれの方々に
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共有されていないということです。どうい

庁はその道具として、伝統的建造物群保存

う生活をしたいのか、どういうまちを望ん

地区という制度をつくったのですが、今井

でいらっしゃるのかというところの合意が

町は第一号の指定ではございません。今井

図れていないので、どうしたらいいかが分

町は、この制度ができてから 10 年ぐらい

からないという地域です。ここが非常に難

後に指定をされたのです。

しいところでございます。

どうして道具ができたのに、すぐ使わな

今日は、まちづくりという言葉を何度か

かったのかということですが、実は古い町

使わせていただいておりますし、今日の全

屋に住んでおられる方々の多くは、どうし

体のテーマの中にもまちづくりというのが

てこういう古い不便な家に住み続けなけれ

入っていますけれども、景観づくりという

ばいけないのかという気持ちだったのです。

よりも、まずは、まちづくりの方向性とい

私たち外の専門家とか市の方々は、この

うものを定めないと、スタートができない

まち並みというのは非常に大切で、守らな

ということでございます。

いといけないと外の人間は言いますけれど

今日も、名張の美旗の白岩さんの方から

も、中にお住まいの方々にとっては、冬は

報告いただきますけど、名張では地域ごと

非常に寒く、すき間風が吹くようなこうい

にビジョンづくりというのが始まっており

う不便な町屋に、どうしてこれからも住ま

ます。そのビジョン、つまり、まちづくり

ないといけないのか。早く新しい現代的な

の方向性というのをまず議論をして、それ

住宅に建て替えて、普通に生活をしたいと

をみんなで共有して、そしてその方向で建

いう思いでした。

物を建て替えたり、普段の活動をやってい

そういう中で、さまざまな方々が動いて、

くことで、それがつながっていって、いい

時間をかけてみんなの気持ちを高めて、そ

まち、いい景観につながっていくというこ

して最後には、この古いまち並みを生かし

とですが、先ほど言いましたように、普通

ていくことこそが、私たちのまちづくりの

のまち、普通の地域というのは、地域の個

方向性なんだということで、合意形成でき

性を決めるものがはっきりしないために、

たので、伝統的建造物群保存地区に指定さ

なかなか住民のコンセンサスが図れないと

れたわけです。

いう難しいところがあります。

古いまち並みが残っているだけでは、こ

美しい国づくり政策大綱の中に、この優

の優れた景観と誰もが認めるということに

れた景観と誰もが認めるものへの対応とい

はならないわけです。それを守ろうという

うのがございます。先ほどちらっと申し上

気持ちに、居住者の方々、お住まいになっ

げた伝統的建造物群保存地区という制度で

ている方々がなっていただかない限り、ま

す。これは既に全国的には 80 近い地区の

ち並みを守るというところまで行かないと

まち並みを守ろうということで、地区指定

いうことです。

がなされるようになりました。

もう一度整理をさせていただきますと、

この伝統的建造物群保存地区を文化庁が

優れたまち並みが残っていると言われてい

考えたきっかけは、奈良県の橿原市にあり

る所でも、コンセンサスというところでは、

ます今井町という寺内町のまち並みを守り

普通の地域だったわけです。それを時間か

たいということでした。そもそもこの今井

けて、誰もが認めるというところまで持っ

町のまち並みを守ろうということで、文化

ていって、初めてまち並みが守られていく
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ということになるのだということを、確認

たら、まずは難しいことを言う前に、でき

したいと思います。

るところから少しずつ認識を重ねていくと

後の文章でも国土交通省はこう書いてあ

いうことが、重要ではないかと思います。

ります。
『このような地域では、コンセンサ
スを形成するプロセスを経る住民主体の地
道な取り組みが重要である。』ということで
す。時間がかかる地道な取り組みで意識を
高め、そして共有をしていくということが
必要だということでございます。
それにはどうしたらいいか。例えばとい
う事例が書いてあります。
『 比較的目標とし
て分かりやすい水や緑を有効に活用した地
域づくりを、一つのきっかけとするなども
考えられる。』水や緑を有効に活用した自然

もう一度、今までの話を整理しますと、

というのは、誰もが大切に思う割合が高い

将来像についてのコンセンサス、どういう

わけです。花なんていうのは、一番、典型

方向でまちづくりをしていくかというコン

例かもしれませんが、花いっぱいのまちづ

センサスが重要で、その場合に、地域の個

くりをしようというときに、自分は管理は

性、歴史性とか風土性、文化性、こういう

嫌だという方はおられるかもしれませんが、

ものをみんなで見つけ、そして生かしてい

周りの方々が頑張って花いっぱいのまちづ

くということが、非常に重要かと思います。

くりをしようということに対して、異論を

これは、また後ほど生活、暮らしという

唱える方々というのは少ないわけです。で

話をさせていただきますが、今日のごあい

すので、緑いっぱいとか花いっぱいという

さつの中に、鈴鹿らしさというのがござい

のが、案外コンセンサスが得やすいという

ました。この鈴鹿らしさ、これ一言で言い

ことになります。

ますが、私たちはいろいろな所で都市計画

さらに、花というのは一人一人で育てら

とかまちづくりのビジョン、あるいは景観

れるものですから、花づくりというのは、

計画をつくらせていただくときに、いつも

まずスタートを切るには、非常にいい材料

その土地らしさ、○○らしさを生かしたと

ではないかと思います。まち並みを変える

いうのですが、実はこの鈴鹿らしさという

とか、あるいは、まちを大きく変えるとい

のは、いろいろあるわけです。それを合意

うのは、コンセンサスがなかなか難しいで

しておかないと、なかなか難しいわけです。

すが、花を庭先、玄関先に置こうというの

実は、まちとか空間の鈴鹿らしさを考え

は、すぐに始められてコンセンサスが取り

る前に、私たち一人一人の生活が、鈴鹿市

やすい。そういうところから、気持ちを一

らしい生活をしているかどうかというとこ

つにして、難しいコンセンサスの方向に進

ろを、問わないといけないと思います。

んでいく。こういうプロセスもここに示し

と言いますのは、鈴鹿市に住まないとで

てくれております。

きない生活を送っているのかどうか。四日

皆さんのところも、まだコンセンサスが

市でも、名古屋でも、大阪でも、どこでも

図れていない地域にお住まいでございまし

同じような生活を送っているのに、まちの
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風景だけが鈴鹿市らしくなるわけないです

が、地元学というのを提唱され、実践をさ

ね。ですから、私たちの暮らしそのものが、

れておられます。ご承知のように、水俣市

ここでしかできない暮らしをしていくこと

は水俣病で負のイメージ、マイナスのイメ

で、それが合わさって形になって、鈴鹿市

ージが出てきてしまっておりましてけれど

らしいまち、鈴鹿市らしい景観ができるの

も、吉本さんたちの努力で、今は日本で、

ではないかと思います。

あるいは世界で一番環境にやさしい都市に

ということで言いますと、地域の個性、

しようということで、環境都市を目指して

生活の個性というものも、非常に重要なの

頑張っておられますが、この吉本さんたち

ですが、残念ながら少しずつなくなってき

が、地元を再発見しようじゃないかという

ているんじゃないかなと思います。

ことで勉強を始めたのが、水俣地元学とい

今日はスライドを見て、ちょっと失礼な

うものです。

言い方になるかもしれませんけれども、残
念だなと思った風景は、郊外のロードサイ
ド、沿道の風景です。いわゆる全国展開し
ているチェーン店の建物ばかりでした。あ
れ大阪の郊外の沿道に並んでいるお店と、
鈴鹿の沿道に並んでいるお店、ほとんど一
緒なのです。確かに便利で楽しくなります
けれども、だんだん地域の中から個性とい
うものがなくなってしまっている。こうい
うところもきちんと考えていかないと、風
景だけで考えていくということでは、なか

その中で吉本さんは、いつもこういう言

なかうまくいかないのではないかと思いま

い方をされております。ないものねだりを

した。

するのではなく、あるもの探しをしようよ

さて、本当にそういう地域の個性を生か

という言い方です。ないものねだりをする

して、どのような地域にしていくかという

と、そのないものをつくり出していかなく

点に関して、みんなで議論して、いわゆる

てはいけないので、お金もかかるでしょう

合意形成を図らない限り、景観をよくして

し、労力もかかります。このないものねだ

いけないとするならば、景観づくりという

りで、ないものをつくり出すという観点で、

よりも、景観まちづくり、さらにはまちづ

今まではまちづくりをしてきたのではない

くりそのものではないかなと思います。

かと思います。これからお金がどんどんな

では、それをするためにどうしたらいい

くなっていく時代、もっと効率的、効果的

のかということでございます。まず、地域

にまちづくりをするためには、ないものを

の個性を見つけないといけない、もう一回

つくり出すよりも、あるものを生かしてい

再認識をしないといけないということで、

く方がいいのじゃないかというのが、この

地域資源に着目したまちづくりをする必要

吉本さんたちの考え方です。

があります。

ですので、まず地域にあるものを見つけ、

ここで参考になる事例ですけれども、水

探して、そしてそれを生かしていくという

俣市で市の職員さんであった吉本哲郎さん

ことを考えていければなというような提言
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でございます。地域資源を探す、言い換え

れました。まさしくそのとおりだなと思い

れば、いいものを探すということではない

ます。

かと思います。

それでは、ここからは、私が関わった事

残念ながら、今まで私も関わらせてもら

例をご紹介しながら、具体的な展開例を考

ってきた都市計画というのは典型例ですが、

えていきたいと思っております。

この課題を探すというところからスタート

まず１つ持ってまいりましたのが、箕面

することが多かったです。問題はどこにあ

新都心地区、かやの中央という愛称で呼ん

るのか。例えば、ここで交通渋滞が起こる、

でおりますが、このかやの中央を事例にご

ここの景観がよくない。だから改善しない

紹介したいと思います。少し脱線話になり

といけないということで、対話をしてきた

ますけど、この箕面新都心地区というのは、

方が多かったと思います。確かにこれも必

箕面市のちょうど中心にありまして、いわ

要なのですが、それ以上に地域の個性を生

ゆる土地区画整理事業でつくったまちです

かすという意味では、せっかくあるものを

けど、この土地をお持ちの方の大半は、こ

どう生かしていくかということを考えてい

の萱野地区という地区にお住まいになって

くことが重要かと思います。

おられます。

先ほど奈良の今井町の話をしましたけれ

今日の方で、どれだけお分かりかちょっ

ども、今井町の方々がどうして 400 年ぐ

と分かりませんけれども、赤穂浪士討ち入

らい続いている寺内町を大切にしようと思

りの話があります。赤穂義士は 47 人で討

ったのかというと、これをなくしてしまっ

ち入りがされたわけですが、実は 48 番目

て新しいまちにつくり変えたとしても、個

の義士という方がおられます。忠臣蔵、歌

性のないどこにもあるようなまちになって

舞伎の世界でも出てまいりますけど、この

しまうわけです。

48 番目の義士は、萱野三平という方です。

ところが、400 年の伝統を持つまちとい

この萱野三平、名前で分かると思いますけ

うのは、数えるほどしかないわけです。こ

ど、この萱野三平が生まれ育った村が、こ

こを生かさない手はないということで、今

の萱野という所でございます。こういう由

井町の人たちは、歴史を守るという観点で

緒のある所のすぐ傍らで、田畑を土地区画

はなくて、将来の自分たちの個性あるまち

整理事業で新しいまちにしていこうという、

づくりを考えたときに、このせっかく受け

こういう取り組みをしていただきました。

継いできた、残っている資源を使わない手

場所は、実はこの鈴鹿とも縁がないとい

はないという判断をしたということです。

うことはなくて、ここに点線が走っており

今井町の方々、特にまちづくりの中心メ

ますが、これが実は新名神でございます。

ンバーの方々がいつもおっしゃるのは、後

今は草津まで延びておりますけれども、こ

ろを振り返って歴史を守ろうという気持ち

の草津からさらに北上しまして、この茨木、

で、伝統的建造物群保存地区を選んだので

箕面の山の所を通って、兵庫県の三田につ

はない。将来の個性あるまちづくりを考え

ながるのが、新名神ですけれども、この新

たときに、新しく建て替えるという選択肢

名神の箕面インターチェンジがここにでき

もあるし、このまち並みを守るという選択

ます。この箕面インターからトンネル一本

肢もある中で、将来の個性あるまちづくり

で、この箕面の中心部まで出てくるという

を考えて選択をしたという話をされておら
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具体的にはこういうまち並みができまし
た。非常にまち並みとしては面白いまちづ
くりをしました。これは２階建ての橋です。
こういうデザインをさせていただきました。
こちらができた当時はカルフールという名
前でしたけど、今はカルフールがイオンに
買収されて、イオンモールになっています
が、このショッピングセンターのど真ん中
に千里川という一級河川が流れているのも
珍しいことですが、こんなまちづくりを地
ことになりまして、この延長上ずっと行く

権者の方々と一緒にしました。

と、大阪の中心部梅田になりますが、御堂
筋の延長で新御堂筋という道路が走ってい
ますが、この新御堂筋がずっと延びてくる
と、この箕面インターにつながるわけです。
箕面インターからトンネルで、新御堂筋
につなげようということで、千里中央とい
う駅がありますが、千里中央で鉄道は止ま
っています。今でも新御堂筋というのは、
通勤で朝晩は非常に渋滞しております。さ
らに、新御堂筋の交通量が増えると、渋滞
が激しくなるということで、一旦、北大阪

ここで今日皆さんにお伝えをしたいのは、

急行電鉄、地下鉄の御堂筋線を萱野新都心

デザイン検討委員会ではなくて、生活デザ

まで延ばして、いわゆるパーク＆ライドと

イン検討委員会をつくりました。これがま

いうことで、一旦ここで駐車場に車を置い

ず地権者の方々に、デザインは分かるけど、

て、ここから鉄道で梅田に行っていただく

生活デザインというのはどういうことだと

という当初の計画で、ここに新しいまちを

いうことで、いろいろ質問を受けました。

つくろうということで始まったまちづくり

最初はよく分からないという声の方が多か

でございます。

ったのですが、先ほどもちらっと申し上げ
ましたように、私たちは生活をしています、
暮らしをしています。その暮らしとまちと
か空間というのは、当然お互い関係をして
いるわけですが、その空間というのは、生
活を展開するための舞台でしょという考え
方です。
この生活を実現するために空間はつくら
れているはずで、生活があって、それが空
間とか景観をつくり出しているのではない
か、こういう考え方を取りましょうという
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のが、この生活デザインの考え方です。

ないですかという考え方です。

どんなまち並みにしようとか、どんなま

さらには、そういういいまちに暮らすと

ちにしようとかと言う前に、まずどんな生

いうのは、居住者にとっても気持ちのいい

活をするのか、どんな生活をしたいのか、

ことですし、さらには訪れたショッピング

どんな暮らしをしたいのかということを考

に訪れた方々にとっても、いいまちでショ

えましょう。空間像を語り合う前に、生活

ッピングができるというのは、いいことで

像を語り合い共有しましょうという、こう

はないか。つまり、景観をみんなで整えて

いう考え方でスタートをしました。

いく、まちをみんなでつくっていくという

新しいまちですが、この新しいまちにお

ことは、みんなが得をするのですよという

住まいの方もおられますし、ショッピング

形で、この作法集をつくらせていただきま

で訪れる方もおられます。このまちで暮ら

した。

す、まちを使うときに、どういう使い方、

作法集という言葉も、ガイドラインとか

どういう生活の仕方をするかということを

すぐ言ってしまうのですが、お作法ですよ。

考えて、それにふさわしいまち、景観をつ

日本には昔からいい言葉がありまして、作

くろう、そういう順番で考えてみましょう

法ですよ。お茶とかお花の作法というのと

ということです。

同じです。このお作法を守って、みんなが

その成果を「みんなが得するまちづくり

まちづくりをしませんかという形でつくっ

作法集」という形で取りまとめました。先

ていただきました。

ほども景観計画の中で、規制という言葉が

今日は１つだけご紹介しようと思って持

出てまいりましたが、どうしても余計な規

ってまいりました。実現したい生活像とい

制だという考え方が出てきますが、そうで

うのがあります。

はなくて、ルールをつくるというのは、守
らされてしんどいということではなくて、
みんなが得するんですよというキャッチフ
レーズです。
どういうことかと言うと、地権者さん、
土地をお持ちの方が、賃貸マンションを建
てる。そのときにいいデザインのもの、そ
してみんなの建物に合わせてデザインをす
ること。それは面倒かもしれません。けれ
ども、そういうことをみんながやっていく
ことで、まち全体がよくなっていく。まち

読んでみます。
『 この街に暮らしながら働

がよくなっていくと、同じ賃貸マンション

いて、街に根を張って生活していきたい。

でも、月１万円でも２万円高く稼ぐことが

住む場所と職場が近くにあることで生まれ

できるのではないか。そう考えたときに、

た余裕の時間を、身の回りの物事、育児・

それはわざわざ面倒なことではなくて、得

介護等やまちづくりの活動に使いたい。住

なことではないか。まちのグレードが上が

宅と職場や店が一緒にある建物が通り沿い

る、まちのイメージが高まることが、家賃

に並んでいることで、昼も夜も人気があっ

に跳ね返ってくれば、それは得なことでは

てさみしくない街にしたい。事業を起こす
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時にサポートしてくれる仕組みがあるとう

な作法をつくらせていただきました。

れしい。』

ここに示している 29 の作法を発刊させ

こういうような、ここのまちでどういう

ていただいて、この作法集を使ってまちづ

暮らし方をするかということを、まずみん

くりをする。こういう仕掛けにしておきま

なで議論して、共有をしていただきました。

した。

これはよく言われる通勤をしてしまうと、

今日は市役所の方々とか専門家の方々も

通勤時間に時間を割かれて、家族との時間

おられますので、少し専門的なお話をさせ

とかまちづくりの時間がなかなか取れない

ていただきたいと思います。

じゃないか。自分が暮らしているまちの中

こういうまちづくり作法集をつくって、

に職場もあって、いわゆる職住近接で生活

いわゆる景観形成地区というのに指定をし

ができれば、家族の時間もまちづくりに割

まして、この地区の基準をつくるわけです

く時間も取れるじゃないかという意見を書

が、これも日本で初めてですけども、規制

いてあるわけです。

的基準というのと創造的基準という２つに
分けました。

それが 13 番のまちづくり作法ですが、
暮らしと職場が共生するという作法にしま

鈴鹿市の景観計画に書かれている、例え

して、これ提案の例ですから、こうしなさ

ばこうしなさい、これを守ってくださいと

いということではなくて、こんなことも考

いうのは、どちらかというと規制的基準で

えたらどうですかというような例示をして

す。それだけではなくて、創造的基準とい

あります。

うのを、日本で初めてつくりました。なぜ

主な道路沿いでは、低層部が店舗、上層

かと言うと、先ほど示したまちづくり作法

部が住宅など、複合的な建物利用をしまし

集を積極的に活用して、配慮をしてくださ

ょうとか、住宅と職場の近接により、まち

いということです。

並みの変化やまちの活気をつくりましょう

この 29 すべてを守りなさいということ

というような例示です。

ではございません。この中で土地をお持ち

マンション、住宅だけが、あるいは店舗

の方、そして設計をされる方が、この 29

だけ、オフィスだけではなくて、複合的な

の内、いくつ使っていただけるのか、どう

建物をつくることで、働くこともでき、住

いう工夫をしていただけるのか。それはそ

まうこともできる。こういうふうなまちに

れぞれの方々にお任せをしましょう。すべ

していきませんかということで、このよう

て守りなさいというのは、この上ですけど、
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29 お示ししますので、この中でこれとこ

さて、タイトルが変わりまして、このま

れとこれは行けそうだな、頑張りたいなと

ち育てという意味では、もう１つ面白い工

いうのを、自主申告していただいて、そこ

夫をしている地区がございます。

でよりいいまちをつくりませんかというの

これが冒頭にもちらっと映しました大阪

が、創造的基準ということでございます。

市平野区平野郷のまちづくりでございます。

具体的には、この作法集に基づく提案シ

先ほどとは違うまち並みの所を映しており

ートというのを出していただいて、市役所

ますけれども、こういう 400 年続く寺内

の方々、設計者、地権者の方々がお話し合

町のまちでございます。このまちづくりを

いをしていただいて、この創造的基準をち

している中心的なグループに、
「 平野の町づ

ゃんと守っていただいているかどうかとい

くりを考える会」という会がございます。

うことを、判断させていただくということ
です。もう少し頑張れませんかというよう
な話をさせていただいて、お互いが納得し
た上で、次に進みましょうというような過
程を経ております。
こういうまちづくりを、地権者の方々を
踏まえて数年させていただきまして、まち
づくりから、今はまち育ての段階に入って
います。毎月第２金曜日にまち育て交流会
というのを開催しまして、月に１回の清掃
活動を続けておりますし、年に何回のまち

この「平野の町づくりを考える会」が非

づくりイベントも、この交流会で提案され、

常に面白いので、今日はわざわざご紹介を

みんなで盛り上がろうといってイベントを

しようと思って、持ってまいりました。

やっております。幸いなことに、この地区

組織と運動の理念というのがございまし

の中に市民活動センターが移ってまいりま

て、１つ面白いのは、これ会と称していま

したので、その市民活動センターの方々と

すが、
「会長なし・会則なし・会費なし」な

も連携を取りながら、こういうまちづくり

のです。会長いません。会費も取っていま

活動をいまだに続けております。

せん。会則もありません。じゃあどうして
こういうまちづくりができるのかというの
は、また後ほどお話をさせていただきたい
と思います。
これ不思議ですよね。今日これから事例
発表していただく会というのは、だいたい
この３つというのが揃っている場合が多い
と思うのですが、会長もいない、会則もな
い、会費も取らないのに、どんどんまちづ
くりができているのです。この仕掛けを、
今日は皆さんにお伝えしようと思っていま
す。
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もう１つは、さまざまな背景を有する

のものさしで相手を測るということになっ

人々が、個人の資格で緩やかに連帯しよう

てしまうことがあります。

じゃないか。ここには当然自治会もござい

私はこれだけ頑張っているのにこの人は

ますので、自治会の役員もいます。さまざ

という評価になってしまいます。そうでは

まな会の役員もいますが、その役職者が集

なくて、一人一人はペースが違う、頑張れ

まるのではなくて、役職を付けた個人が集

る度合いが違うわけですから、それをお互

まろうじゃないか。自治会長もいてもいい、

いに尊重する、心掛けてまちづくりをやっ

けれどもここに入って議論するときは、１

ていきましょう。こういう掛け声で、もう

人の住民として関わっていこうじゃないか。

10 年ぐらいやっておられます。

こういうやり方をしています。緩やかにと
いうのもポイントでございます。一斉にみ
んなで動こうということではなくて、緩や
かにつながっていこうじゃないか。
それともう１つの掛け声が「面白いこと
をいい加減にやる」いい加減というのは、
ちゃらんぽらんということではございませ
ん。いい湯加減だという言葉があります。
ちょうどいい加減ということです。適切な
加減でやろうじゃないか。面白いことを、
適切な調子でやろうじゃないか。これを違

面白いのはここです。行政とも常に一定

う言い方をしたものですけど、自分たちが

の距離を保ち、住民主体のまちづくりにこ

本当に興味を持って取り組めるテーマを厳

だわり続けるということです。この中心メ

選し、一人一人が持続可能なエネルギー配

ンバーの方といつもお話しすると、行政は

分で取り組めるよう、お互いが心掛ける。

金を出してくれるかもしれないけど、金を

ちょっと難しい言い方ですけれども、まず

出したら必ず口が出てくる。これが厄介だ

は自分が興味を持って取り組めるテーマを

ったら、もうお金を貰わない方がいいとお

やろうじゃないか。誰かにやらされるじゃ

っしゃいます。もう自分たちの金で、自分

なくて、自分がやりたい、自分が取り組み

の好きにやろう。そちらの方が絶対いいじ

たいというテーマを、厳選しようじゃない

ゃないか。行政に頼ったら、絶対、口も出

か。そして、一人一人が持続可能なエネル

してくるから、そういうまちづくりは大変

ギー配分で、難しい言い方ですけど、分か

になるからやめておこうというような活動

りやすく言えば、頑張り過ぎないというこ

です。

とです。

冗談混じりによく言われるのは、400 年

持続可能というためには、頑張り過ぎな

続いているまちですから、このような落ち

い。頑張って倒れるのではなくて、自分の

です。織田信長が出てきまして、織田信長

ペースでやれるということを考えておられ

がこの平野のまちに、いわゆる上納金を出

ます。お互いが心掛けるというのも重要で

せという話を持ってきたときにも、織田信

ありまして、私もいろんな所で地域活動、

長の上納金を断っているということを、い

市民活動をお手伝いしますと、すぐに自分

つもおっしゃいます。

29

焼き討ちに遭うと脅されても、うちの先

例えば、どんなことをやっているかとい

祖は織田信長に屈しなかったのだというよ

うと、これが非常に面白いのですが、毎年

うなことをおっしゃいます。つまり、お上

大晦日 12 月 31 日に、今年もやりました

とは一線を引くというのが伝統とおっしゃ

けど、寺内町と言いましたが、大念仏とい

っています。こういうのは時間がかかるか

うお寺がございます。ここも寺内町ですけ

もしれないが、一人一人が本当に自分の気

れども、ここで『平野弁で歌う第九コンサ

持ちからまちづくりに参加し続けられるよ

ート』というのをやっています。

うな下地を育んでいこうというのが、この

鈴鹿でも市民の大コンサートやられてい

会の活動の核心的な部分だというお話をし

るかもしれませんが、ちゃんと練習をして

ておられます。

みんなに聞いてもらいましょうというノリ
でやる市民の第九コンサートが多いのです
が、これは練習しません。12 月 31 日の
夜に、夜な夜な大念仏寺の境内に集まって、
集まった人が歌詞を渡されて、勝手に歌う
だけの話です。うまくやろうとかじゃなく
て、みんなで楽しもうじゃないか。それも
平野弁、大阪弁の一種ですけど、平野弁で
「おもろいまちやで」というのを第九の歌
詞に乗ってみんなで歌おうじゃないか。た
だそれだけの試みでございます。

活動のきっかけですが、南海電鉄平野線

もう１つ、これは全国的にも知る人ぞ知

というチンチン電車で、路面電車が走って

るという話になりましたけど、町ぐるみ博

おりました。それが今は阪神高速道路と市

物館というのがありまして、1993 年です

営地下鉄谷町線というのになりまして、そ

から、もう 17 年前から取り組んでいる運

れに伴ってこの平野線が廃線になったので

動です。博物館といっても、立派なハコを

すが、ちょっと小さくて申し訳ないですが、

つくるのではなくて、それぞれのお宅、お

この八角形の八角堂のような非常にユニー

店が博物館のように何かを展示してくれる

クな平野駅舎というのがあったのです。こ

というものです。

れを保存しようと思ったのですが、うまく
いかなかった。
駅舎がなくなるということで、この中心
メンバーの１人に全興寺というお寺の住職
さんがおられましたので、その駅舎がなく
なるのだったら、駅舎の葬式をしてやろう
ということで、駅舎の葬式をまじめにやり
ました。これもなかなか面白いじゃないか
ということで、こんなノリでまちづくりや
れないかなということで続いているのが、
このまちづくりのきっかけでございます。
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例えば、この中心メンバーの１人にまつ

交わしながら歓談をしましょう。月に１回

やさんという呉服屋さんがおられます。ま

集まるだけが決まっています。場所と曜日

つやさん、松村さんというご本名ですけれ

と時間だけが決まっています。

ども、まつやさんのご主人は、もともと八

ですから、第３金曜日の７時に、このお

ミリ映画とか映像を撮るのが大好きな方で、

も路地という集会所に行けば、みんながい

古い八ミリのフィルムをたくさんお持ちで

ます。そこで酒も入りながら、みんなで話

したので、来た方にこの八ミリの古いフィ

し合っている中で、提案をするわけです。

ルムを見せて語っていただく映像博物館と

「今度、私、こんなこと考えたけれども。」

いうのをやられています。

先ほどの第九コンサートもそうですし、そ

さらには、新聞屋さんは、蔵を掃除して

れからまちぐるみ博物館もそうですけれど

いると、昭和初期の古い新聞が出てまいり

も、
「こんなこと考えたんだけど」と言うわ

ましたので、それを展示している新聞博物

けです。そうすると、周りの人間が、大阪

館とか、先ほどの全興寺さんというのは、

弁ですけど、
「それおもろいやないか」とい

えんま様の話とかもありまして、地獄を見

う話になって賛同者が集まると、一つ一つ

せてあげようということで、地獄の博物館。

行事ができていく。こういうノリでやって

こういうみんなのノリで、できる人たちが

いるわけです。

できる範囲でやろうという博物館をやって

しかし、逆もあります。
「こんなん面白い

おりまして、毎日やるのは大変なので、毎

のとちがうか」という話が出たときに、
「何

月第４日曜日だけ、来ていただいた方に楽

が面白いんや。それおまえだけやぞ、面白

しんでいただきましょうということです。

いの」ということだと却下ということにな

これも最初からみんなに呼び掛けてやる

るわけです。ですから、とりあえずみんな

のではなくて、やれる人から少しずつ協力

に投げ掛けてみるということです。投げ掛

者を仰ごうというやり方をしてきました。

けてみて、仲間ができれば動いていくし、

先ほど、会則もないし、会費もない、会

独りよがりだということが分かれば、提案

長もいないのに、続いていると言いました

で消えていく。こういうノリで続けておら

が、その秘訣がここです。
『 ほろ酔いサロン』

れます。

というのをやっています。月１回、おも路

ルールがあるとすれば、言い出しっぺは

地というのは、これは地域の集会所の名前

必ず実行委員長になるということです。会

です。おも路地に集まって、酒を酌み

費がないけれども出来上がってしまうとい
うのは、お金もみんなで出しあって、その
実行のための費用はみんなが工面をして出
したというノリでやっています。ですので、
無理なく自分が楽しめることをやっていく。
こういう展開が出来上がっているわけです。
こういうやり方もあるのだよということ
を、少し皆さんにもご紹介をしたいと思い
ます。
私も地域でこういう交流会、井戸端会議
を、各地で仕掛けを一緒にさせていただい
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ております。どうしてかと言うと、先ほど

ます。

から自己紹介もさせていただいております
けども、30 年ぐらい都市計画の分野で仕
事をしてきました。都市計画って本当に大
変なのです。何が大変かと言うと、土地を
動かさないといけない。こうなってくると、
利害関係がもろに表に出てくるのです。得
をする人は賛成に回るし、損をする人が反
対に回るという、本当に大変な現場を何度
も経験しました。確かに都市計画という分
野では、それを乗り越えていかないと、再
開発とか区画整理事業とか、そういうもの

みんなでいい景観をつくる。これは今日

はできない。これは当然でございます。で

の大きなテーマですけど、最初の方にお話

も、もっと楽しく和気あいあいとまちづく

をしたのは、生活の中にもう一度必然性と

りができないかなという思いを、ずっと持

して、いい景観づくりというのを埋め込め

ってまいりました。

ないだろうかということです。私たちの先

都市計画でお手伝いするときも、集まっ

祖は、わざわざ景観づくりをやってきたわ

た途端に皆さんの眉間に皺が寄っているわ

けではございません。生活をしていること

けです。何を言われるのだろうか。こちら

が、いい景観につながったというお話をし

の言い分も言ってやろうという構えで始ま

ました。でも、残念ながら、私たちは普通

る活動ばかりをお手伝いしてきて、もっと

に生活をしていると、景観が台無しになっ

どうして和気あいあいと仲良くできないの

てしまうような生活になってしまっている

かなというように思っていまして、この数

かもしれない。もう一度私たちの生活を、

年間は真剣に取り組むような場面もありま

いい景観づくりと重ね合わせるような、そ

すけれども、一方でもっと楽しくできる人

んなことができないのかというように思っ

たちが和気あいあいとやれるような仕掛け、

ています。

そういうものができないのかなということ

１つ今日は事例を持ってまいりました。

で、自分自身もこの平野のようなまちづく

先ほど言いましたように、里山を守るとい

りを、各地で地域の方と一緒に仕掛けをさ

うのは、もともとは薪を取るという燃料源

せていただいています。

を調達するために、生活の必要性で山が管

これ両輪だと思います。まじめに真剣に

理されました。でも、これから薪で生活し

ひざ突き合わせて、言葉を飛び交わしてや

ようよというのは、なかなか難しいことに

らなければいけないまちづくりもあります

なります。ではどうしたらいいのかと言う

けれども、一方でもっと和気あいあいと楽

と、今日も先ほど言いましたように、また

しくまちづくりをする。この両輪で行けれ

後ほど事例紹介でも出てまいりますけれど

ばというのが、最近の私でございます。

も、社会貢献とか楽しみとして、山に入っ

では、それでは最後そろそろまとめの時

て山を守りたいという方々も出てきており

間になりましたので、今日の話をざっくり

ますので、こういう山に入ることそのもの

と振り返りながら、ご紹介をしたいと思い

が、自分の生活の一環だという方々に山に
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入っていただいて、管理をお願いするとい

守っていくのかということに、歯車が回り

うのも、１つの考え方かなと思います。

始めるわけです。それがこの産業振興・観

それから、もう１つ、町家に暮らす試み

光振興と景観づくりということです。景観

ということでございますが、先ほどから何

がお金に変わっていけば、これ喜んでみん

度も町屋の保存というのは、非常に難しい

なやってくれます。

というお話をしました。私も各地で、建物

私たちは、関西で京都とか奈良の町屋の

の所有者さんに怒られたことがございます。

保全を、30 年前からずっと言ってきまし

どうやって怒られたかと言うと、
「 おまえは

た。でもなかなか成果が出ませんでした。

どんな家に住んでいるんや。ぬくぬくと暮

最近は行かれたら分かると思いますけども、

らしながら、勝手なこと言うな」というよ

100 軒以上町屋を改装 したレ ストラン と

うに怒られたことがございます。

かカフェとかブティックが出てまいりまし

倉敷で町屋トラストというのがございま

た。こうなってしまうと、もう私たち専門

すが、この町屋トラストの中心メンバーに、

家が大上段に構えて言わなくても、勝手に

女性の建築家の方がおられます。この方、

経済活動として、町屋の保全が回っていき

東京出身の方で、倉敷には何の縁もゆかり

ます。こういうところに持っていくのが、

もないとおっしゃっていたのですが、学生

一つの理想型なのかと、私は思っておりま

時代から倉敷のまちを訪れて、倉敷のまち

す。

が気に入って、ついには移り住んで、事務

ちょっと脱線話のようになりますけども、

所も構えておられます。彼女がどうおっし

私の住まいしている茨木の隣、高槻という

ゃったかと言うと、
「 私は今、町屋を借りて、

まちの商店街を、歩いていましたら、普通

住まいと事務所をその町屋でやっています。

のマンションの１階に、町屋カフェという

私がここに暮らすことで、１軒の町屋は守

のができているのです。完全に偽物です。

れるんですよ」ということをおっしゃいま

ひさしを付けて、内装を板張りにして、町

した。他人事のように言うのではなくて、

屋風にしているカフェです。どうしてその

私がそこを借りて住むことによって、少な

話をしているかというと、この偽物が出始

くともその町屋は守れていくのだというメ

めたというのは、これは世の中の流れにな

ッセージです。ですので、自分がこうやっ

ったのかなと思います。本物はちゃんとい

て行動で示していくというのも、一つの典

ろんな方々に使われているはずです。こう

型的な話かなと思います。

いう形で経済活動の中に景観づくりという

最後ですが、産業振興・観光振興と景観

のを取り込むことができれば、回り始める

づくりということで言いましたら、一番最

ということにもなると思います。

初の話に美山町の北という集落の話をしま

最後の最後に、この鈴鹿でも景観計画を

した。一番外れの集落で過疎化が進んで、

つくりました。これは規制という形でつく

建て替えもされなかったので、かやぶきの

っているわけですが、こういうルールをわ

建物がたくさん残ってしまった集落なので

ざわざつくらなくても、昔はお互いさまと

す。ところが観光地になりますと、観光客

いう気持ちで、周りに迷惑掛けないように、

が来てくれて、集落にお金が落ちるように

周りに合わせて建物をつくってきたはずで

なります。そうすると生活の糧として、こ

す。こういうお互いさまという気持ちがあ

のかやぶきの集落をどう使っていくのか、

れば、わざわざ市役所が規制のルールをつ
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くらなくても、いいまち並みが出来上がっ
ていくはずです。
先ほどの箕面の萱野という集落の話をし
ました。萱野の集落は、自分たちの集落も
すごく古い、いいまち並みになっています。
いまだに建て替えても、何百万円もかけて
長屋門をつくられます。その横の集落は、
完全に近代的な建物に建て替わっているん
ですけれども、その萱野の集落は、いまだ
に長屋門をつくり直して、しっかりと周り
に合わせてつくっています。これはいい意
味でも悪い意味でもあるのですが、その萱
野の地権者さんと仲良くなったので聞きま
した。
「 どうして新しい家が１軒ぐらい建つ
ようなお金をかけて、長屋門を再生するの
ですか」すると「でも、これをつくらない
と、周りの方が、あいつは長屋門もつくら
ないやつやと言うんや」とおっしゃった話
がありましたので、そういう意味では、ち
ょっと厳し過ぎると、伝統的な集落かなと
いうこともありますけれども、でも、昔は
こうやってお互いがお互いのことを考えな
がら、全体のことを考えて、家の建て替え
もしてきたわけです。
こういうようなお互いさまというコミュ
ニティがもう一度復活できれば、わざわざ
景観づくりとかまちづくりとか言わなくて
もいいのにということで、最近私は一番根
底の近所付き合い、コミュニティづくりを
しっかりとしたい、そのお手伝いにも最近
入らせていただくようになりました。
ちょうど時間となりましたので、とりあ
えず私からの情報提供は、以上にさせてい
ただきたいと思います。どうもありがとう
ございました。
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景観まちづくり活動紹介
《

三重県建築士会

宮崎

》

おります。昨年度、関町でこのまちづくり

ご紹介いただきました社団法人三重県建

会議を開催しましたが、本年度は３月５日

築士会まちづくり委員長をしております宮

土曜日 13 時から、伊賀市の国史跡旧崇廣

崎重則といいます。

堂にて開催します。少々遠方ではあります

先ほど紹介にもありましたが、三重県建

が、ぜひお越しください。詳しくは、三重

築士会では、昨年度、三重県から景観整備

県建築士会のホームページに記載してあり

機構の指定を受け、会として、より一層建

ます。

築士としての職能を生かし、皆さま方とと

それでは、三重県建築士会の数ある活動

もに、暮らしやすく居心地のよい景観まち

の中から、本年度も三重地域貢献活動セン

づくりを目指し、協働し活動啓発を行い、

ターの助成を受けております、松阪支部ま

後ほど紹介いたします松阪支部をはじめ、

ちづくり委員会の松阪・物語のまちづくり

県内各地でさまざまな活動に取り組んでお

の活動の報告をしてまいります。

ります。

《

本日、ロビーにも鈴鹿支部の景観フォト
コンテストの紹介がありますので、またご

三重県建築士会

山本

》

三重県建築士会松阪支部の山本でござい

覧ください。

ます。私たち松阪支部の中にもまちづくり

三重県建築士会まちづくり委員会では、

委員会がございまして、松阪市には古いま

大震災等の震災が起こった際、応急危険度

ち並みがございますので、こういったまち

判定士の派遣要請に構築されているネット

並みを生かしたまちづくりをしていった方

ワーク網を利用し、行政、市民の皆さまへ

がいいんじゃないかということで、昭和

の支援をしたり、三重県ユニバーサルデザ

50 年代からさまざまな活動、提言を行っ

インのまちづくり推進協議会及び三重県景

てまいりました。今日はその中で、松阪・

観アドバイザーへ建築士を派遣して、教育

物語のまちづくりという活動について、活

推進に寄与しております。

動報告をさせていただきたいと思います。

文化庁の委託事業としまして、３年間の

《

計画で、歴史的建造物の保全、活用に関わ
る専門家育成講座に、ヘリテージマネージ

三重県建築士会

地主

》

松阪・物語まちづくりと題しまして、紹

ャー講義を開催し、地域の特性ある建築物

介をさせていただきます。

が、時の経過とともに建て替え、解体等で

この写真は、松阪に残る御城番通りから、

消滅している状況にあり、これらの歴史的

松阪城跡を眺めた写真でございます。

建築物を調査し、再生を含め保全活用を提
案できる専門家が、新たに生まれることと
なっております。
昨年度から、三重景観まちづくり会議を
企画し、市民の皆さま、県・市町行政職員、
そして我々建築士がワークショップなどで、
まちづくりを三者の立場から、お茶やお菓
子を食べながら気楽に話し合える場として
開催しております。多様でたくさんの意見
が出されて、まちづくりへの参考となって
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事業の目的としまして、本町、魚町のま
ち並みにあった景観づくりを目的といたし
ました。協力団体としましては、魚町一の
会、本町まちづくりの会などと勉強させて
いただきました。

松阪の成り立ちですけども、天正 16 年
蒲生氏郷によって開府されました。最初は
海岸寄りの松ヶ島という所にあったのです
が、それを今の四五百の森という所に城郭
を築かれました。そして、参宮街道が海よ
活動内容としまして、旧三井邸跡の一角

りからまちの中心の方に導かれました。

に、松阪江戸物語館と本町通りのまち並み

楽市楽座など、商業自由化の施策がなさ

にあった雰囲気づくりのために、和風塀の

れ、商業都市の機能、また繁栄の基礎をつ

提案をさせていただきます。効果としまし

くられたところです。

て、城下町松阪のまち並みにあった塀や建
物を提案し、まちの風格づくりと活性化に
つなげたいと思っております。

江戸時代には、皆さんもご承知の豪商で
あります三井、長谷川、小津家などが、松
阪商人として、特産品の松阪木綿で江戸に
進出し、経済界に君臨しました。
ここで松阪の地理的な概要ですが、松阪

現在の松阪ですが、平成の合併によって

市内の中心部の位置関係でございます。つ

17 万人の都市になっております。

きまして左の方から魚町、本町という所で

魚町一丁目は、松阪肉の牛銀さんから、

すが、松阪市役所の東側になります魚町、

長谷川邸までの約 200ｍ間、その中には、

本町という所で、歴史的な景観の残る地域

国学者として知られております本居宣長の

でございます。
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ます。城跡表門に向かう通りでありまして、
三井邸屋敷跡は、現在では産業振興センタ
ー、木綿センターとして使われております。

旧宅跡などがあり、電柱などの撤去とか、
格子や板塀の家並みに続くまち並み保存が
強く求められている地域であります。
地域の状況ですが、魚町一丁目まちづく
り、本居宣長の旧宅跡、松阪商人の長谷川
邸、あと余談ですが、最近では広大な長谷
川邸の庭園のマンション化など、いろいろ
問題視もされておりまして、地元の景観委
員会を発足し、建築士会との勉強会なども
しております。

本町通りは、松阪の中心を流れている阪
内川に架かる大橋から本町交差点までの区
間で、旧伊勢参宮街道の通りで、そこには
旧小津家、松阪商人の館があります。昭和
の商店街の趣の残る所で、また三井家発祥
の地が残る地域でもございます。
大手通りは、通称市役所前通りでござい
本町まちづくりですが、先ほど三井家発
祥の地、松阪商人の館ということで、戦後
の商店街の趣であり、HOOP 計画（地域適
合型住宅計画「地域に根ざしたすまいづく
り・まちづくり」）により木造商店街が残っ
ております。魚町、紺屋町として、歴史的
な都市空間が残る所でございまして、建築
士会は、専門集団として交流を考えている
ところでございます。
その中の物語のまちづくり活性策としま
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して、私たちは松阪江戸物語館の提案をさ
せていただきました。

を勉強できるようなセンターとし、３階に
は松阪商人の塾といったことで、ギャラリ
現在、松阪木綿センターが建っている、

ーを設けてはどうかという提案をさせてい

先ほど紹介しました場所ですが、この建物

ただきました。

は旧耐震基準になっております。その建物
に改築提案をして、この松阪物語館として

外観は、現在建っている建物は無機質と

提案をしたいということで、これは地元の

いいますか、そういった建物ですので、こ

新聞ですが、載せていただいた写真でござ

れを松阪のまち並みに合った建物として、

います。

時代を感じさせるような趣に変えて、親し

物語館の建設構想としまして、優秀な松

みやすい、皆さんが集えるような場所とし

阪の DNA が存在するこの地域であります

て、構想とさせていただきました。

ところの物語をまちづくりに生かしていく
場にしたいということで、提案をさせてい
ただきました。
20 世紀は、戦争と復興の時代というこ
とになってしまったわけですけれども、21
世紀はソフトパワーの時代であるとも考え
まして、文化や歴史の持つ魅力が、大きく
人々を動かしていくのではないかなという
ことで、いろいろな精神的な文化と身近に
味わえる場として利用される場所をつくっ
ていきたいという建設構想でございます。

そして、本町通りの交差点に建っている

私たちが提案した建物の概要ですが、一

銀行で、現代的な建物ですが、昭和の商店

応３階建て、瓦葺き、約 700 ㎡。１階に

街の趣の残る所なので、通りに面した所を、

は地元の松阪木綿の資料館、そして喫茶コ

時代を感じさせるようなイメージにできな

ーナーということで、松阪を散策していた

いかということで、和風塀を提案としてさ

だく中で、休める場所がないということで、

せていただきました。

屋外に面した喫茶店を設けています。

少し和風塀を付けることによって、散策

また、２階にはそういう時代を勉強でき

するときの雰囲気というようなことで、幅

るような越後屋、また本居宣長の生活ぶり

１ｍ少ししかない所ですが、そのような提
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案をさせていただいています。銀行さんに
もお世話になったところで、了承を得なが
ら提案させていただきました。
まちづくり委員会は、松阪のいろいろな
地域について、こういった提案をさせてい
ただいております。会議をもって、私たち
のいろいろな考えなどを持ち寄って協議を
しています。
以上でした。ありがとうございました。
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活

動

報

告

出演者

《

コーディネーター

村山

顕人

コメンテーター

久

隆浩

報告者

伊藤

直之

廣田
白岩
倉地

敏春
昌紀
正

コーディネーター

》

今日のシンポジウムは景観がキーワード
になっていますけど、一言で景観と言いま

25 ㎞の流域を言います。

しても、さまざまな種類の景観があります。

河川低平地に住むこの地域の人々は、昔

大きく分ければ自然的な景観と都市的な景

から豊かな水の恵みと洪水の恐ろしさを常

観に分かれると思いますし、その中でも非

に感じながら生きてきました。流域のあち

常にたくさんのタイプの景観があります。

こちに、治水や利水の歴史を刻む川の施設

それから、それを保全したり創造したりす

や、その跡が残っています。千本松原とか、

るまちづくり活動も、実に多様な展開をし

背割堤、木曽川と長良川の分流した堤防で

ています。

す。それから、明治改修によってできた船

今日は、三重県内で活動されている４団

頭平閘門。このようなものがたくさんござ

体の方に、団体の活動内容について報告し

います。

ていただいて、景観からはじめるまちづく

また、「豊葦原 · 瑞穂の那」の原風景に例

りの議論をしていきたいと思います。時間

えられるような、四季の景観も美しい所で

も限られていますので、１団体につき 15

す。周りの都市化が進みましたけれども、

分で報告をお願いして、その後、久先生に

開放水面と田畑や林地とで流域面積の

コメントをお願いいたします。

85％ を 占め て お り 、 この 流 域 の 人口 は 約

最後に会場の皆さんから質疑をお受けし

45 万人です。

たいと思いますので、質問がありましたら
ぜひメモを取って、最後にまとめてご発言
いただければと思います。
それでは、伊藤様、廣田様、白岩様、倉
地様の順で発表をお願いします。
《

伊藤

》

それでは、私たちの活動報告をさせてい
ただきます。はじめに、少し木曽三川下流
域の紹介をさせていただきます。
濃尾平野の西を南に流れる木曽川、長良

会の概要をご紹介したいと思います。平

川、揖斐川は、下流域を経て、海、伊勢湾

成 15 年に国土交通省木曽川下流河川事務

に出ます。３つの一級河川が１つの川のよ

所が主催した木曽三川夢の郷プロジェクト、

うになって帯状に流れる河口までのおよそ

これが私たちの原点でございまして、魅力
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発見分科会というのが私たちの前身です。

つですが前進をしております。

平成 16 年には住民主体の自主活動に変り
まして、魅力発見の活動が活発になりまし
た。全体は、木曽三川夢の郷を育む会とい
う会の中の魅力発見グループという形にな
ったわけです。
毎月の定例会で持ち寄った写真を編集し
て、各施設への展示や、写真展を始めまし
た。平成 19 年４月に、NPO として法人化
し、自然再生分野にも活動を広げました。
桑名市を中心に活動しておりまして、会員
は 15 名、カウンターパートナーとしては、

先ほど紹介しましたヨシ植えでございま

木曽川下流河川事務所がございます。

す。毎年春から初夏にかけて行っておりま
す。このヨシ植え体験が私たちヨシ原再生
のメイン活動です。河川敷にヨシの生育条
件に適した整地を行って、植え場を用意し
てヨシ植えを行います。ヨシ苗は市販され
ておりませんので、ヨシ植え体験の前に、
生育が盛んな揖斐川のヨシ原の一部を苗作
り場と決め、春に地下茎から出た新芽を掘
り取って苗にしています。植え場には四方
50 ㎝程度の間隔で直径 10 ㎝、深さ 20
㎝の植え穴を掘り、用意した苗を皆で植え

では、この１年間の活動を報告させてい

付けます。植え付けが終わると植え穴に土

ただきます。活動は２つの柱があり、その

入れし、水やりをして仕上げます。これは

１つは木曽三川の自然再生です。具体的に

今年の４月 25 日に実施したときの写真で

はヨシ原の再生に取り組んでいます。昭和

ございます。

49 年ごろには、下流域に約 442ha もあ
ったヨシ原は、開発による地盤沈下や堤防
強化による河川工事など、いろいろな事情
で減少し、平成 19 年には 106ha に減っ
てしまいました。ことに長良川での減少は
著しく、往時の 10％までに減ったことに
対して、河川事務所では環境保全と自然再
生の事業を始めました。こうした動きに流
域の住民も、平成 13 年ごろから協力して
参加するようになり、平成 16 年からは住
民主体のヨシ植え体験の催しとして、毎年

次は、ヨシ原観察会です。植えたヨシは、

行われるようになりました。これまで約７

しばらくは一緒に生えてくる雑草との競争

年間、継続的に行われておりまして少しず

の状態になり、負けてなくなってしまった
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かのように見えますが、数年後にはヨシが

後はヨシ原再生の勉強会を行って、河川事

だんだんと勢いを増し、地下茎を広げて新

務所の職員を講師にして、皆で勉強し、意

芽を吹くことから、ヨシが勝ってヨシの群

見交換等も行いました。

生になっていくと言われています。ところ
が、毎年の現場が順調にそうなったわけで
はなく、植え場の条件や苗づくりに問題が
あったのか、成長せず枯れてなくなってし
まうこともありました。
そうした中、皆で成長観察会を行って研
究し、ヨシについてもう少し知ろうという
機運が起こり、ヨシの成長観察会を実施す
ることになりました。内容としては、年度
ごとのヨシの草丈、太さ、葉の数、穂の状
態、茎の密生度などと決め、測定、比較し

水生生物調査ですが、この活動の主体は

てみました。その結果、いろんなことが分

地域のエコキッズ調査隊で、小学校５年生

かり、次年度以降の活動の参考にできる成

が中心です。またトレンドを観るため場所

果を得ることができました。

を決めて夏休みに行っています。調査は全
国統一のスタイルがあり、これに沿って実
施していますが、ほかにも地域の特長を生
かしたシジミによる水の浄化実験や、水質
試験も行っています。指導には専門の指導
員を招きますので、私たちスタッフはもっ
ぱら安全確保の担当をいたしました。

次は、ヨシ原勉強会です。末永く活動を
展開していくために、もう少しヨシについ
て勉強しようということで、ヨシ原勉強会
を行いました。冬季の催しを考慮して、ヨ
シ原付近での野鳥などの観察会も兼ねまし
た。この時期のヨシ原付近には、水鳥が多
くやってきており、野鳥やカヤネズミなど

２つ目の柱ですが、広報写真展、これが

の小動物や小魚などが多いため、それを狙

私たちの主な活動です。会員は、日頃から

って猛禽類のタカの仲間たちがやってきま

自主活動として、木曽三川を巡り写真を撮

す。ヨシ原付近の生態系を観察できるよい

っています。これを月一度定例会に持ち寄

季節です。この時期、いつもならコハクチ

り、披露して、写真展用とパネル展示用に

ョウが来ているのですが、今年は残念なが

選別し編集します。また並行して会場との

ら北へ旅立った後で会えませんでした。午

交渉や選定、写真の額装、題名表示、目録
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作り、案内チラシ、ポスター作りなどの準

活動報告です。

備も進めます。実行にあたっては会場設営、

さて、もう一度、ふる里の景観と、魅力

作品搬送、展示作業、会期が終れば撤収、

発見の活動に触れたいと思います。

事後の保管など、全般にわたって行ってい
ます。また、写真展開催中は、交代で会場
に出向いて待機して、必要に応じて適宜来
場者への説明も行っています。
なお、ただ今、桑名市の商業施設マイカ
ル桑名で、このような写真展を行っており
まして、１月 31 日までということになっ
ておりますので、お近くにお出かけの節は、
どうぞご覧いただきたいと思います。
この辺は約 50 年前の写真ですが、昭和
30 年代の木曽三川の風景の一例です。ヨ
シ原が広がっていて、そこでヨシ原の中で
仕事をする人。あるいは古い水施設のケレ
ップ水制があったり。船がちょっと写って
いますが、もちろんこれは原動機の付いて
ない櫓で操る船です。こういった風景があ
ります。
それから、約 50 年が過ぎまして、人々
写真展を補って、パネル展示でも木曽三

に映る木曽三川の景観も大変変わってきま

川の魅力の広報をしています。地域の公共

した。私たちは今の時代のありのままの木

施設と交渉して、写真のパネル展示を行っ

曽三川の特長や魅力の発見に努めて、カメ

ています。地域の施設として、例えばアク

ラワークによって特別な景観を作り上げて

アプラザながらとか、道の駅の水晶の湯な

伝えないよう、常に平凡で自然な表現を心

ど、こういった所はあちこちからたくさん

掛けて行っております。それでいて何年間

の人がお見えになりますので、木曽三川の

も、何千枚も、同じ地域の写真を撮り続け

宣伝というか、魅力を広報しようというこ

ながら、なお新たな魅力を発見できる、こ

とで、常設展示を行っています。

の地に住む喜びを感じております。

写真は年間 200 枚以上になりますが、

また、このことを地域の人々や木曽三川

これは各会員が A4 版にプリントして仕上

を訪れる人々にも共感していただければ、

げてきたものを使っています。また、月１

嬉しく思います。

回内容を変えて常設しております。

地域の経済や産業の発展に力を入れるこ

施設を訪れるリピーターから、次回の内

とも大切なことですが、ふる里の景観や歴

容を尋ねられたり、テーマのリクエストが

史・文化の趣に魅力を発見できる「心のま

あったりと、こうした活動を通じて、人々

ちづくり」も同じように大切なことだと考

とのコミュニケーションの輪が広がってい

えております。

くのを実感しています。以上がこの１年の

活動の原点をかみしめながら、今年もさ
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さやかな活動ですが、皆で続けていこうと

りがとうございました。

決意しております。

続いて、廣田さん、お願いします。

以上で発表を終わります。ありがとうご
ざいました。

《

廣田

》

それでは、里山づくり、心豊かな地域づ
《

コーディネーター

》

くりということで、四日市市あがた地区ま

伊藤さん、ありがとうございました。で

ちづくり委員会のグリーンパーク岡山を愛

は、久先生、コメントあるいは質問でも結

する会の報告をさせていただきます。

構ですので、お願いします。
《

コメンテーター

》

どうも楽しく聞かせていただきましてあ
りがとうございます。伊藤さんのお話から
は、一つ写真展の話があったと思います。
写真というのは、先ほど伊藤さんは普通の
風景をという話でございましたけれども、
普通の風景の中でも、どこを対象物として
どう見せていくのかとか、あるいは季節と
か、時刻とか、いろいろと切り取っていか

地区の概要でございますけど、人口

ないといけないわけです。それをやってい

7,089 人、世帯数 2,448 世帯、面積 11.25

くことによって、恐らく私たちの周りの風

平方キロメートルで高齢化率も 21％にな

景の中で、一番美しく見える瞬間というの

っているということで、22 年度の敬老会

があるはずなんです。

におきましては、70 歳の方が 1,000 名を

そうやって写真を撮るという行為を通じ

超したというところまで来ております。

て、皆さんが自分のまち、自分たちの周り

５ 年 前 に は 16 ％ で あ っ た 高 齢 化 率 が

の中で、どの瞬間に一番私たちのまちが美

21％と、毎年１％ほど上がっているという

しく見えるのか、美しく撮れるのかという

ことで、人口もこの５年間で 400 名ほど

ことを、発見していくことができるんじゃ

減少し、あがた地区も少子高齢化に入って

ないかと思いますので、今日フロアーに来

いくということでございます。

られている方も、伊藤さんの報告を聞いて
いただいて、また自分たちのまちでも写真
展を開いていただいたらうれしいと思いま
す。
《

コーディネーター

》

ありがとうございます。最初は会員が
15 人だったとお聞きしました。それなの
にこんな多様な活動が展開されていて、し
かも多くの人、特に子どもたちの生き生き
とした姿がすごく印象的でした。どうもあ
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次に、グリーンパーク岡山の概要ですが、

を撤去にかかったということでございます。

周囲が田んぼで、北は同じ市内の上海老町、

あがた地区まちづくり構想の策定という

南は同じ市内の赤水町、そして西側は菰野

ことで、平成 15 年、16 年に、あがた地

町と接しており、丘陵頂と台地面の比高は

区も全国的に展開されました個性あるまち

約２０ｍと小高い山ということでございま

づくりということで、２年間いろいろ協議

す。古い石器等も、この岡山からは発掘さ

をしました。

れています。特に、この岡山につきまして

市役所、市民センターの行政の方、ある

は、地区の小学生の遠足として、以前は盛

いは学識経験者のアドバイス、それと地元

んに来ていただいたという遠足のメッカと

住民のやる気というか、これに賛同してい

いうことになるかと思います。

ただいた方々10 名ほどで、あがた地区ま
ちづくりの策定ということに取り組んでま
いりまして、７つの項目の目標を決め、５
つの部会を設置し取り組みました。

５つの部会の中の生活基盤部会、これに
私も平成 16 年から参加し、いろいろ協議
して、今後我々ができることは一体何だろ
うということで取り組んだのが、この昔か
らの岡山の再生という取組です。平成 18
年には、四日市長に今後 10 年先の見通し
として提案をし、また協力を依頼したとこ
開発等もいろいろ行われたわけですけど

ろでございます。

も、ちょうど昭和 40 年、50 年と経済成

岡山の整備活動の開始ということで、平

長の中にあって、自然が破壊された時代で、

成 17 年ですけども、生活基盤部会による

この地区におきましても、そういう山を開

岡山の調査に入り、地元の方で野村という

発するにあたり古墳等も発掘され、それに

もみじの大きな５〜６ｍまで成長した木、

より計画もやむなく一時中止ということも

これを 45 本寄付していただきました。

あり、また都市計画の制約もあって、宅地

会員の中には植木屋さんも２名ほどおり

化はできないということで放置され、それ

ましたので、その人にいろいろ相談しなが

によって山全体に廃材やテレビなどが不法

ら、我々の手で植樹も行いました。

投棄されたため、平成９年にはそういうの

それと、市民緑地制度の四日市で第１号
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指定ということで、平成 17 年に認定され

県道沿いの方から西側を工事するにあた

まして、それ以来、市から補助金もいただ

って、当初は、非常に荒廃というか、人を

き、また中部電力からは毎年植木の苗等を、

寄せ付けないような山だったけれども、そ

200 本ずつぐらいずっ と今日 までいた だ

れを皆で開墾というか、みんなの力できれ

いて、その植樹祭ということにも取り組ん

いにして、もみじやあじさい等も植えて、

でおります。

きれいに咲かしたということです。

グリーンパーク岡山を愛する会でいろい
ろ活動する中で、10 名だけではとても活
動できないということになり、募集をした
ところ、約 50 数名の方に同意をいただき
まして、定期的に作業に参画していただき、
年間延べ人数で約 800 人の方に協力して
いただきました。

竹林の整備も行い、またいろんなことを
やって、子どもさんたちの学習の場という
ことで整備をしてきております。
この道は昼間でも暗くて通れないという
ような所でございましたけれども、竹とか
そういうものをかなりの量を伐採して、竹
踏みの道ということで、伐採した竹を利用
この写真に出ております緑色の所が第１

して、昔流行りました青竹踏みということ

期整備、そしてちょっと桃色がかった色の

で、会員からの提案で、70ｍほどの足踏み

所が第２期、第３期工事という形で、今現

道もつくって、その横も子どもさんが歩く、

在第３期工事まで一応済みまして、西の端

この写真にあるとおり、皆さんに楽しんで

っこにあります駐車場は一応できましたけ

いただきました。

ど、薄く塗られた水色の所は、まだこれか
らやるという計画の所でございます。

そして、杉林におきましても、木が倒れ
ている所や長芋とかいろんなものを採った
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りして、荒れ放題に荒れているところを整
備して、現在では、しいたけ等もこの杉林
の中で毎年 100 本ほど作って、子どもさ
んたちに収穫を楽しんでいただきました。

を使って豆腐作り、あるいは小学４年生の
方の勉強会など、定期的に行っております。
ふれあいの森ということで、ここでは毎
年秋祭りを開催しており、その中の定番と
湿地帯につきましては、一応花ひろばと

して、のど自慢大会も定着しているという

いうことで、ここではコスモスの花、ある

ことでございます。

いはショウブの花、あるときにはパンジー
の花といったもので、楽しんでいただいて
おります。

最後に、活動成果と今後の問題点です。
荒廃した岡山が、住民のふれあいの里山と
して蘇ったということによって、憩い、潤
湿地帯の池の周辺ですが、ここは年中水

い、学習の場が提供できたと思います。活

がついている所であったわけですけど、池

動を通じて、会員の親睦が深まり、お互い

を掃除したり、回廊を作ったり、あるいは

にいろいろ勉強になります。

東屋というものも去年暮れにできたという

また、各行事等で子どもたちや住民の楽

ことで、秋祭りにはこういうポニー乗馬等

しそうな姿を見ると、やったぞという安堵

も行っております。

感、そういう感覚を覚えることができると

そして、各種学習会ということで、我々

言って、会員同士で労をねぎらっています。

が整備した所におきましては、毎年、自然

今後の問題点としては、やはり新規加入

学習会あるいは動植物の研修会等を行った

者が少なく、会員も高齢化しているという

り、あるいは、美し国おこしに参画させて

ことでございます。それと、里山維持管理

いただいたりして、学習会とか地元の大豆

費や行事費の捻出に苦労しています。
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里山全部が、今のところ個人の所有地で

それでは説明させていただきます。

ございますので、この点についても懸念さ

まず、名張市の場所ですが、奈良県に接

れるところであり、また、ボランティア活

して、ちょうど椅子に座っているような場

動にも限界があり、県や市の支援をお願い

所にあります。この名張市の北東部にある

したいところです。

美旗から来ました。

一応以上のようなことでございます。あ
りがとうございました。
《

コーディネーター

》

ありがとうございました。では、久先生、
お願いいたします。
《

コメンテーター

》

有言実行という言葉がぴったりするよう
なご発表でございました。
ボランティアの方々だけで、これだけし
っかりといろんなことができるということ
は、素晴らしいなと思いましたし、最後に
廣田さんの方からありました、ボランティ
ア活動、市民、住民だけでは限界があるの
で、県や市の応援については、当然あった
らなと私は思うんですけど、ないならない
なりに、これだけいいことをやっているの
であるから、少なくとも私はすごく共感を
しましたので、共感した方々は寄付なんか
もいただけるんじゃないかと思います。

名張市には、地域ビジョンを地域づくり

今日もうまくやれば、どこかにカンパ箱

組織が中心となって、多くの地域住民とつ

を置いて、カンパを集めたらよかったのに

くり上げるという目的で、15 の地域まち

なと思いますけれど、今後カンパはいける

づくりがあり、美旗もそのうちの１つです。

んじゃないかと思いますので、そのあたり

こういうふうに赤いジャンパーを着てい

も考えていただいたらと思います。ありが

るのも、見えるように・地域が分かるよう

とうございました。

にということで、ジャンパーを着ています。
会場にも座っております。

《

コーディネーター

》

それでは、美旗まちづくり協議会ですが、

どうもありがとうございます。

潤いと活力のあるまちづくり・人づくり

では、続いて、白岩さんにご報告いただき

を通じて

ます。よろしくお願いします。

て

ひろがりのある地域を目指し

という理念の下で、2003 年８月 31

日に設立されました。現在約 100 名が活
動中です。
《

白岩

》

この自然・文化・歴史の資産を地域で育

48

て、運営していくという理念の下に、まち
全体が博物館、住民すべてが学芸員という
サブタイトルを付けた「みはた・ミュージ
アム・マスタープラン」を作成しました。
これを平成 21 年６月 21 日の総会で発
表しました。これについて説明したいと思
います。

この魂は、住民みんなで育て、成長させ
ていくものであり、実現のためには住民が
積極的に参加・連携していくものであると
考えております。
それでは、４つのまちづくりビジョンに
ついて説明させていただきます。
まず、自然、文化、歴史の資産として、
みはたの杜づくりがあります。また、これ
を支える事業を通じての、元気な人づくり
が挙げられます。このスライドに見られる
ように赤いジャンパーが目立っているかと
思います。

また、 潤いと活力のあるまちづくり・人
づくりを通じて、ひろがりのある地域を目
指して

というコンセプトを持ち、これを

実現するために、10 年をめどに４つのま

自然と歴史が香る史跡と文化のまちづく

ちづくりビジョン（基本構想）と 10 のま

りと、だれもが生きいき安心・安全のまち

ちづくりプロジェクト（行動計画）を作成

づくり、活力と潤いのある産業経済活性の

しました。

まちづくり、環境にやさしい資源循環型の
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まちづくりがあります。これを実現するた
めに、10 のまちづくりプロジェクト（行
動計画）がこれを支えます。
まず、 自然と歴史が香る史跡と文化のま
ちづくり

についてですが、これは古墳群

を含む自然環境の有効利用プロジェクト、
初瀬街道を活かしたまちづくりプロジェク
ト、それと歴史文化遺産活用プロジェクト
があり、これは文化の継承や観光の振興を
目指します。
その他に、３つの基本構想がありますが、

ら昨年まで整備しました。東屋を建て、ウ

これについては今回時間の関係上、割愛さ

ォーキングをし、みんなと認識を新たにし

せていただきます。

たというところです。

また、これを支えていくものとして事業

以前は荒れていたために、飲料水として

部があり、これは具体的な事業・行事を通

は飲むことができませんでしたが、整備す

じて、住民を中心とした活動を行っていま

ることによって、今は飲めるようになりま

す。現在８つの事業部があります。ロビー

した。まだ少し認知度が低く「これどこに

に貼ってありますので、またご高覧くださ

あんのやろ」というふうな部分が残ってい

い。

ます。

次にビジョンプロジェクト（委員会）と

次に、小波田川花の遊歩道化も行いまし

いうものがあり、ここで各々の計画を策定

た。これは先ほどからのお話にもあります

しております。これについては５つの部会

ように、花を使ってのコミュニティという

がございます。

ことになろうかと思います。堤防を花いっ

まちづくりを進めていくためには、自ら

ぱいにということで、これは 280ｍの区間

が実感できる活力を発揮していくことであ

を環境部や園芸福祉ボランティアの方によ

ると考えています。

って、アジサイや正月には葉牡丹を植えて

それでは、今回のテーマである景観の取

おもてなしをしているということになりま

り組みについてご説明させていただきます。

す。これを３年前から始めております。

まず、竜王水の整備を行いました。これ

初瀬街道についてお話します。これは近

は名張市で唯一の湧き水であり、４年前か

鉄のマップにも載っていますが、初瀬街道
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を使っての景観づくりということになりま
す。市有地に創設する古墳公園と連携をす

これを彩るものとして、真性寺や堤側庵

ることによって、 自然と歴史が香り、誰も

があり、堤側庵はギャラリーとして、実際

が元気で環境にやさしい地域づくりを目指

に伊賀の組ひもをやられております。

す

という取り組みを行っております。

旧亀澤医院ですが、これは明治時代のお
初瀬街道を彩る地域の取り組みとして、

医者さんのお宅ですが、屏風もあり、中に

暖簾を掲げ、行灯を置いて、おもてなしを

は明治時代の診察台までまだ残っておりま

しております。これは５年前から取り組ん

す。これは名張市の市の有形文化財に、今

でいます。初瀬街道の歴史遺産としては、

申請を行っているところでございます。

江戸時代からの常夜灯があり、あるいは本

この初瀬街道を生かして修景整備を始め

居宣長の歌碑があり、新田水路があります。

ました。これは昨年から三重県と新田区と
の協働により、自然色舗装・側溝整備を始
めました。今年の３月に完成予定です。取
り組んだ手順をお話します。まずまち歩き
を行い、次に交流会に参加し、地区の説明
会を行い、情報の共有や情報の取り入れも
行って進めております。
今年の１２月末に約半分自然色舗装した
所です。この写真は堤側庵の前ですが、施
工後にはこういう姿になりました。下の写
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しました竜王水はこの付近にあります。
また古墳公園や馬塚・美旗の駅、これら
を含めて進めていきます。次に交差点部分
に市有地であり、空き地であることからポ
ケットパークを検討し、オープニングイベ
ントを開催していきたいと考えております。

真は舗装後約７年経過した伊賀市のもので、
こういうふうな石が浮き出た感じの舗装を
目指しております。
こういう取り組みの、中身を充実させ・
魅力を発信していくために、単に修景整備
に終わらないように、
「 取り組みプログラム
案」の検討を考えております。

次に、古墳公園（仮称）の創設です。昨

これは今の側溝整備だけではなく、ほか

年から取り組みました。古墳公園の中には、

の部署との連携や、あるいはもてなし演出

毘沙門塚や女良塚が含まれています。これ

のため、あるいは魅力を発信していくとい

を１月には新田区の皆さんによって、いろ

うことも含めて、計画を立てて進めていく

い ろな 不 法 投 棄 物の 清 掃 を し まし た 。30

ところでございます。ただ、修景整備が今

年前ぐらいの耕運機まで出てきました。

近々の課題になっておりますので、この部

また、３月に整地・ウォーキングを行い

分に関してちょっと小休止しているという

ました。外周道路をつくるために、竹林を

ところでございます。

切りました。竹林の中に残っていた山桜を
生かそうとしています。

そういうふうなことも含めまして、初瀬
街道マップを作るつもりです。これらは先

５月に植樹祭を行いました。これは某自

ほどの自然色舗装になる所です。これが

動車メーカーさんのグリーンキャンペーン

1,400ｍあります。常夜灯や亀澤医院・真

によって、幼木をいただいて植えました。

性寺・堤側庵・常夜灯があり、先ほどお話

これが毘沙門塚の近くに植えていきました。
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この写真が先ほど話しました馬塚になり
ます。住宅群がこのぐらいの大きさですか
ら、だいたい古墳の大きさが分かっていた
だけるかと思います。駅前近くにあります。

その他の取り組みとしまして、能楽堂を
生かして観阿弥祭を開催し、子ども狂言を
行っています。
また、めだか観察会も行いました。これ
は外来種ではなく地元産のめだかであると
いうことも分かっていますし、この付近は
また、７月にワークショップを行い、こ

ホタルもいますので、この自然を生かして

ういう中で企画案、たたき台を作りました。

いきたいと考えています。ほかには案内板

これは景観の部分だけではなく、想いや夢

などを作っています。

がいっぱい詰まっています。この企画案を
12 月 27 日名張市に提言しました。

これらを総合して、みはたミュージアム
マップを拡充していこうと考えています。
また、景観を外側からだけではなく内側

（地図で説明）現在は黒色で示しているイ

を充実させるため、他の古墳群との結び付

ンフラや紫色で示している歴史遺産があり

きを深め保存をしていくために、史跡保存

ます。これに竜王水を整備し、小波田川の

委員会を立ち上げました。現在 10 名あま

花の遊歩道づくりに取り組み、初瀬街道を

り集まりまして、委員を募集中です。

修景し、古墳公園をここにつくります。
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今後は、能楽堂やめだか池、滝川城址を

鈴鹿から倉地さん、お願いします。

含めて、全体として美旗をどうしていくの
かというプランを作っていく予定でござい

《

倉地

》

ます。これは現在進行形の地図であり、こ

石薬師地区明るいまちづくり推進協議会

れを絶えず膨らませていくようにもってい

でございます。大変お疲れと思いますが、

きたいと考えています。

私が最後でございますので、多少時間をい

最後に、古墳といういにしえの頃より、

ただきたいと思います。

初瀬街道という近世を経て、いまにつなが

石薬師宿でございます。1616 年、人生

る「流れ」を感じながら暮らしていけるま

いろいろと申しますけども、そのときに東

ちづくりを目指します。

海道、江戸から数えて 44 番目の宿駅にな

ご清聴、ありがとうございました。

ります。地味なまちでございます。広重が
描く石薬師寺、これ真言宗でございますけ

《

コーディネーター

》

ど、それの山門、版画に見る石薬師旅籠風

ありがとうございました。では久先生、

景画が毎年公開されております。

お願いします。

（以下別添資料参照）
１号線と並走して、南北に展開する細長

《

コメンテーター

》

い旧本陣を含めた、そういうまち並みでご

最初に白岩さんの方から、赤いジャンパ

ざいます。

ーをみんなで着ているというお話がありま

一番北に旅人をお守りする北町の地蔵堂

した。あとのお話を伺っても、いわゆる徹

というのがありまして、延命地蔵でありま

底した見える化ということをやっているの

す。

かなと思ったんですね。竜王水もそうです

②の椎の森と言っていますが、１ヘクタ

けれども、今まで埋もれていたものを、も

ールございまして鈴鹿市の天然記念物にも

う一度みんなの目に触れるようにするとか、

なっています。そういう椎の森の中に、大

あるいは遊歩道で花いっぱいにするとか、

木神社というのがございます。

あるいは各お宅に暖簾と行灯を置いて、ほ

③に江戸時代の参勤交代の本陣跡、小澤

んの小さなところでもみんなの目に触れる

本陣と申します。ここは大名一行が泊られ

というところで、まちづくりを、あるいは

たという宿でございまして、そこに宿帳が

景観づくりを活気づけているのかなと思い

ございまして、浅野内匠頭、これは忠臣蔵

ました。

で有名です。それとか大岡越前裁きといい

今日、白岩さんご自身も、ほかにもたく

まして、大岡越前守、徳川家光の名前もご

さんあるんだけども、今日は景観をテーマ

ざいます。そういう由緒ある本陣跡がござ

に、ご発表いただいたとおっしゃっていま

います。

したけど、まさしくまちづくりとか自治活

④が、歌人であって、昭和 10 年の第一

動の見える化で、うまく景観を生かしてい

回の文化勲章の受章者でございます佐佐木

っていただいているのかなという気がしま

信綱先生の記念館及び生家でございます。

した。どうもありがとうございました。

これは今年度鈴鹿市の景観重要建造物に
申請をさせていただいて、認められるんじ

《

コーディネーター

》

ゃないかと思っておるのですが、小学校の

ありがとうございます。続いて、地元の

唱歌で「夏は来ぬ」という歌がございます。

54

「卯の花の

匂う垣根に・・・」そういう

ございますので、地元でも大切に扱ってい

有名な歌がございました。わずか 13 歳で

ます。それと近くでは見られないのですが、

東京帝国大学に入学したと聞いております。

豊穣の祭りといいまして、獅子舞、まちに

大変な神童でございました。その記念館に

よって雄の獅子と雌の獅子、これが対でこ

5,000 点ぐらい収蔵されています。

ういう豊穣の祭り、そういう祭りでござい

卯の花というのは、４月の下旬から５月

ます。

の上旬から中旬にかけて咲く花ですけど、

もう一つ、いろいろな施設を利用しなが

小さくて白い可憐な花です。本当にきれい

ら、石薬師まちかど博物館マップというの

な花でございます。

を、４月に作らせていただいております。

それから⑤の薬師堂がございます。ここ

石薬師寺であるとか、偲び舎奈可多、小

に地面から生えぬきといいまして、石の像

澤本陣資料館、ギャラリー空木、フリーギ

が置いてあるわけじゃなくて、地面の中か

ャラリー、みどりのふる里館。これ、植木

ら生えているような、頬は豊かで線刻の仏

もたくさんございます。

様を思わせるという薬師如来立像です。

地味なまちでございますけれども、皆様

これは弘法大師が爪で刻み、一夜のうち

にも一度、お立ち寄りいただきたいと思っ

に彫ったと言われておりますけど、相手は

ております。

石ですので、これは爪で彫れるわけはあり

石 薬 師 地 区 は 、 約 2,000 世 帯 で 、 約

ません。爪ですから割れますし血が出て痛

7,000 人の住民がおります。この１号線は

いです。これはちょっとないだろうと思い

南北に走っているんですけど、西の方は鈴

ます。また一夜のうちにって、これも無理

鹿山脈に向かって非常に広大な土地が広が

かなと。燃えるような内なる気持ちを持っ

っておりまして、植木、特にサツキとツツ

て、石に立ち向かって彫ったと、そういう

ジというのは、全国展開しております。

気持ちを察していただきたいなということ

公園とか祭りや万博など、そういうとき

で、高さが 190cm、幅が 110cm の花崗

は特に大量に消費されました。また、養鶏

岩でございます。

では玉子が１日 80 万個出荷しているとい

秘仏となっていますので、一般公開はさ

うことで、多いときには 100 万個ぐらい

れておりませんけれども、12 月 20 日に

出荷しているという一大生産拠点になりま

地元のおすす払いというのがございまして、

す。

その日は見られると思っております。これ

特産物ではひのな漬け。温かいご飯と食

も鈴鹿市指定の文化財でございます。

べるとおいしいです。それと、お茶等々ご

⑥が蒲桜と申しまして、大変立派な桜の

ざいます。

木で、源範頼が、戦勝を祈念して馬のムチ

いよいよその中で、私が所属する石薬師

を逆さに突き刺して、それが芽生えた桜と

地区、石明協という推進協議会でございま

伝えられ、地元では「さかさま桜」とも言

すが、昭和 55 年に発足いたしました。

われているということです。

コンセプトとしましては、何でも行政に

ムチを地面に刺して、それが桜の大木に

頼んであれしてこれしてという、そんなこ

なって、桜の花が咲くというのは、ちょっ

とじゃなくて、やはり自分たちのまちは自

とこれも無理かなと思うのですが、百歩譲

分たちでやりたい。元気で明るいまちにし

ってこれも地元ではそういう具合に伝えら

たいという気持ちでスタートして、そんな

れておりますし、三重県指定天然記念物で

スタートから 30 年、現在も活動しており
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ます。

制限を加えるとか、生活が窮屈になるんじ

その活動の中のふれあいフェスティバル

ゃないかという、そういう危惧もあったの

であるとか、これは地元の市民の発表会と

ですが、市が進めている景観計画というの

か、それから、ウォークラリー、こういう

は、鈴鹿市特有の伝統や文化などを大切に

ウォーク案内マップというので、１年に一

したいという気持ちの中で進めるんだと。

度、２時間ぐらいかけまして、石薬師地区

たまたま私たちも、伝統や文化を生かし

全域を、まず自分たちのまちをよく知ろう

た石薬師のまちづくりをしたいなという気

ということで、小学生とか中学生。それか

持ちでおりまして、そういう思いが一致し

ら、老人の方。地元の老人会、シニアクラ

たということで、協働でまちづくりを行っ

ブというシニアの方たち。その方たちも含

ていきたいなというふうに考えました。

めて、えっちらおっちらと歩いております。

そこで、平成 21 年度、22 年度に、石

その日に、家庭教育学級、女性学級の方

薬師地区景観形成総合支援事業ということ

が味ご飯を炊いていただいて、それもいた

で、これは国土交通省より補助金をいただ

だきながら、三重県の消防学校というのが

きまして、21 年度に 75 万円、22 年度に

石薬師にございますので、そこの講堂を借

180 万円ということで、事業費がつきまし

りましてシンポジウムを開催して、300 人

た。

ほど来ていただいています。

我々もよく他市さんのそういう景観に非

これは一部でございますけど、子どもを

常に気を配ってみえる所にも足を運ばせて

取り巻く環境、心を豊かにする環境づくり。

いただくんですけども、非常にまちを訪れ

これは小学校の５年生が発表しております。

てくれる人に対して親切です。トイレはど

石薬師の環境問題ということで、環境と空

こにありますよとか、こっちの方向に行っ

気の汚れ、それから不法投棄についてとか、

たら 100ｍ先にありますよとか、そういう

よく子どもたちも地区のことを知っており

温かい気持ちでもてなしてくれている。

まして、そういう発表をしてくれました。

我々の石薬師宿でもそういうのが大事だ

環境のマネジメントということで、石薬

なということで、補助金を使い、まず観光

師高校の先生も発表していただきました。

案内標識ということで、１号線を含む大規

ある年度では農産物の生産者の方に来て

模な交差点に、案内標識を作りました。

いただいて、どんな考えを持っているかと

歩道もたっぷり広くとって、下はサツキ

か、将来の展望をどうしようとか、そんな

が植わっているんですけど、これは品種を

ことを皆さんに発表していただきました。

改良した伊勢小町とか伊勢路紅とか、そう

それから、景観がたまたま平成 20 年ごろ

いう名前です。もちろん水をやったりとか、

聞こえてきましたので、鈴鹿市の景観計画

草を取ったりとか、そういう後のことも

について、どんなものだということで、勉

我々地区民でやろうということで、そうい

強いたしました。

うものを立て、また、平成 22 年度になり

今も申しましたけど、鈴鹿市が景観計画

ますけど、大型掲示板で石薬師というのは、

を策定するということで、熱心に地域活動

こういう活動をしているんですよというの

をしている石薬師に、景観まちづくりモデ

を、その掲示板に貼りまして、市外、県外

ルの地区となって取り組みを進めてほしい

からおいでの方に見ていただきたいと思い

という依頼がございました。

ます。これはもうすぐ立つと思います。

私も景観の保全というのは、法的に何か

次に、石薬師地内の街道は、
「信綱かるた
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道」と申しまして、この街道筋に来たら、

ので、気持ちだけはずっと大切に持ってい

36 ぐらい歌碑といいますか、佐佐木信綱

きたいと考えております。ご清聴ありがと

先生の詠んだ短歌、有名なものですと、
「ゆ

うございました。

く秋の

大和の国の薬師寺の

ひ と ひ ら の 雲 」、「 春 こ こ に
日をうけて

山河草木

塔の上なる
生るる朝の

《

みな光あり」そう

コーディネーター

》

では、久先生、お願いします。

いう歌碑を建てまして、皆さん方に見てい
ただきたいということです。卯の花等、ま

《

コメンテーター

》

た民家の軒先や玄関口に植えて、通ってい

どうもありがとうございました。一番面

ただける人に、落ち着いたまち並みの印象

白かったのは、薬師如来、弘法大師が一夜

を持っていただきたいというふうに考えて

のうちに爪で刻んだという話がありました

おります。

けど、全国にこういう話いっぱいあります

今後の活動の展開といたしましては、や

けど、大半嘘やなというのがあるんですが、

はり電柱がまち並みに立っておりますので、

でも嘘も百回言っていると本当になってき

電柱を奥に引っ込めまして、無電柱化とか、

たり、あるいはそれを何か手掛かりに、み

道路をやはり落ち着いたまち並みにあった

んながロマンを感じたりということに使え

ような舗装の色合いにしたいと考えていま

れば、それはそれでいい題材かなと、私は

す。

今日の倉地さんの話を聞いて思いました。

地味ですけど地道にねばり強くしたいし、

倉地さんもおっしゃっていただいたよう

今本当にネットでも高速化で、すぐ地球の

に、今は国土交通省のお金が入っているん

裏側のこともすべて分かるという、そんな

ですかね、自分たちがやりたいことをしっ

世界ですけど、こういうふうにじっくり見

かり持っておけば、いろんなお金をうまく

ながらとか、じっくり住みながらとか、ス

使っていけるのではないかなと。

ローネットというんですかね。そういうふ

逆にお金が先に付いてしまうと、何をし

うに、自分たちの考え方をしっかりもって

ようかなと迷ってしまうんですけども、ま

いくという、そんなこともある意味では大

ずこういうことをやりたいなということを、

事なのかなと思います。ですから、そうい

しっかりと皆さんが持っておけば、国土交

うまち並みも、これからうまく残していけ

通省から、場合によっては環境省とか経産

たらなと、漠然とした考えですが、思って

省とか、いろいろな交付金があるわけです

おります。

けど、うまく引き出しながら、さらにまち

まちづくりというのは、人づくりですし、

づくりに生かしていっていただければと思

継続して粘り強く行っていくのが大切かと

います。

思います。子どもたちに小さいうちからま

景観づくりというのは、あくまでも手段

ちのよさを知ってもらって、ずっと住んで

ですから、またこの景観づくりという掛け

みたいという心を持ってもらう。我々こう

声で、地域がますます絆が強くなっていっ

いう大人も、生き生き健康で、石薬師をも

ていただければと期待しております。どう

っと輝きを増すようにしたいなと。

もありがとうございました。

石明協のモットーといいますのは、自分
たちのまちは自分たちでよくするぞという

《

気持ちでございますから、限りある資源な

コーディネーター

》

それでは、ここで会場の皆さまからご意
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見やご質問をいただきたいと思います。

《

コーディネーター

》

ありがとうございます。では、廣田さん、
《

会場

》

お願いします。

津市から来ました尾上と言います。皆さ
ん、素晴らしい活動をしているなと思いま

《

廣田

》

した。その中で、グリーンパーク岡山を愛

私たちも同じくその行事によって、地区

する会の方のお話にもあったように、公園

内の業者さんというか、そういった方々に

というのか、里山というのか、ああいうの

もご無理をお願いして、寄付をいただいて、

が地道につながっていけばいいのかなと思

それを資金として活動するとか、あるいは、

うのですが、先ほど久先生にもありました

市の中の事業を請負作業という形で取らせ

ように、寄付をしてもらえばいいかという

ていただいて、そのお金を活用するという

話があったんですけれども、皆さんの活動

ようなことで賄っているということです。

も、資金調達という点でいろいろかなりご

今後としては、やはり団体としての独自

苦労されている部分もあると思います。

のお金儲けというか、資金づくりというか、

地道につなげていくための資金調達、皆

そういうことも考えていく必要があるんじ

さんどのように考えておられるかというの

ゃないかと思っております。

を聞きたいのと、久先生には、寄付とかい
う手段を言っていらっしゃったと思うので

《

すが、もっとその辺の具体的なアドバイス

コーディネーター

》

白岩さん、お願いします。

を聞かせていただきたいと思います。
《
《

コーディネーター

》

白岩

》

基本はある程度は自分らの予算というか、

ありがとうございます。それでは、手短

それを使いますが、ある程度は事業、例え

に各報告者から、資金調達をどうしている

ば、先ほどあった小波田川の花の遊歩道化。

かについて、少しお話いただけませんでし

こういうものであれば、三重県のフラワー

ょうか。その後、久先生に具体的なアドバ

オアシス事業とか、あるいは先ほどの暖簾

イスをいただきます。

であれば、伊賀らしい景観まちづくりとい

伊藤さんからお願いします。

うふうな部分、これを応募しまして、これ
の補助をいただいて実施するとか、そうい

《

伊藤

》

うふうなことも行っています。

私たちは、会が小さいので、もちろん自

できるだけどういうふうなことがあるの

分たちで会費を得て、まずそれを資金にす

か調べながら、事業をしていくのも一つの

る。これは大原則ですが、それでは非常に

方法ではないかと考えています。

わずかなものになりますので、公共の助成
というのか、それをいろんなところに申請

《

をして、助成をいただく。

コーディネーター

》

ちょっと質問ですが、先ほどスライドに

例えば、大きなスーパー業界とか、化粧

ワイン事業部会というのが出ていたと思う

品会社さんというところが、活動としてや

のですが、ワイン事業から収益が出て、そ

っております。そういうところに申請をし

れを活動の資金にしているのですか。

て資金を得るということもやっております。
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《

白岩

》

よくいいことやっているんだから金くれ

そういうのをやったらどうだろうという

て当たり前、みたいな言い方をするグルー

ところで、計画しているというところです。

プさんもおられるんですけれども、それで
はなかなか共感を得られないので、お金を

《

コーディネーター

》

いただけません。そういう意味では、自分

そうですか。ありがとうございます。

たちがやっていることを、しっかりともう

では、倉地さん、お願いします。

一度見つめ直して、目的とか目標とか企画
内容も、しっかりと共感を覚えるように整

《

倉地

》

理をしておくということ。

世 帯 数 × 100 円 と い う こ と で 、 約

それともう１つは、皆さん今日の方々の

2,000 世帯ですから、18 万から 19 万ぐ

グループというのは、実績を持っています

らい。それの積立金とかでやっておりまし

ので、やはり実績をきちっと示せること。

た。あとは地区公民館事業運営委託料、そ

そうなってくると、いろんなところからお

れが市から 15 万出たりとか、いろいろ形

金を増やすのかなと思いますし、うちの

態によって、ちょっとひねり出しながら、

NPO が典型例ですけど、市役所をあてに

活動を続けています。

していたころは、市役所も無視するんです

今までだったら 100 万近く、80 万ぐら

が、もういくら言っても仕方ないよと言っ

い繰越金がございましたから、何とかやっ

て、自分たちでやるよと言った途端、市役

ていけたと。現状はそれです。

所が擦り寄ってくるとか、そういうことを
言うと、やっぱり正しいことを地道にやっ

《

コーディネーター

》

ておけば、いろいろな人たちが応援してく

では、久先生、こういった活動の資金調

れるのかな。こういうようにいつも思いな

達について、全国的な取り組みを含めて少

がら、自分自身としても活動しています。

しお話いただけますか。
《
《

コメンテーター

》

コーディネーター

》

どうもありがとうございました。非常に

先ほど伊藤さんの方からも、いろいろな

いい質問ありがとうございました。少し時

財団とかそういうところからもお金いただ

間過ぎていますが、引き続き、もしほかの

けるよというお話がありましたけど、実は

質問があれば、お受けしたいと思います。

私は NPO の理事長もやっていますので、
同じような立場で、自分たちの団体も大変

《

会場

》

なので、そのあたりも踏まえて考えると、

鈴鹿市白子に住んでおります宮崎と申し

伊藤さんのお話とか、皆さんのお話に尽き

ます。私、建築設計をしておりまして、景

るかなと思っています。

観ということには少なからず関係がある仕

ただ、助成金とか交付金をいただく場合

事かなと思っているわけです。

にも、秘訣というかポイントがありまして、

例えば、古いまち並みを残したいとか、

それは企画とか内容がしっかりと共感を得

あるいは、新しいものを建てるという場合

られるように、分かりやすく、相手に訴え

に、周囲の景観を考えてデザインするとい

掛けられるかどうかというところがポイン

うことが、必要になってくるのかなと。

トです。

これをお施主さまとか、家を持ってみえ
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る方に説明するのは、非常に景観というこ

いの、みたいな人たちが増えているので、

との価値とか、そういうものを説明するの

今、ご質問のあったように、なかなか説得

が、あるいは利益があれば一番いいんです

しづらくなってきていると思うんですね。

けど、難しいなということを感じます。

ですので、あまり景観とかまち並みとい

景観の大切さを説明する場合には、どう

う以前に、やはり社会で生活をしている、

いうお話をするといいのかということを、

地域で生活をしているんだから、やはりお

教えていただきたいと思います。

互いさまという気持ちが必要だという、そ
の根本から分かっていただくことが必要か

《

コーディネーター

》

なと思います。

ありがとうございます。鈴鹿市の街道の

例えば、ここでも今日突然大声を出す方

街並みの話だと思いますが、倉地さん、い

はおられないわけですよ。やっぱりここの

かがですか。あのエリアもどんどん建物の

場所柄とか、周りの雰囲気みたいなものを

建て替えが起こると思いますが、その際に

読み込んで、行動されているはずですから、

持ち主とどうコミュニケーションをとりな

建物を建て替えるときも、やっぱり同じじ

がら、その街並みを残していくかというこ

ゃないか。その辺りから訴え掛けていただ

とですけど、もし何かご意見ありましたら

く方がいいし、それでも分からない方は、

お願いします。

もう市役所に連れていって、お施主さんに
直接言ってもらう。

《

倉地

》

私も景観アドバイザーとして、施主さん

まち並みは、全体的に色彩や高さが統一

と直接面と向かうことも何度もあります。

された方が、いいと思います。あまりとっ

設計者さんでは手に負えない場合は、お施

ぴな色彩の建物は、できたらご遠慮してい

主さん来てくださいという形で、引っ張り

ただきたいです。

出すことがありますので、最終手段はそう

これ難しいですけど、できたら落ち着い

いうことかなと思います。

たトーンのまち並みに、あわしていただけ
るようにお願いをするとか。

《

コーディネーター

》

規制は我々としてはできませんので、そ

ありがとうございました。だいぶ時間も

ういう具合にお願いしていくということで

過ぎておりますので、この辺で後半のセッ

しょうかね。

ションを閉めたいと思います。
最後に久先生から、全体を通してのコメ

《

コーディネーター

》

ントをいただけますか。

そこが難しいという質問だと思うのです
が、久先生、いかがでしょうか。

《

コメンテーター

》

今日は４人の方々、地域の活動のご発表
《

コメンテーター

》

をいただきましたけれども、自分たちの手

私の講演の最後にお話したお互いさまの

でこれだけのことができるんだというご報

気持ちがあれば、何とかなるんじゃないの

告ではなかったのかなと思います。

というところに通じると思うんですけれど

私の話も踏まえてお話しすると、まず自

も、結局、自分の土地、屋敷なんだから、

分たちが楽しくないと、長続きしませんの

自分の好きなようにやってもいいんじゃな

で、こういう景観づくりとかまちづくりの
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活動は、まず楽しまないと損だという気持
ちではないかなと思います。
それと、あまり大きなことを考えても、
大きなことを考えれば考えるほど、一歩が
出なくなりますので、自分たちの身の丈に
合って、出来ることを、出来る人が、出来
るときにやっていく、そういうことの積み
重ねが、やがて大きなうねりになってくる
んではないかなと思います。
私も含めて、また今晩からできることを
着実にやっていって、それがどんどんどん
どん大きくなって、大きな花が咲いていく
んだと考えたらどうかと思います。
花育てと同じで、土耕して種蒔いても、
なかなか芽が出ないという時期もあるんで
すけども、それがある日突然、大きなきれ
いな花が咲くというところも、景観づくり、
まちづくりという面ではあるのかなと思い
ます。
先ほど倉地さんの方が、もっとゆっくり
と、というお話もありましたけど、まさし
くおっしゃるとおりで、じっくりとゆっく
りと構えて、そのうちやがてという形でや
っていくという姿勢も必要かなということ
を、今日また新たに感じさせていただきま
した。どうもありがとうございました。
○村山
どうもありがとうございました。
それでは、司会をお返しします。
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・いろいろな立場の人の声が聞けて良かった。
・活動報告内容が良かった。
・景観、まちづくりの活動内容がよくわかった。
・鈴鹿市について考えるきっかけになった。
・ヒントがたくさん得られた。
・地元の良さを生かしてのまちづくりに取り組む人達の熱が感じられました。
・基調講演の久先生の話がわかりやすく参考となった。
・実践的な具体例もいいが、その前段で考え方をまとめていく過程がほしい。
・生活する鈴鹿市の環境を再認識した。
・いろんな事例が聞けた。
・まちづくりを考える上でのヒントになりました。
・各地での取組が聞けたから。
・市民の身近なことで、気軽に参加できることがわかった。
・県内における他の地域の取組を知ることができた。
・住んでいる地区に興味がもてた。
・景観まちづくりの関連が理解できた。
・基調講演は現場の事例を話したものでわかりやすかった。
・現在携わっていることの参考となった。
・実際の活動されているのがよくわかり参考になった。
・久先生の講演、石薬師のプレゼン。
・生活を基本にまちづくり、景観が大切なことを学んだ。
・実践的情報が多く良かった。内容がわかりやすかった。
・テーマと内容が少し合っていないように思いました。
・様々な地区の活動が聞けて良かった。
・久先生の基調講演が大変良かったです。ゆるやかネットワークで景観を考えたいとずっと思っておりまし
て、自信になりました。さすが、大阪なりに「おもろい」がテーマの中心にもなっていること。発見おもしろ
い。楽しく美しいが基本の気持ちにあるといいですね。
・講演がわかりやすかった。
・今までは、あまり景観に対する意識が低かったが、少し高まった気がする。
・様々な活動紹介。
・生活の必然性から生まれた秩序−みんなでいい景観をつくる。
・基調講演では、事例がたくさんあり参考になった。
・景観まちづくりを進める方法論の気付きをいただいた。
・勉強になりました。
・いつも何げなく見過ごしている街の景観の裏では、様々な人の努力があることがわかった。
・講師の話がとても参考になりました。
・色々なジャンルの具体例報告に興味を持った。
・地元（鈴鹿市）の話、取組が聞けた。
・色んな視点での取組が勉強になった。
・いろいろな状況を知ることができる。
・色々な活動状況を知ることができ、勉強になりました。
・街づくり、景観についての意識を持つ事が大切だと思う。
・識者の講和を聞けたから。
・活動の紹介等があったから。
[あまり良くなかった]
・実態の問題点を出しどのように誰がやるかを示す又は指摘をする。例えば市会議員の看板（特に市中心
部）が景観を壊している。問題提起すべき。
･もう少し、やわらかい内容でも良いのではないでしょうか。
・新鮮味がなかった。
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[あまりそう思わない]
・伝統的な鈴鹿らしさが、行政、公共事業で失われているから。
・今年も鈴鹿川の河川敷のゴミ拾いに参加するよ。でももっと戦略的まちづくりもあるはず。
・理解はできたが活動は難しい。
・自分が住んでいる地域ではやっていない。機械があれば協力したい。
・全国で問題となっている駅前再開発や中心商店街等の近代的町並みについての景観の話がほしかった。
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。
・地域それぞれに魅力があるということ。活動されている方はみんなその地域に誇りを持っているように感
じた。地域に誇りを持つことが地域づくり（景観づくり）につながるのかなと思いました。
・基調講演が良かった。事例を交えながらの話はよくわかり興味を持てた。
・グリーンパーク岡山。（取組内容が良い）
・久教授の話。コミュニティづくりが大切であるという点。
基調講演久先生の話わかりやすかった。「鈴鹿の風景」「今昔」写真を使って良い景観、悪い景観が一目
でわかった。
・活動報告説明。
・鈴鹿の風景の紹介。季節、時代によって顔のちがう風景を見ることができ興味深かった。
・生活の中に位置付けたまちづくり。
・大阪平野の活動。大阪の庶民らしい活動意向がうかがえたこと。
・平野町の押しきせではなく、住民主導の取組は参考になりました。これならば本市でもできるのでは。市
内の事例も掘り起こし、市民に知らせることが必要では。
・地域での活動があって「まちづくり」が維持されており、進んでいることを実感した。一人の住民であると
いった意識をもっともつ必要があると気づかせていただいた。
・地域の資源をまちづくりに活かすことの重要性。良い景観とは、長くそこにあり続けること、それが住みや
すさになっていると思う。
・景観についてのあるべき姿を示すのが市（市会議員や職員）ではないのですか。そこに向かって実務者
の参加がある。あるべき姿に感動や賛成するから参加するのであり、黙っていては何も出来ないよ。
・地域資源の発掘に始まり、主体を地域が持ち、持続可能にする。
・四日市の岡山の整備について 昔遠足で楽しんだ自然が、いつの間にか荒れていたのを皆の力で再整
備していったのでよかったと思います。
・「鈴鹿市の風景」→今昔写真、説明非常にわかりやすかった。講演→古い建物を残すことは「昔からのこ
とを守る」ことではなく「未来へのため」と地区の住民の意見があったとのことに非常にびっくりし、自己意
識改革となりました。活動報告→各地の活動を知れてよっかった。
・地域がどんな生活を目指すかで、その地域の景観が形づくられている。地域のよいものさがしの活動。
平野地区の活動、岡山の里山の活動。
・久隆浩氏の講演 景観づくりを進めることにより、産業振興、観光振興へ進む。鈴鹿市も今以上に景観づ
くり、保全につとめることにより、市の活性化につながればと思う。
・久氏の基調講演の内容は面白かった。まちづくりのやり方の多様性。
・生活に必然性を埋め込む。ないものねだりはしない。コンセンサスをどのようにとるか。
・岡山を愛する会の色々な活動に興味がありました。
・久隆浩さんによる基調講演。とてもわかりやすかった。今まで意識していなかったがこれからは意識して
生活していけそうだと思う。
・地域のコミュニティの大切さ。行政に頼らなくてもできること。ハード整備が目標ではないこと。
・平野のまちづくり活動。気軽にやりたいことをやって、その結果がまちづくりにつながるのがおもしろい。
・活動報告が良かった。
・平野町の活動は興味深かった。
・景観づくりを軸とした地域住民の協働意識の高まりによって行政に頼るのではなく、自分たちの町や地域
を活性化させていく取組も行われていること。
・景観づくりは地域のまちづくりから始まる。コンセンサスが得やすいことから背伸びせず始める。
・鈴鹿の昔の写真。まちづくりの具体例。
・秩序ある景観の持続発展は、開発、保護だけではなく、あえて取り残す等、生活の場に必然的に生まれ
てきた「秩序の美」を守り、活かし、学ぶべき、という意見が興味深かった。
・景観からはじまるまちづくりなのかまちづくりからはじめる景観なのか。いずれにしても地域を巻き込んだ
仕掛けが必要であると思います。
・まちづくりがいかに人づくりにつながっていくかということ。
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・景観まちづくりへのかかわり。
・そこに住む人の景観を守ろうそしてまちづくりをしていこうというモチベーションの高め方について。昔は、
普段の生活をしているだけで、自然と美しい景観が守られていたという点。
・大阪平野郷のみなさんの取組（久先生のお話）。
・景観という点でのシンポジウムなので無理かもしれないが、活動されている方のお話しであったので、努
力されているのが大変よくわかったが、その他の地域とのかかわり、また活動の広がりはどうなっているの
かも教えていただければと感じた。
・景観づくりのためだけの取組ではなく、様々な取組の中から出されている景観は説得力があり、素晴らし
いと感じました。
・景観づくりは、暮らしを豊かにすることから生まれているということに気づいた。
・鈴鹿市の景観の旧新の対比写真に興味を持ちました。
・久先生の講演の中で合意形成、実生活、地域再発見、みんなで楽しむ、お互い様等のキーワードは大変
良かったです。
・かやの中央の開発に関しては、コンセンサス形成や機能、土地利活用に関しては大変よくわかりました
が、千里川や施設の景観に関しては、もう少し地域を広げてプランをし、20〜30〜50年と実生活し、美山町
北の様な（形はちがうが）残してもらえる景観にすべきと思います。特に河川に関しては源流から下流まで
考えた中でのかやの中央のエリアの整備のあり方がある様に思います。
・石薬師、歴史と文化に根ざした活動は、すごいと思う。
・岡山を愛する会の活動内容、頑張っている。市民に愛される公園になったらいいね。
・基調講演についてはわかりやすく、非常に参考になったところである。
・活動報告の４つの団体の報告が、地域の特性も表れていて面白かった。また、久先生の大阪の事例も
面白かったです。
・地域の中でのコミュニケーションづくりが最も大事という事が伝わりました。
・景観の見つけ方で、「あるものさがし⇔ないものねだり」のところ。どうしても景観を見つけようと歩いてい
る。原点に戻って、あるものさがしから始めたい。
・久先生がおっしゃった行政と適度な距離をとりながらの活動の仕方の良いヒントが得られました。景観は
「秩序ある美しさ」を残すこととわかりました。人々の心の中に「美しい」という価値観が根づき、日本全体、
日本人全体がそういう気持ちになり、祖先に恥じない生き方をめざすべきだと思いました。日本はそのこと
を世界に発信すべきですね。行政指導は動くことのきっかけにはなる。
・三重県の「美し国おこし」は「ＮＰＯ」にしないと参加できないので残念です。ＮＰＯにすれば、急に美しくな
いことになりそうです。けれど、そこに「美しい」「楽しい」「おもしろい」がないと続かないと思います。本日の
四団体の方々はすばらしい活動をしていらっしゃると思います。行政がこのような機会をつくって下さること
には感謝いたします。
・美旗まちづくりの事例発表。多岐に渡る活動内容におどろいた。
・基調講演。専門家の話であるがわかりやすかったため。景観というと、ほぼ建築物だけかと思っていた
が、木曽三川のヨシ植、里山再生等もあり、活動の幅がとても広いと思った。
・建築士が専門的知識を活かしたまちの景観、まちづくりに積極的に取組んでいる。当地域にはこのような
交流がない。
・基調講演が良かった。肩をはらない、活動姿勢、楽しい取組みが大切である。景観づくりは終局的には
経済活動に結びつかなければならない点。
・大阪平野町の組織と運動の理念。役職等おかず、個人で参加ができ、肩のはらない、酒を飲みながら意
見発表出来る。
・大阪市のまちづくりの事例。
・すぐれた景観だけでは住民の合意形成は得られないこと。住民にとっては、単なる普通の景観だというこ
と。（久先生の基調講演）
・地域コミュニティーの大切さと秩序だてて進めたまちづくりが、美しい景観が形成されるという奥の深さに
あらためて痛感した。
・鈴鹿らしさとは何か不明ですが、景観規制は出来ている、順番がちがいませんか。
・久先生のお話にあった大阪・平野のまちづくり。
・自らの街は自分たちで守っていこうという考えを皆がもって、よい街をつくっていくという考え方に感銘をう
けた。
・久先生の講演。
・具体的な建築物の事例より、環境面での景観整備活動の報告が多く興味深いものであった。４件の事例
報告は夫々興味深いものであった。
・身近な生活の中から築く景観活動。
・会長なし、会則なし、会費なしでの取り組みと、月１回の酒の会が本音を語れて良いと思った。
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・活動報告を聞かせて頂いて、どのグループもさせられているのでなく、自分から身を乗り出してという感じ
がしました。持続可能な活動にするための重要ポイントであると感じます。
・美旗まちづくり、石薬師まちづくり。
・木曽三川でのヨシ植や、写真展の開催など。プライベートで木曽三川と関わりがあるため。ありのままの
景観を伝えようとする姿勢が印象的でした。
・美旗まちづくりの取組み。
・まちなみ保存会の話が多く良かった。地域の連携。
・基調講演の内容。
・基調講演。産業振興と観光振興が景観づくりに重要と考える。
・街並みを守る中で、実際暮らす人とそうでない人の意見をまとめていく事の難しさがある。
・久教授の基調講演。実際景観づくりを実践している話をたくさん聞けたから。
・基調講演で自分ができることからやろうということで、何かやってみようというきっかけづくりになったので
はと思う。
・まちなみを作ることは、ルールの上で成り立つわけではなく、周囲（環境）と共存する気持ちと、「お互いさ
ま」という人と人が思いやる気持ちがあって、自然とまちを作り上げることにつながるという点。とてもヒュー
マニズムあふれる考え方だと思い、共感致しました。
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。
・景観づくりはその地域の特性を生かしたまちづくりだということが印象に残った。今後、高齢者の増加に
伴い、まちづくりに活かせるようこういった機会を作っていくことが大切と思います。若い人から年寄りまで
世代を超えてまちづくりに取り組める工夫が必要。１３：００〜１６：００というのは長過ぎるのでは。あまりに
も内容が豊富なので仕方ないのかも。もう少し絞ったら。
・住宅地内における具体的な取組。（生活空間）
・発表者の数が多過ぎて時間が足らず活動内容を深く聞けなかった点が残念。もう少し人数を絞って成功
要因の分析なども聞けるような会を。
・長時間、内容が盛りだくさんで疲れました。活動報告は３つぐらいでよかったのでは。終了時間遅過ぎ。
・景観に関するガイドラインの説明。規制の事例。
・三重県の景観をどの方向に導いていこうと考えているのか。どの自然景観を重点的に残すと考えている
のか。
・地域課の地域づくり、まちづくり等との関係を整理して欲しい。
・この取組の根本にある「人のつながり」の部分をよりクローズアップするとよいのではないかと思います。
・歴史的なものを残すことについての景観づくりの例はいろいろ聞くが、未来をつくる景観づくりについての
例をいろいろ知りたい。
・良い例や悪い例、具体的事例とあるべき姿のギャップを明確にする。「ポイ捨」県内ＮＯ．１（悪い）と言わ
れています。何とかしなければと思います。もう少しレベルの高いまちづくりをテーマＵＰ（戦略的）。
まちづくりのコンセプトが見えない。戦略的テーマ。生活に密着したテーマ。
・景観を切り口にするといっても、多くの面があるので、そのような切り口の多様性を紹介していくのも楽し
いだろうと思います。
・住民ができる活動についての啓発。住民、個人、団体がすぐにできること。地元の事業者の取り組み、取
り組むことの意義を説明してほしい。銀行、郵便局の事例紹介とともにスーパーやチェーン店はどのように
取り組めばよいか、海外の事例紹介など。事業者は看板など景観を壊す取組もあるので、そうしない工
夫、事業者の活動との両立方法の例など。
・行政を含めより具体的に示す必要があり又交流会を身近に参加できるようＰＲが必要。
・職業柄、住民意見というと煙たいものと考えてしまったこともあったが、すばらしい活動をされていると感
銘しました。今後の仕事への取組（考え）に役立てると感じました。
・景観法に基づく最低限の行為の制限を受けるとき、互いの利益及び向上が見込まれる例等をあげた
テーマが現生活している者にとっては身近に感じられたから。市民一人一人に理解でき説明する機会があ
ればよい。
・司会が少しかたい。もう少しゆっくりしゃべった方がいいかも。原稿を読むだけではダメ。
・鈴鹿市の自然について教えてほしい。
・事例報告会は、単なるまちづくり報告ではなく、なぜ組織を立ち上げたのか、失敗したこと、その他エピ
ソード等を話してもらうとさらに活きた報告になったと思う。
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・地域個性の方向性がはっきりせず、住民の景観形成への意識が形成されにくいという見解は、まったくそ
のとおりだと思います。近年は三重県鈴鹿で多くの地域向上イベントが行われており、人々の地域に対す
る見方も変わってきたように感じます。しかし鈴鹿固有の方向性を育てるイベントはまだまだ少なく感じま
す。住民参加型の景観形成イベントをさらに行い住民が自ら景観について持続的に考える場を作ってはい
かがでしょうか。
・道路照明、街路灯、防犯灯等の光源自体の色合いならびに照明器具等の色彩、デザイン等について取
り上げ努力目標をたてて統一していくのはどうか。
・普段聞くことが出来ない話を伺うことができ、とても参考になりました。講演された方に、色々な質問をし
たいと思ったのですが、やはり大きな会場と人数ではなかなかしづらく、もっと質問等、しやすい環境だった
ら良かったかなと思いました。もっと皆で自由にディスカッションができる時間があると楽しいかも。
・景観（まちづくり）と公共事業の溝（へだたり）と住民参画。今回で２回目の参加になりますが、時間設定
が長く感じます。2.5HがMAXかなと思います。
・都市開発の方向がどうのようなまちづくり、生活の基盤に置くのかを都市計画の考え方のシンポジウム
が必要です。
・河、川をテーマに一度考えて下さい。（源流部→海へ、また田畑水路、住宅地の暗渠等、水が流れるいろ
いろな場所をテーマとして上げて下さい）
・建築士会、3人も上がる必要性がどこにあるのか分からない。鈴鹿市は、どういう景観にしたいのか全く
分からなかった。鈴鹿市のスライドにもあったように、屋外広告物が三重県の景観を台なしにしている。松
阪でも津でもインターに行く道はバカみたいに多く、みにくいと思います。なんとかして欲しいので、それに
関するシンポジウムを期待しています。鈴鹿市民は、景観は人によって見方が違うと言いました。そんなん
では、よい景観はつくれないと思いました。
・専門家はもちろんであるが、実際景観整備され、そこに住んでいる住民の皆様の意見も聞きたいと思う
ので、パネルディスカッションに参加してもらってはどうか。
・時間も長いので、こういう長いシンポジウムをされる時は、休憩中に「飲み物」が飲める（買える）会場にし
て下さるとありがたいです。スリッパもちょっと。もっと、鈴鹿らしい歴史の感じる場所や『おしゃれな場所』で
すれば、若い人も来ると思いますよ。なんだか圧倒的に中年男性のみでしたね。「景観シンポジウム」だけ
にもっと景観の美しい、鈴鹿市の「美しさ」をアピールできるような場所（会場）を選ばなかったのは大変残
念に思います。せっかく、遠くから来ましたので。
・松阪の「松阪江戸物語館」ぜひ実現して下さい。佐々木信綱関係もぜひ充実を。
・住民とのコンセンサスを得る。誰もが認める地道な活動。出来ることから。
・心の街づくり。写真展−美しく見れる時間の発見や、後世に残せる今を撮りつづけたい（時代の流れ）。
・景観づくり活動と、その経済効果の実例をテーマにお願いしたい。
・防災を考えた景観について考えたい。
・後半の活動報告があまり内容が参考にならなかった。テーマを決めてディスカッションとかの方が良いの
では。
・例えば 里山再生 等テーマをしぼったシンポジウムはどうか。
・もっと開催地の取組（今回は鈴鹿市内）の紹介をしてほしい。
・三重県（全市町）に呼びかけ（ＰＲ）して、もっともっと盛り上げていってほしい。
・各グループの取り組みはそれぞれ様々である中で、どのグループも子供との関わりが出てきました。20
年、30年と未来を考える上で、将来に向けて子供達の育成は欠かせないものと考えます。今後とも子供達
との連携を強化したまちづくりを進めて頂きたいと思います。
・基調講演は問題提起程度の簡素なものとし、活動報告の時間を長くして欲しい。（内容に目新しいものが
なく、「何を今さら」というものであったため）
・普段何気なく目にしている景観は、様々な人の想いや努力により守られていることを再認識することがで
きてよかったです。
・景観条例（具体的な）。
・地域とのコミュニケーション内容。
・今後もこうしたシンポジウムを続けてください。
・各振興事業への県全体での取組み、課題など。
・街並みを守るために必要な経費をどの様につくり出すか。
・全国で問題となっている駅前再開発や中心商店街等の近代的町並みについての景観の話がほし
かった。
・景観づくり（行政）と経済動向の関係性。高齢化社会の中でのまちづくりについて。
・歴史的景観を活かしたまちづくり。
・県と市などの関わり方も具体的に知りたいと思いました。（例えば、補助金を出すのか、整備のサ
ポートをするのかなど、具体的に何があるのかなど）
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♪平成２３年１月２３日 景観シンポジウム♪
『景観からはじめるまちづくり』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、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鈴鹿市にお住まいの方 ②県内（鈴鹿市以外）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。〜♪
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平成 22 年度 景観シンポジウムの記録
「景観からはじめるまちづくり」
〜掘りおこそう わがまち いいとこ。考えよう 未来のわがまち。〜
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