景観まちづくり活動報告
そんな多度山も、遠くからみると緑
豊かな山に見えますが、現状を見ます
と耕作されておりましたミカン畑も
放置され、荒れています。マツ枯れの
木が目立ち、昔のように山の手入れを
することがないため、雑木林の中も歩
いて通れないほど混雑し、孟宗竹も林
のなかに侵入しています。実は、今日
もこの報告に来る前に多度山を見上
げて、今日も行ってくるで、と山に声
をかけてきたのですが、非常に緑はき
れいではありますが、一部、細かく見
ると、このような荒れた状況になって
いるのが多度山の現状でございます。
私たちは、そのような状況をみて宇
賀神社から多度山頂にいたるハイキ
ングコースとその周辺の自然を愛し 、
環境保全活動を通じて後世にわたり
人と自然との共生を図りながら、柚井
に住んでいる皆さんの一層の和を図
り、住んで・暮らしてよかった柚井の
まちとなるよう『三本杉の自然を守る
会』を設立いたしました。
もちろん、私だけの力ではできませ
んでしたので、市の働きかけもあって、
地域の消防団を終えた人で構成する
親和会が母体となり、多度山の地権者
や趣旨に賛同する人で結成いたしま
した。
そして、私たち自分たちの手で美し
い多度山を取り戻そう、未来を支えて
くれる子どもたちのためにも、多度山
を見直そう、このような趣旨で桑名市
から委託を受け、植林事業を主な事業
として活動を始めております。パワー
ポイントにもありますように、やはり
この自然を後世の、特に若い、子ども
たちにも残していきたい。それが私た
ちの仕事ではないかなという思いが
ありました。
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それでは、早速、活動報告に入りた
いと思いますが、最初に報告していた
だく伊藤様を除いてパネリストの皆
さん、よろしければ壇上を降りていた
だいて座席から見やすい場所でご覧
になっていただければと思います。
それでは、早速、トップバッターと
して、地元の桑名市から伊藤さんに
「三本杉の自然を守る会」の活動につ
いての紹介をしていただきたいと思
いますので、よろしくお願いいたしま
す。

《

伊藤

》

それでは、私たちの活動を報告させ
ていただきます。
私の住む桑名市多度町柚井は多度
山の裾に広がる多度山麓の東面から
南面に広がる旧多度町で一番大きい
集落でございます。毎日、多度山を見
上げながら生活をしているわけでご
ざいます。
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主な活動としましては、５つほど挙
げさせていただいております。地権者
と協働しながら取り組む間伐、下草刈
り、植樹などの保全活動をしています。
そして、今まで、これはできていない
ところがありますが、今後、保全活動
で採取された資源の有効利用をしよ
うと考えています。そして、人と自然
と触れあう活動と環境意識の向上を
図ろうということです。最後に、多度
山の麓には歴史、文化、いろんな伝承
するものがございますので、そのあた
りの活動をしながら取り組んでいこ
うということです。設立と目的がこの
ような活動をするということでござ
います。
先ほど言いました三本杉の自然を
守る会、なぜ三本杉なのかと言います
と、この多度山の頂上に、根本から３
本に分かれて大きな幹が出た杉があ
ります。３本の木が生えているわけで
はなくて、根本からこのように３つに
分かれているのです。こういう木が頂
上付近にたくさん点在しています。で
すから、多度山というのは公式な名前
ではありますが、我々は、小さいとき
から三本杉という名前で親しんでき
た山でございます。そこからネーミン
グをさせていただいた会になります。
ここで、私たちが活動している多度
山の周辺の紹介をさせていただこう
と思います。
これはちょうど田植えが終わった
後の多度山です。大桑から多度神社に
向いて上がっていく道、大きな鳥居が
あるんですが、そこから見た多度山に
なります。非常に新緑のきれいな多度
山になります。ただ、悲しいかな、こ
のあたりが全部孟宗竹で、以前はこん
なことではなかったですね。
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ここに紹介させていただいている
のが、私が卒業しました小学校、多度
小学校の校歌であります。その校歌の
中の一文になりますが、春は霞の伊勢
の海、頂上からはこのような風景とい
うことになります。そして、麓からは
秋になったら紅葉が見えますよと。そ
して、２番になりますと、木曽の御嶽
山、冬になりますと雪の被った御嶽山
が見えます。そしてあと、先ほどもい
ろいろ紹介がありましたように、木曽
川、長良川、ここには書いてありませ
んが、木曽三川が非常によく見える眺
望のいい多度山。特に多度の自然環境
をよく分かるような歌詞になってい
るのではないかと思います。
続きまして、少し写真を撮りました
ので、その写真の紹介をさせていただ
きます 。先ほども言いましたように、
新緑の多度山、ちょうど６月に撮影し
ております。これは落葉樹が染まった、
紅葉し た多度山の様子です。そして、
先ほどの２枚は麓から多度山を見上
げた状況ですが、頂上に上がりますと、
頂上までは行かなくても途中からで
もいい のですが、木曽三川、タワー、
そして向こうにはツインワー、名古屋
の街が非常によく見えます。タワーの
横には治水神社（ちすいじんじゃ）と
言いまして、宝暦治水、薩摩義士の方
たちを顕彰した記念碑なんかもござ
います。実は多度山の町有地には薩摩
義士の平田靫負（ひらた ゆきえ）さ
ん、そのときの総奉行かと思うのです
が、やはり工事をするにあたって、多
度山の頂上に立ってここを見てどう
しようかと考えた。また、工事の進み
具合を見たとも言われております。少
し南のほうに目を向けますと、木曽三
川、こちらは桑名市になりますが、長
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島温泉の遊園地とか、またセントレア
のほうも見える、このような状況にな
っております。
そして、今年の１月１日、初日の出
ということで写真を撮ったのですが 、
非常に幻想的なこのような雰囲気、ち
ょうど揖斐、長良、木曽、この３つの
川を見ながら太陽が上がるというこ
とになります。そしてまた、頂上のほ
うにはこのような雪を被った、これも
三本杉、元から３つに分かれている杉
がございます。あとは麓には多度神社
がございます。1500 年の歴史のある
由緒ある神社でございます。先ほど報
告がありましたが、５月４日、５日に
は勇壮な「上げ馬神事」があります 。
また、平成 6 年にまつり博がございま
して、そのときから始まっております
流鏑馬祭り（やぶさめまつり）という
のがございます。
また、神社から 15 分ほど歩いて多
度川の上流のほうに行きますと、禊ぎ
の滝というのがございます。その滝の
麓には川をせき止めて非常にきれい
な天然のプールもあります。これも自
然の恵みを私たちはいただいている
のかと思います。このようなバスも町
中を走っております。あと、先ほど言
いました禊ぎの滝、その上のほうに行
きますと池がございまして、その池の
周辺には国の天然記念物になってお
りますイヌナシの群生地がございま
す。このあたりも非常にきれいなとこ
ろですので、これから維持をしていか
なくてはいけないのかと考えており
ます。
そして、私たちが住んでいる地元で
活動の拠点としております宇賀神社
がありますが、そこには樹齢 300 年
を超えるような大きなシイの木、鎮守
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の森といいましょうか、そのような大
きな木があります。
現状としましては、やはりこのよう
に松が枯れましてハイキングコース
をふさいでしまったとか、孟宗竹が山
の中へ進入しておりまして、非常に荒
れている、これが今の我々の多度山の
現状かと思います。
このようなことがありまして、多度
山の環境整備事業というのがござい
まして、その一環としまして、我々が
活動しているわけでございます。その
事業内容、いくつかございます。その
ひとつに松茸山（まつたけやま）再生
というのがあります。その中で我々と
しまし ては、桜と紅葉の街道づくり、
特にハイキングコース沿いですね。こ
のあたりをしっかり植樹しながら、皆
さんに楽しんでいただけるように、自
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然環境も良くしていこうということ
で取り組んでいる事業でございます。
また、この会を設立するにあたりま
しては、市からもいろいろお話があり
ましたが、自治会では受け入れること
は難しい。自治会は母体が大きすぎて
役員さんも毎年代わっていくという
ことで、なかなか組織だって運営する
ことができないということもありま
して、我々が平成 20 年に親和会を中
心に設立をしました。平成 23 年で４
年経ちますが、このような活動をして
おります。
初めての植樹です。我々植樹をする
にあたって、いざ、桑名市の委託事業
となりましたが、どうしたらいいのか。
まず、植える場所を探すのが非常に大
変でございました。ですから、地権者
の方に趣旨の賛同をいただきながら 、
承認をいただきながら、そして中へ入
る。中へ入っても、やはり 20 年以上
放置されたミカン畑ですので荒れ放
題でした。ですから、道具もない中 、
皆さん苦労しながらこのような活動
をしております。たまたま我々の仲間
には造園業をしている者がございま
して、植樹の仕方、管理の仕方、又は
木を切る専門の人間もおりましたの
で、チェンソーの使い方、機器の整備
の仕方も教えてもらいながら、進めま
した。そういうメンバーがいたからこ
そ、できたものではないかと考えてお
ります。
そして、当初は、植樹を我々の会の
メンバーだけでやろうという思いも
ありましたが、やはり後世に伝える 、
若い子たちにも多度の山をずっと残
してほしいという思いもありまして 、
地元の多度小学校の柚井の卒業生の
卒業記念事業として植樹をしていた
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だいております。現在、４年経ちまし
て 52 名の方に参加していただいてお
ります。桜や紅葉も入れますと、全部
で 98 本植えております。これが植え
ているときの状況になります。今日は
市長にも参加していただいています
が、このような事業を行っております。
こ れ が 、最初に植えた地区ですね。
順次、中腹のほうに広がって、今、こ
のあたり、ちょうど桑名の市役所の４
階から見ると非常にきれいなところ
になるかと思いますが、このようなと
ころに今、紅葉、桜を植えております。
これだけ植えたということで、山桜
60 本、紅葉 30 本、あと、梅を８本、
卒業生としては４年間で 52 名の方に
参加していただきながら、父兄の方に
ももちろん参加していただいてやっ
ております。
この写真は、私たちが植えたもので
はないですが、私どもの先輩の方たち
が植えた桜になります。どうしても私
たちが植えた桜は、まだまだ３年４年
の小さなサクラですので、20 年 30
年先にならないと、なかなか結果が出
ない活動ではありますが、このような
活動が地道に進むことによって、良い
環境を 取り戻すことができるのかな、
と考えております。
そして、先ほどから、大きな問題と
しまして、孟宗竹の話をさせていただ
いていますが、昨年、桑名市で竹を切
っていただきましたので、このあたり
に今年あたり、桜とか紅葉を植えてい
きたいと考えています。また、この反
対斜面にも非常に大きな孟宗竹がご
ざいます。そのあたりも少し切ってい
ただいて、桜の名所、紅葉の名所とい
うのをつくっていければと考えてお
ります。
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成果と課題の成果のほうですが、生
活の背景の一部である多度山の魅力
を再確認することができました。地域
以外の人々の交流も持つことができ
ました。
課題としましては、継続した取組を
行うための仕組み作り、これは我々年
代も高くなっていきますし、当初は
50 数名いた会員が、今は 10 名ぐら
い減っております。そのようなことか
ら、やはり地区外からも参画をいただ
くことが大事かなと考えています。
あと、地域の活性化も視野に入れた
取組も必要かと考えております。もち
ろん我々が活動している三本杉の自
然を守る会だけではございません。
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多度にはあと、紅葉の会、老人クラ
ブ、企業の森づくりという団体があり
ます。それぞれまだまだ底辺での活動
ですが、これがやはり、横のつながり、
手をつなぐことによって、より大きな
組織化をすることによって、多度山の
景観づくりにつながっていくのかと
考えております。もちろん我々だけで

は無理ですので、力を結集しまして 、
いろんな知恵をいただきながら、横に
も手を広げて線で結ぶような活動が
できればと考えております。
以上が私たち、三本杉の自然を守る
会の活動であります。どうもご清聴あ
りがとうございました。
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《

コーディネーター

》

伊藤さん、どうもありがとうござい
ました。また後ほどのディスカッショ
ンで補足していただければと思いま
すが、冒頭の桑名市の久保室長からの
紹介で，桑名市の景観計画について話
題提供がありました。今、これから運
用が開始される桑名市の景観計画で
は、多度山は大変重要な位置づけにし
ておりまして、桑名城から多度山を見
た風景を桑名第１号の眺望景観保全
区域に指定ということです。その対象
となる多度山が、伊藤さんたちの活動
によって、里山としてまたよみがえる
ための、いろんな努力がなされている
んだということが、今日の伊藤さんの
お話でよく分かりました。どうもあり
がとうございました。
それでは、続きまして、今度は一身
田から中西さんに現地の活動につい
てご報 告をいただきたいと思います。
どうぞ よろしくお願いをいたします。
《

中西

》

中西 です。よろしくお願いします。
私たちの町は一身田（いしんでん）
と表記されることが多いのですが、町
の者は「いっしんでん」と詰まって言
葉を発し ています。「いっしんでん」、
寺内（じない）町でも寺内（てらうち）
町 で も よ ろ し い で す 。「 い っ し ん で
ん・じないちょう」と私たちは呼んで
おります。この寺内町について少しふ
れたいと思います。私たちの町は伊勢
別街道といわゆる参宮街道である伊
勢街道にはさまれており、この一身田
の町に真宗の高田本山を構えて、環濠
（かんごう）に囲まれた自治都市がつ
くられました。15 世紀、現在の形に
なるのが 17 世紀になります。ここの
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場所には、先ほどから皆さんもお言葉
にも出ております良い景観、どなたが
見ていただいてもほっとするような
イメージの景観があります。
私たちの町に３つ宝があると私は
思っております。
その一つが具体的にこういった重
文（国重要文化財）であります「高田
本山専修寺」と申します。この地図が
今の寺 内町の総合地図でございます。
この地図を見ていただきますと、道が
随分Ｔ字路となっております。これは
その時代の背景が、まちづくりにかか
わっているわけです。ちょうど藤堂家
のお姫様が専修寺にお輿入れをなさ
る、その時期、大火事で専修寺が焼失
をしておりました。その中で専修寺の
地所が中央にある点線の右半分であ
りました。それから左半分を藤堂家が
寄進をしていただきました。そのとき
につくられたこの町、いわゆる藤堂家
がこの町のまちづくりにかかわって
おりますので、城下町をつくるような
手法で、こういう環濠を跳び越えられ、
そして、中に入ってきて真っ直ぐお寺
のほうに進んでもらうと困るので、遠
見遮断（とおみしゃだん）の路という
ことで、宮本武蔵の兵法書にある城下
町づくりという手法が取り入れられ
ております。現在は車の往来がござい
まして、少々Ｔ字路が通過する、道を
そのまま延ばして延長したような状
態にな っているところもございます。
これが２つ目の宝物である環濠で
ございます。何か皆さん見ていただく
と、ちょっと薄汚れた汚い、どぶのよ
うに見えますが、この環濠は、東西
450ｍ、南北 400ｍという大体正方
形の形に造られておりまして、いわゆ
る豪族が財を守るために、お寺を中心
72

とした自治都市をつくったのです。こ
の寺内町の環濠が、その昔の地図の状
態のまま残っているのが全国で一身
田だけになっております。
これが３つ目の宝物である一身田
の寺内町の中に残っているそれぞれ
の時代 を表す格子戸のかかった商家、
あるいは裏にある蔵が並んだ様子で
す。一番皆さんに見ていただきたいと、
こちらがお勧めをするポイントでご
ざいます。
それから、建て替えられて昔風にし
ていただいた部分が、この薬屋さんで
すが、今、一身田では準防火地区（じ
ゅんぼうかちく）といって、建物を改
築するにあたって、外壁はサイディン
グとか防火処置を施さなければ手が
掛けられないという、私たちがまちづ
くりをするにあたって問題となる法
がございます。そのために、こちらが
思うような器材をそのまま使って残
すということが不可能で、今の薬屋さ
んは、表のお店と、今、格子のかかっ
ていた部分と切り離して改築されて
おります。あのまま一緒に改築がされ
ると、今の格子は消えてしまってもう
見られ なくなってしまっております。
それを残すために前半分を切り離し
て改築をしていただきました。こうや
って銀行さんもこの町にあったよう
に建物にしていただいております。
これはさっき申しましたＴ字路で
す。兵法上も迷路のようなまちづくり
です。それから、防災上でも、西風が
吹いて左手から右手に、西が左手にな
ります、火災が起こると、総なめに町
を火がなめてしまう。結構、専修寺が
何回か 大火で消失しておりますので、
そういった火の足が止まるようにＴ
字路で家並みを切っている。それが一
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番はじめに見ていただきましたお寺
の山門、あのようにＴ字路を見ますと，
景観という意味では、ちょうど額縁に
はめた 絵画のようにも見えてきます。
そのような意味でこのＴ字路のある
町というのが、私たちの宝であります。
それで、平成元年にまちなみ調査会
報告書、それから８年と、こういうふ
うな感じで寺内町を考える会などを
継続してやってまいりました。これで
私は商工振興の副会長の頃から、会長
職を辞してからも、この町の残すもの、
それから、皆さんに広めて守っていく
もの、そういうものの再発見というこ
とをいろいろとガイドの皆さんと共
に手を組みながらやってまいりまし
た。観光振興懇話会のメンバーは、一
身田商 工振興会、一身田連合自治会、
一身田婦人会、一身田青年団、青年団、
それか ら、「一身田寺内町ほっとガイ
ドの会 」、こういった各種団体と専修
寺さん、それから町の有志、市議会議
員、県の皆さん、それから市の皆さん
で、共に協働で進めてきました。
この中で昔のまちなみを案内板で
紹介するという部分に、今年やっと一
つ手が届きました。昔の写真を板に焼
き付けて、この景色が、このビューポ
イントから見た昔の景色と現在を見
比べてくださいという形で紹介する
看板を４枚取り付けさせていただき
ました。その案内板は、ほっとガイド
の皆さ んが、「ここの環濠沿いには蔵
がどうい うふうに並んでいましてね」、
「この景色は何とも言いようのない
昔をしみじみと偲ぶ良い景色だった
んですよ」といっても、やはり百聞は
一見に如かずということで、写真のパ
ネルを見て、ああ、こんな状態だった
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のですねと振り返ってもらえるよう
な、そういう形で提供するという手法
を取らせていただきました。
それから、今の中学校の子どもたち、
あるいは学生さん、地域の住民と顔見
知りになり、そして、いろんな意味で
声が交わせるようになる。そうすると、
いろんな意味で仲良くなり、子どもた
ちが、ちょっとよそ道に反れるような、
そういったときにでも、いろんな意味
でこちらが顔を知っているというこ
とになる。そういう手法が広がってい
き、環濠の清掃などを行ってまいりま
す。
それから、高田本山専修寺との協働
でございます。これが先ほど申しまし
た看板でございます。ここは昔、電話
交換所のあった郵便局です。それから、
ここで明治時代、大きい緑門をつくっ
て、町の大きな行事が行われたところ
でございます。これは新聞で紹介され
ました。
この町を守り育てる意味では、やは
りいろいろな重要文化財のお寺と環
濠が残っている町であるということ
と、もう一つ、町のみんながこの町を
これからも守り、そして、これからも
自分たちの住むこの一身田の寺内町
というのが、子どもたちにとっての故
郷であるという発想を常に胸に植え
付けていきたいということで、こうい
った子どもたちを対象に勉強会など
もやら せていただきたいております。
これが町の総出での一斉掃除でござ
います。いろんな意味でこうやって新
聞にも取り上げられて、どんどん進ん
でまいりました。
高田本山が行事を行うときには、こ
のようにみんな若い者が出て、それぞ
れのお店の前とか、町中に紅白幕を飾
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り付けたり、我々の手でつくっており
ます。これが来年４月に行われる
750 年遠忌、京都市では今年行って
おります。高田本山では来年行われま
す。こういった環濠も昔は左側のよう
に白いポールでありましたが、やっと
ここのところで黒いこういった擬木
のような感じに見えるガードのタイ
プに変えさせていただきました。今度、
まちづくり交付金を利用して、左側の
山門の前に、丹生大師（にゅうたいし）
の前にある石畳のような景観の道を
３月いっぱいでこういう道に整備し
て、歩道も石張りになって、このどぶ
に見える用水の溝もしっかりときれ
いな溝に整備をしていきたいと、今工
事が着工されております。
これからもますますこの一身田で
子どもたちが十分、伸び伸びといろん
な意味で歴史を勉強し、また、お寺に
は関係なくても、この町の良いところ、
を知ってほしいです。あるいは親御さ
んにも、親御さんは一身田に生まれて
いない方がたくさんみえますが、ドー
ナッツ状に住宅地ができております
ので、そういう人たちにも、故郷はお
じいちゃんおばあちゃんのとこだと
言うんじゃなしに、若い子が僕の故郷
は出身小学校のある一身田だと言っ
てもらえるような活動をこれからも
続けていきたいと考えております。
どうか、一身田という町へぜひとも
足をお運びいただきまして、ホールに
掲示を させていただいてございます、
お祭りなどもございます。どうか楽し
んでいただきたいと思います。今日は
ご静聴、どうもありがとうございまし
た。こ れで終わらせていただきます。
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《

コーディネーター

町の防御を中心としてできあがって
きたということで、寺内町の町という
のは、全国的にも大変数が少ないので、
一身田の最大の特徴は、数がとても少
ない貴重な歴史的な町だということ
だと思います。
中西さん、また後ほど、よろしくお
願いいたします。
それでは、引き続きまして、今日は
岐阜県の大垣市から坂（ばん）さんを
ゲストにお招きをしております。
皆様もよくご存じのとおり、桑名も
大垣とは川の上流と下流ということ
で、鉄道もつながっておりますので 、
地形的にもとても近いです。養老山系
でもつながっておりますので、そうい
った意味でもいろいろと歴史文化的
にも関わりの深い大垣から、今日は坂

》

中西さん、どうもありがとうござい
ました。今、中西さんのお話を通じて、
一身田のいろいろな住民が中心とな
って取り組まれているまちづくり活
動について、概要がお分かりいただけ
たのではないかと思いますが、中西さ
んは一身田に、本当に欠かすことがで
きない地域リーダーで、とてもアイデ
ィアが豊富で、それから、他市のいろ
いろなまちづくりもよく勉強されて
いて、本当に中西さんは地域ではご活
躍をされています。
一身田の特徴は、もう中西さんのお
話のとおりですが、神社、仏閣を中心
に町ができるのは、全国的にもよくあ
ります。その中でも特に普通の門前町
と違って、寺内町という、ある時代に
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さんをゲストにお招きしています。
では、坂さん、お話をどうぞよろし
くお願いをいたします。
《

坂

「 Town Management Organization 」
ですね、こういうのが始まるのですが、
その一年前から、地域の住民が自由闊
達に議論できるような、そんなことで
みんな集まっておいでよ！という呼
びかけが、大垣商工会議所からありま
して、そこに概ね 150 名ほど集まっ
てきたのが、「まちづくり工房大垣」
です。この当時、僕は「大垣まちづく
り応援団」という任意団体を別でやっ
ていましたが、同じような考え方で
「まちづくり工房大垣歴史観光グル
ープ」や、その他にも、５グループが
ありました。それらのグループと、い
ろいろ活動を一生懸命やっていく訳
ですが、地域貢献活動というのは、こ
の当時、
「岐阜地域貢献活動センター」
というのがありましたが、まだ立ち上
がっていない状態でした。活動も何も
できなくて、というよりもお金がなく
て活動ができなかった。お金がないか
ら活動せんと居るのか、という訳にも
いかないので、とにかくみんなボラン
ティアで頑張ってスタートさせたと
いうことです。そしてＴＭＯがスター
トしていきました。みんな本当にいろ
いろ活動をしました。
後で写真を見てもらいますが、「岐
阜県協働型県民活動促進事業」という
のが始まってきまして、とにかく岐阜
県一円が、市民活動でもっとがんば
れ！ということで、個別の企画提案を
どんどん出すことによって活動助成
金をゲットして一緒に活動してこう
よ！ということなんですね。そういっ
た募集が始まりました。ここで「美濃
路大垣宿再発見探訪事業」という企画
を立上げて進めて行った甲斐もあっ
て、以降は自由闊達に進んでいくんで
すが、市民活動団体というのは、誰し

》

とてもバイタリティーある中西さ
んの後 で、苗字が「ばん」なだけに、
眠くな るといけないなと思いますが、
しばらくお付き合いよろしくお願い
します。ここに出ています平成 10 年、
もっと前もあるのですが、ここからの
活動をざっとご説明したいと思いま
す。
地域貢献活動からスタートしてい
きます。僕は建築士です。先ほど三重
県建築士会の皆さんもいろいろ活動
しておられ感嘆しきりです。約 20 年
前から僕も地域で何かできることは
ないのかな、ということで、活動して
いました。
大垣の三輪酒造など 、町屋を調査と
ありますが、船町界隈の景観を何とか
残していきたいという思いは、三輪酒
造さんをはじめ、その地域に住まわれ
ている 一部の方々がずいぶん前から、
意識を持っておられて、そのグループ
に参画して地域貢献活動の展開が始
まりました。それが「セイノーシンク
タンク」です。パネルもホールのほう
に出してありますが、地域の小原鉄心
（おはら てっしん）とか、守屋多々
志画伯、そういった人をもう少し身近
に感じたいとか、いろんなお考えはあ
ったのですが、三輪酒造さん、地域の
方々と一緒にやっていこうというこ
とで 、「まず、あんたんとこを先に調
査しよまい」ということで、三輪社長
さんと調査を始めました。
そうしていると、大垣市ＴＭＯとい
うのがスタートし始めるのですが、
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も自分のやってることが一番に思え
てくるらしく、他の団体がやっとるこ
とを、 どうも斜めでものを見るとか、
そういうことがあるんですね。せっか
くみんなが苦労してＴＭＯがスター
トしたのに、ＴＭＯが一つも前に進ま
ないじ ゃないかというようなことで、
いら立ちも随分出てくるようなこと
がありました。でも、そういうことに
めげず いろいろやってまいりまして、
やってきたことだけを先に説明しま
しょう。
まちなみ調査も建築士で始めまし
たが、船町のまちなみというのは、セ
ガイ造り、腕ハガイ、連子格子（れん
しごう し）、紅柄造り（べんがらづく
り）、この４つの特徴を持っています。
そういったことを地域の皆さんに、と
にかく広く知ってもらわないと、自分
の住んでるところの良さは分からな
いと思うんですね。そういうことをや
りました。報告もしました。皆さんに
資料を提供しました。
そうやっていくんですが、一向に気
運が高まらない。気運が高まらないの
で何と かしないかんな！という中で、
浅野先生にお越しいただいてセミナ
ーを開催したこともございました。あ
と、お隣の三重県にある、関とか河崎
とかいろんなところの景観を見てい
ただくバスツアーを企画して、地域の
人の気運を高めようと思ったんです
が、ミステリーバスツアーは楽しいけ
ど、景観のことはあんまり楽しくない
よ、と言われて、とっても寂しい思い
がしました。
そのときに「昔の船町を語ろう会」
ということで、長老の７、８人にいろ
んなことを語ってもらったのがいい
きっかけになって、ここで出てきたの

が、昔、船町界隈には、運河がありま
して、そこに橋が順番に、一つ目橋 、
二つ目橋、三つ目橋、四つ目橋、五つ
目橋と、５つ架かっていて、もう１つ
その間に常隆寺に渡る橋もあって、全
部で６つもあったんですね。それが昭
和 34 年の埋め立てで県道が広くなっ
てしまったことによって、その橋の欄
干が全部とっぱらわれ、愛宕神社にほ
っつけてあったということです。
それを何とか復活させたいという
のが後期高齢者の集まりである「昔の
船町を語ろう会」で、そのお話をお聞
きしたときに、それだったらみんなで
やろうじゃないか！と。岐阜地域貢献
活動センターのほうでお金はゲット
してあるので、なんとか重機代ぐらい
は出せるじゃないかということでや
りました。それがけっこう好評で、皆
さんやっと、こっちを向くようになっ
たのかな？ということで次に進めら
れるようになりました。
大垣の船町界隈というのは、水門川
が流れていて、伊勢市の河崎、こちら
は海に近いのかもしれませんが、景観
的に似かよったところがあり、それで
河崎を見学させてもらったという経
緯がございます。これらの見学費用な
どは行政さんから助成金としてお金
をゲットするんですが、要は自ら企画
提案をしていって、それでゲットして
来るというものばかりです。言い方は
悪いですが、行政さんのほうから声が
かかってきて、「あんたんとこで、こ
れやらへんかね」というのとはちょっ
と違うんです。
都市再生モデル事業の、わが町のま
ちづくりプランワークショップを企
画して、いろんな再建とか何かをやっ
て気運も高まってきたので、「じゃあ
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大垣に は、山（山車）がある！」、山
（山車）をもっている 10 ヶ町の方々
に声を掛けて、自分とこのプランをこ
れから立てようじゃないかというこ
とで仕掛けたんですが、見事、大失敗
しまして浅野先生に大変なご迷惑を
かけてしまったといういきさつの案
件もありました。
県からは「協働のための協議の場」、
「地域活性化ファンド」といった、い
ろいろ事業が出てきます。そういう中
でいろいろエントリーしながら、地域
を仕掛 けながらやっていって、「岐阜
県地域活性化ファンド」が設立された
ので、じゃ、もう一度、わが町のまち
づくり プランの中でも､積極的に取り
組んでくださっている船町・竹島・本
町、この３町も山（山車）を保有して
いるの で、再度、企画を出しました。
そしたら、県のほうでは最初、乗り気
で、「ええ企画やんか！ええ企画なん
やけどお祭りがあってすぐにはでき
へんやろから、お祭り済んだら持って
おいで 。」と言われて、５月になりま
した。そのつもりで居たら、行政さん
は毎年４月には異動があって、担当者
が替わってしまい、前任者はオッケー
を出してくれたのに、後任者には認め
てもらえず大失敗をしたというもの
です。
また、はつらつファンドで資金をゲ
ットしながら、行政さんと一緒に協働
コーディネーター養成講座というの
をやったんですが、そこで大垣市さん
と協働でやり始めたのが 、
「水都まち
づくり楽校」と「赤坂まちづくり楽校」
です。これも４年ほど続けてやってい
ます。
今現在、どうなっているかというと、
ＴＭＯ の予算が出てきて、「奥の細道
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結びの地記念館」というのが一応でき
あがりました。あと、これは坂しかで
きんやろ、ということで、僕のところ
にお声がかかってきて、その記念館の
ある東側の修景計画、約 15 軒分を僕
のほうでさせてもらったことがござ
います。これは昨年度の話です。
時代は今、新しい公共というふうに
なってきておりますが、今、景観整備
機構に向けて進めていきたいと思っ
ているところでございます。
どんなことをやってきたのか、とい
うことですが、まちなみウォッチング
をして、グループ有志で美濃路 88 リ
ストをつくって、その 88 の中から「皆
さんが後世に残したいところはどこ
ですか？」と市民投票をして順位を決
め、それで 33 ヶ所リストというのを
つくり、33 ヶ所をスタンプラリーで
回れるような企画を立てました。スタ
ンプラリーも継続してやりましたし 、
美濃路歴史散歩、諸先生方にお願いし
ていろいろ歴史の話をしていただい
たりもしました。何ヶ所か回ってスタ
ンプラリーをしたときに、いろんなグ
ッズを作り、例えば「おいじゃーすシ
ール」というのを 作って、どこどこ
のお菓子屋さんでシールを貼っても
らったら、その分だけ他で還付しても
らえるようなこともやってきました 。
あと、このとき作ったグッズ、「おい
じゃーすタペストリー」、それから「お
いじゃーす法被」なんかもあります。
こういうふうにして、一つ目橋から
五つ目橋までの親柱の再建ができて 、
昔ここにあったんだということで、地
域の皆さん、とくに年配の方がそうや
ったなぁ、というようなことで感動し
ていただいているところです。
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赤坂でも、平成 19 年から４年間ほ
どつづけてやってきました。赤坂では
毎年 11 月に「中山道赤坂宿祭り」と
いうのがあって、それが地域の一大イ
ベントなんですが、そのときが皆さん
の声を聞く一番いい機会だというこ
とでやりました。
これが赤坂だ、というものをポスト
イットにアンケート形式で書いてい
ただいて、その中で出てきたのが、地
域歴史景観の創出による観光客の誘
導促進、地域マップ作りだとか案内板
を作ったりして、観光客を誘導したい
というご意見が多かったわけです。
地域のマップ作りをはじめて、ワー
クショップをしながら進めていった
ときに、やっぱり地域にはキャラクタ
ーがあ ったほうがいいよね、それと、
手作りのマップのほうが尚いいよね
という ようなご意見が出ましたので、
大垣女子短期大学の学生さん方にお
願いして、キャラクターを考えてもら
いました。
それか ら、「赤坂検定」ということ
で地域のことをまだ知らない子ども
たちもいっぱいいますので、おもしろ
おかしくクイズをしながら検定問題
に取組んだりもしました。それがガイ
ドブックにつながっていきます。
次に、案内板図案アンケートいうこ
とでやったことで、ホールのほうにも
そのとき作ったサンプル、模型の制作
というのがありますが、そんなものを
皆さんの合意を得て作りました。
２年目 でオブジェ案内板２基作り、
３年目でもう 1 基作りまして、全部で
３基作りあげました。これも地域の皆
さんのお声を聞きながら、ワークショ
ップしながら進めてきた成果でござ
います。

それから、ちょっと飛ばしましたが、
歴史的資産を活用した交流の憩いの
場づくりということで、中山道の赤坂
宿の界隈で皆さんが活動できる拠点
づくりということで進めていきまし
た。その結果、嫁入り普請探訪館の奥
座敷を皆でワイワイ話ができるよう
な集会の場所ができたので、皆でスノ
コを作ったということです。
昨年はまちなみ環境点検調査とい
うのをして、自販機とかエアコンの室
外機なんかが景観にマッチしづらい
ので、格子作りの目隠しを作成して現
在にいたっておるということで、写真
を紹介しています。
これは手作りのマップです。これ全
部ワードで作ってあります。僕が作っ
たわけじゃないので。地域キャラクタ
ーの制作は女子短大の美術部の人に
お願いしたんです。散策コースが書い
てあるので、地域マップを片手に市内
を散策できますよ、ということで、こ
れは徒歩バージョン、次はサイクリン
グバージョン、広域をチャリンコに乗
って回っても３時間以上かかるとい
うコースに設定してみました。
これが赤坂をイメージした案内板
オブジェということで、地域の山にあ
る石灰岩をモチーフに、蛍、ヒメ蛍と
源氏蛍がその地域には生息している
んですが、それをあしらったオブジェ
に、ここはどこですよということを書
いたものですね。次、これはスノコづ
くりです。スノコ作りは、みんなで集
まって 10 名ほどでやりました。
作って置いてあるだけのマップで
はなく、できたマップをとにかく活用
できる企画はないかということで、マ
ップ活用イベント、「夏休みの宿題解
決ツアー」とか、「ミステリーで終着
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駅ツアー」というような２つのネーミ
ングをつけて、赤坂のほうに来ていた
だいて町の中を散策、子どもたちの夏
休みの自由研究にもなって親子で楽
しめる 企画をさせていただきました。
これが真っ赤っかとか真ブルーと
かいうの（赤や青の自動販売機）をな

くした格子づくりです。昨年ですけど
も、いろいろ路上でアンケートを取っ
たりしたんですが、中学生も参加をし
てくださってアンケートに協力をい
ただいたパネルがホールにございま
す。
以上です。ありがとうございました。
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《

コーディネーター 》
坂さん、どうもありがとうございま
した。今、坂さんの話を伺って皆さん
もお分かりのとおり、坂さんは景観法
ができる前から大垣の歴史や文化を
掘り起こして、それを活かした景観ま
ちづくりをやっていこうということ
で、かなり早い段階から大垣の中心的
な存在 として活躍をされていました。
坂さんが自己紹介されるとおり一級
建築士ですので、歴史的なまち並みを
見る目というのは、プロの目から見る
ことができますから、そういったプロ
の目を通しながら、残された大切な民
家の保存活用、また民家だけに限らず、
幅広く歴史・文化を活かしたユニーク
な景観まちづくりに向けて常に精力
的な活動をされています。また、坂さ
んにも後ほどの質疑応答などを通じ
ながら、いろいろお伺いしてみたいと
思います。
それでは、ここで一通り３人のパネ
リストの方から、それぞれの立場で景
観まちづくりについてどういうふう
に取り組んでいるかということで話
題提供をしていただきましたので、後
藤先生から一言コメントをいただき
たいと思います。
《

コメンテーター 》
３人の方のプレゼンテーションを
拝見して、景観まちづくり、非常に進
んでい るなというふうに思いました。
それぞれのプレゼンテーターの人選
も大変 良かったんだろうと思います。
僕自身が景観を理解するときに、３
つの層で景観は成り立っていると考
えます 。１つは、風土といいますか、
自然、これは一番、町のその地域の基
盤だと思います。さらに、その上に歴
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史の層が乗っかっています。さらに 、
その上に今日の我々が暮らしている
現代社会の層が乗っています。この３
つの層から私は景観を考えるわけな
んですが、今日の３人のお話は、まず、
自然に依拠した、でも、その自然とい
うのも大自然ではなくて、非常に身近
な自然、その身近な自然とのかかわり
合い方についてのお話から伺うこと
ができて、次に、一身田寺内町の歴史
ですね、そういう層についても触れて
いただきましたし、さらに、現代社会
の生活に根ざしたという言い方をし
ましたが、３つ目の層、例えば最近で
言うと、商店街をどうしていくかとい
うようなことがどの町でも大きな問
題になっておりますが、そうした３つ
の景観を読み解く層について上手に
組み立てていただけたというふうに
思っています。
それで、それぞれ皆さんの熱い思い
が伝わってきました。要は、先ほどの
私の話によると、物理的な景観の姿が
良いか悪いかということだけではな
く、それを愛して、そのために、ある
意味、身を捧げてと言うんでしょうか、
非常に丁寧に手入れをして、そういう
暮らしの中で地域の人々がその景観
を守るためのかかわり合い、というも
のが感じ取れてこそ、初めていい景観
なんだというふうに我々理解できる
んだと思うんです。ですから、今日の
お話ですと、多度山の遠景は、この桑
名の中心市街地から見て、非常に大切
な存在なんだけど、少し近づいて中景
ぐらいになると、まだまだご苦労がい
っぱいあると。ミカン畑の耕作放棄の
問題ですとか、孟宗竹の問題、なるほ
どな、というふうに思いました。こう
したものがやはり良くなっていくと

いうのは、そこに多くの人々の努力が
あるから、この多度山の景観というも
のが、今後、中景でも良くなっていく
んだろうというふうに思います。
ちょっと合わせてコメントなんで
すが、どうしてこの孟宗竹の問題が日
本中を襲っているかというと、明らか
に私たちの生活が変わったからです
ね。かつては、竹なくして我々は暮ら
すことができなかったわけです。今は
塩ビパ イプなりビニールパイプなり、
すべてパイプ類というものを化学製
品で手 に入れていますが、かつては、
すべてこういうパイプ状のものとい
うのは、竹から我々いただいていたの
で、必ず暮らしに近いところに竹林が
あって 、その竹を使うことによって、
その竹林が守られていく。今、我々の
生活の中で竹を使うことが少なくな
ってしまったので、何か急に孟宗竹が
悪者になってしまったかのようにな
っているわけなんですが、本来はそう
いう生活と密接にあった里山の重要
な資源 とのつきあい方を、少し我々、
忘れてしまっている。まさに、いかに
手入れをするかということがそのま
ま景観に現れてきているということ
の大きな照査だというふうにも思い
ました。
また、一身田のお話の中で、古い写
真を町の中に置かれる紹介がありま
したが、ちょっと辛口の話をさせてい
ただくと、あそこでいい写真を撮ろう
と思うと、あれはじゃまにならないの
かなというふうにも思ってしまった
んですが。最近、ああいう古い写真を
手に持って、今の風景をデジカメで撮
るということが少しはやっているん
ですね。時相（じそう）の写真といっ
て、この古い写真はどこで写したのか

なという場所を探しながら、ここだと
ぴったり合う場所でもう１枚こちら
から撮る。そうすると、フォトショッ
プなんかが難しい作業をしなくても 、
かつての時代で今、一つに重なるよう
な。ですから、その古い写真というの
は、何も現場に 365 日、24 時間置
くのではなくて、持って歩いて、ボラ
ンティアガイドさんと一緒にその場
所を探して、そこで記念撮影をすると
か、また、いろんなやり方があるかな
というふうにも思いました。
それから、坂さんの大垣のお話の一
番すばらしいところは、失敗をあから
さまにお伝えいただけるというとこ
ろで、たくさん失敗されているのがい
いなというふうに思いましたけど、そ
この中で耳をよくついたのが、「予算
をゲット」という言葉だったんですね。
これは確かに金がなければ始まらな
いところもあるんだけども、どこかで
身銭を切って進めていくようなとこ
ろも、一方で並行してあってもいいの
かなとも思いましたし、身銭を切ると
いうのは嫌々切るのではなくて、楽し
いから身銭を切ってでもそこに参加
していくような、何か人間の利己的な
部分をくすぐるようなところがあっ
てもいいし、場合によっては、そこで
何か儲かることが入っていてもいい
のかもしれないな、とも思っていまし
た。
いずれにしろ、行政の平等、公平と
いう物差しで計られるような活動で
はなくて、市民が小さなビジネスをそ
こで起こすようなことも、これからは
あってもいいと思うんですね。あるい
はそこで小さな競争が起こっていっ
てもいいと思います。そういうのと景
観まちづくりというのは、多様な中で
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進んでいくのではないかと思いまし
た。大変お話を楽しく聞かせていただ
きました。どうもありがとうございま
した。
《

コーディネーター 》
どうもありがとうございました。そ
れでは 、多少時間も押していますが、
引き続き、後半の議論に入っていきた
いと思います。もう少しだけ各パネリ
ストの皆さんに、私のほうからいろい
ろと質問をさせていただいて、それぞ
れの事例の特徴等について補足のコ
メントをいただければと思います。
では、最初に、今日のシンポジウム
のテーマは、水と緑と歴史ということ
で、それを大きなテーマとして考えて
います。これは桑名市民の方であれば、
よくご存じだと思いますが、桑名市で
総合計画を作ったり、都市計画のマス
タープランを作ったりするときに、や
はり多くの委員の方が繰り返し、大切
なものとして言われるのが、水と緑の
歴史ということで、これは桑名の景観
を特徴付けています。分かりやすくそ
の３つの言葉が言い当てているので
はないかと思います。
そして、その水と緑の歴史というテ
ーマを踏まえながら、３つの団体から
それぞれ自分たちの活動と、その３つ
のキーワードと課題について話をし
ていただきましたが、水や緑、歴史と
いうのをテーマにした景観づくりに
取り組んでいくうえで、活動の中でい
ろいろ苦労されていることとか、それ
から、活動により発見することができ
た新しい景観的な価値です。景観的な
価値については、前半、後藤先生が講
演を通じて話題提供をしていただき
ました。今まで当たり前のように思っ
89

ていたけれども、実はその景観まちづ
くりを通じて改めてそれがあること
が重要だというのが分かったとか、い
ろんな景観価値が発見できたのでは
ないかと思いますので、活動で苦労さ
れていることとか、活動を通じて、今
日の後藤先生の話題の身近な景観価
値の発見というようなことについて 、
皆さんそれぞれ一言ずつお話をいた
だければと思います。
それでは、今度、話の順番を逆にし
て、坂さんからよろしくお願いします。
《

坂 》
苦労しているところは先生に申し
訳ないですけれども、経済的なことが
一番なんですよ。外に置いてあります
携帯ストラップは、最低 300 個から
しか作れないんですが、補助金として
認めてくれるのは 50 個だけ、そうす
ると残りの 250 個分は、はっきりい
って僕が自腹切ってるんですよ。冗談
抜きで。
そういう経済的な負担があるとい
うことと、歴史を活かして地域に観光
客を誘導したいという方々は、今の後
期高齢者の方々が多くて、次世代の人
たちがそれをよしとしないというこ
とが問題です。要は、何百メートルも
離れたところに車は置きたくないし 、
通りは下がってもいいので、車を目の
前に停めておきたいとかいうことで 、
景観をなんとかしようと言っても、大
多数の若い世代の人たちというのは 、
それに耳を傾けてくれてないという
のが、現実問題としてあります。この
景観を何とか残したいというのは高
齢者だけなのかと思うと寂しい限り
ですが、そういうことです。
歴史を活かした景観そのものは、初

めからそこをターゲットにして大垣
の船町も赤坂もやってきております
ので、価値を見出すことに関しては広
く伝わったのかと思います。赤坂なん
かの場合は、アンモナイトの４億年で
すか？何億年のものから、つい最近ま
で中山道の宿場町沿いで大理石を売
っていたという時代まですごく歴史
が深く長いんですね。そういったこと
が、マップを作っていろんなことをや
った甲斐あって、小中学生もそうです
が、どんどん周知はされてきておりま
す。けれど、次世代の人たちは、何回
も言うようですが、軒先をそろえよう
とか、景観を残そうとか、そんな気は
なくって、目の前に車が置けて少しで
も今より快適な生活ができたほうが
いいと思っている方々が多ございま
して、その辺の意識改革をどうしたら
良いかが苦労の種かなと思います。

て、中西さん、コメントをお願いでき
ますか。
《

中西 》
どちらかというと、私の町は恵まれ
た環境に、今あると思います。まず 、
最後のほうで申し上げましたまちづ
くり交付金というのが一身田に交付
されており、いわゆる道路面のカラー
舗装、側溝の整備、ガードパイプの改
修等々、環濠の昔の風景への復刻とい
いますか、そういったことにも徐々に
徐々に町の皆さんの意見も集約しな
がら動いております。子どもたちも参
加してもらい、お掃除だけではなく 、
もう 24 年、七夕祭りという祭りを興
してまいりました。子どもたちが作っ
た七夕にぶら下げたお星様へのお願
いごと、そういったものを見に親御さ
んがどんどんと旧の町の中に出て来
てくれるようになりました。また、そ
のころの子どもたちが、今度は自分の
子どもたちを連れて来てくれるよう
な年を経てまいりました。
町の活性化のために、私は常にオン
リーでやっているということはほと
んどございません。みんなが協力して
みんなで相談してやっておりますの
で、今、ほっとガイドの皆さんに協力
していただいて、やろうとするこの活
動の中で、先ほどうれしいご指摘をい
ただきましたが、４枚、昔の写真を掲
示しました。その場所に掲示したのは、
先ほどの郵便局だけで、あとは違うの
です。
今、おっしゃっていただいたように、
阪東妻三郎、市川右太衛門の若かりし
ころ、一身田の寺内町は昔の映画の撮
影がたくさん行われておりまして、今
で言う京都の太秦の現代版というか 、

《

コーディネーター 》
了解しました。どんな活動でも活動
費用をどうやって捻出していくかと
いうことと、次世代をどう巻き込んで
いくかということは、必ずこういった
シンポジウムとか議論とかに出てく
るテーマだと思います。
次世代の巻き込みについては、伊藤
さんからもコメントしていただけれ
ばと思います。伊藤さんの写真で、子
どもたちを巻き込みながら植樹活動
をされているという話がありました
ので、そこで伊藤さんたちの活動が子
どもたちをどういうふうに巻き込み
ながらやっていくか、また、参加した
子どもがどういう感想を持ったかに
ついての補足をしていただければと
思います。
では、続きまして、同じことについ
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いわゆる戦前から戦後ちょっとの間
のことなんですが、十何本という映画
が、トーキーから映画にかかった時代
に、そういう我々にとって大きな財産
が残っておるんです。それを今の映画
看板を描いて、それを掲示してこの町
で撮影された物語を一つ提供してみ
ようかという動きを今起こしておる
んです。昨日も会議をしておりまして
ぶつかりました。そのころの映画は白
黒映画でした。だからカラーの看板に
なるのかならないのか。それから、ま
だまだ肖像権的なものが生きており
ますので、そういった部分をどのよう
にクリアしながら、例えば無法松の一
生の阪東妻三郎さんなんかが人力車
を引いて走るところが、一身田の専修
寺の太鼓門という門の土塀のあたり
なんです。それを復元したいなと先日
もほっとガイドの会長さんたちと話
をしております。どんどんと進めてい
きたいということですが、いかんせん、
昔をそのまま語れる方々は増えては
きません。ですから、今の財産を大事
にしながら、いろいろ教えていただい
て、そして、今あるものを再発見して
残していくのが一番頭を抱える、時間
の経過というものが一番困った点に
なっております。この辺で終わります。
《

コーディネーター 》
どうもありがとうございました。中
西さんが最後に言われた時間の経過
の問題も全国共通の歴史的な町の悩
みで、近代化する前の町の状況を知っ
ている方、それから、その当時のいろ
いろ風俗、慣習、方言等を知っている
方がどんどん今、世代交代でお亡くな
りになられてしまうということで、そ
ういった過去の変化する前の状況を
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よく知っている方の知恵とか知識を
いかに私たちが受け継いでいって、そ
れで次世代に送っていくかというこ
とは、とても重要だと思います。時間
の経過ということでまとめていただ
いて、共感をいたしました。
では、続いて同じ質問ですが、伊藤
さん、先ほどの坂さんの回答とも絡み
ますが、子どもの巻き込み方も含めて
お話しいただけますか。
《 伊藤 》
それでは、活動の中の苦労話といい
ますか、多度山は遠くから見ると、標
高 403ｍ、頂上まで約４ｋｍの山で
すが、私がＴシャツの後ろに鯨山、鯨
の山と描いてあるんですが、遠くから
見ると鯨が寝ているようななだらか
な山に見えますが、中へ入ると非常に
急なところが多くて、桜や紅葉を植え
る場所は本当に限られているんです
ね。そのような場所をまず探すのが非
常に苦労をしております。大体秋から
冬にかけて植えるわけですが、その植
えた後、次はどこを植えようかとか 、
そういう場所探し、そして、もちろん
そこで伐採したりするわけですが、
我々が安全に作業できなくてはいけ
ないというのもありますので、そのあ
たりが苦労することであります。
そして、子どもたちを巻き込むとい
う話、これは、特に桜でもそうですが、
３年から５年の苗木を植えるわけで
すが、次の年、桜は咲くんですが、や
はり麓からみえる大きな桜になるに
は、20 年 30 年かかるのですね。私
は今、56 歳です。もう 20 年先どう
なっているか分かりません。というの
であれば、あの若い子たちがこの多度
山を守っていってもらわなくてはい

けないという思いがございます。です
から、子どもたちが今、どうでしょう、
私たちが小さいときは多度山へ結構
遠足に行ったのですね。けども、なか
なか子どもたち今は山には入ること
もない。けども、実際、記念植樹で登
ってきてくれると、非常に楽しそうに
やっています。男の子なんか、野山を
駆け回るという表現がありますが、非
常に楽しくやってもらっています。そ
の中に桜の木にそれぞれ自分の名前
をプレートに書いてぶら下げており
ます。ですから、小学校の卒業ですか
ら、中学、高校と非常に受験、受験と
忙しいときがこれから６年間、もしく
は 10 年間続くと思います。そういう
とき、あっと山を見上げて私の桜はど
うなっているのだろう、そんな思いを
持っていただければ、多度山を守って
いく気持ちがずっとつながっていく
のではないか。まず、そういうことも
私たちが育てていくべきかと考えて
おります。
ですから、子どもたちだけではなく
て、今、私たちのグループに入ってな
いお父 さんお母さんの年代の方にも、
できたら参加してほしいということ
で、父 兄参加でお願いしております。
少子化ということで、なかなか子ども
さんも少なくなってはおりますが、多
度町内に全部広げると私らも大変で
すので、できるだけそういう活動を継
続しながら、少しでも子どもたちにこ
の多度山を守っていただきたいと思
いながら、今、活動している状況です。

伊藤さんが言われたとおり、自然の木
を植えていくと、それが見所になる
20 年後、30 年後を一緒に時間の経
過とともに見守っていくことができ
ると。そういった意味も込めて、植樹
のときに次世代へのバトンタッチの
願いも込めて、活動に次の世代も巻き
込みながらやられていくという、伊藤
さんからのアイディアをご紹介いた
だきました。中西さんの話にも、もち
ろん坂さんの話にも通じますが、短期
間で成果を上げて共感を得ながら進
めていくまちづくりと、それの継ぎは
ぎだけだと、長い目で見たときにまち
づくりはうまくいきませんから、時間
をどういうふうに管理しながら、中長
期的にどうやって長く活動が続いて
いくか。そのためにアイディアを出し
て、いいまちづくりをやっていくと 、
次の世代もうまく巻き込みながらや
っていけるのかもしれないと思いま
した。
それでは、ちょっと時間も押してい
ますが、会場の方にご質問を受ける前
に、もう一言だけパネリストの方にい
ただきたいと思います。
では、最後に、時間も押していて恐
縮ですが、皆さんの活動の中で、今後
の展望等を、一言お話しいただけます
か。
それでは、今度、また逆の順番で伊
藤さんからお願いします。
《 伊藤 》
今後の展望といいますか、ちょっと
私たちが直面している、先ほどの困っ
ている話もありますが、やはり年齢が
特に高くなってきています。やはり山
に入って木の伐採とかをしますと、非
常に体力を使いますので、もっと若い

《 コーディネーター 》
どうもありがとうございました。先
ほどの 中西さんの時間の経過の話を、
今度、プラスの話に転じていくと、今、
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方に入ってほしいというのが今の思
いであります。
同時に、今の子どもたちが、なかな
か山へ行けないのは、特に鳥獣、サル
が非常に多く見えてきています。この
あたりが減ることによって、また景観
も良くなっていくのではないかとい
う思いがありますので、そういう鳥獣
問題も我々、市と協力しながら進めて
いきたいと考えております。

いかな、今は表通りに面するところを
直すと、みんなサッシになってしまい
ます。これでなければ許可が出ないと
いう感じで、昔の町を思っているとい
うことであると、そういうところがす
ごく残念で、重要建造物の重伝建（重
要伝統的建造物群保存地区）にかける
にしては、もうそれほど建物も残って
いません。
さあ今からこの町に足を向けてい
ただく方に、何をお土産として持って
《 コーディネーター 》
帰っていただけるかというと、やはり
ありがとうございます。では、中西
我々が持っている記憶の中に残って
さんお願いします。
いる財産と、それから、おもてなしを
していただくほっとガイドの皆さん
《 中西 》
方の温かい志、それから、入っていた
先だっても台風がこの地方へ向っ
だいたところに何気なく並んでいる
てまいりました。今、消防団の分隊長
ようなお土産物で、決して伊勢にある
をしていますので、風と雨が激しい間、 よ う な 大 き な お 土 産 物 の 類 に は 及 び
赤い車に乗って自分たちの町内をず
ませんが、田舎はこんなもんだと思い
っと回っております。
ながら、町の中には「ほっとするに一
先ほど、説明させていただいた環濠
身田」という広告掲示等のスズラン灯
に清水を流して鯉を泳がしたらどう
がかかっております。そのようなとこ
だろう、こういう夢をずっと持ち続け
ろへスローリズムの町を味わってい
ていただいておる自治会長さんなど
ただけるということを、これからもっ
がおみえです。大水が出ると、みな海
ともっとやっていきたい。そのために
のほうに流されて、その後、魚の姿は
は、我々があまりスローリズムでやっ
一匹もいなくなる。こういった河川の
ておるほど時間をもらっておりませ
水害事情、それから、いろんな意味で
ん。がんばってもう少しやらせていた
河川条例的なものを作って、何とか水
だきたいと思います。よろしくお願い
のきれいな流れというものを上のほ
します。
うから守りたいと思っております。
それと１軒のお家が改修をすると
《 コーディネーター 》
き、家を建て替えたりするときに、い
どうもありがとうございました。そ
わゆる 準防火というこの枠を外して、 れでは、坂さん、よろしくお願いしま
木造の格子をはめてもいいですよ、そ
す。
の辺まででもご許可をいただけるの
であれば、少しでも昔の虫小窓なんか
《 坂 》
を設けたような趣のある家並みも戻
船町も赤坂もそうですが、建築士で
ってくるだろうと思うのですが、悲し
はあっても、僕はそこに住んでいる建
93

築士ではありません。ですから、本来
自分の役目は黒子に徹すればいいん
じゃないかって思っているんですけ
ど、地域の人たちが、歴史的価値ある
景観を残したいとか、どうにかしよう
というふうに思っていない、考えたと
してもどうしたら良いのかわからな
い、そこで建築士である僕が入ってい
って仕掛けて動かす、という形になる
んです。
けれども、地域を変える、活性化さ
せるのは当事者である住民だから、僕
らは黒子に徹してサポートし支援す
る側でいいじゃないかという思いが
強くなってきました。
うちの NPO 法人市民協働支援機構
は、すごくでかいネーミングにしまし
たが、これは三重さんのように景観整
備機構を最終的には目指していきた
いという思いからです。大垣市のまち
づくり担当の部長さんや課長さん、行
政さんとはそれなりにうまくやって
るつもりではいますが、いまだに景観
整備機構を立ち上げるべく条例がで
きていないという状況の中で、何とか
動かしていこうという受け皿側のほ
うを重きに今は考えています。
岐阜県建築士会もいまだ景観整備
機 構 は 立 ち 上 が っ て い ま せ ん 。「 み
の・ひだ文化財専門家育成研修」とい
う養成講座を始めましたが、これはそ
のサポート事業です。地域の中に入り
込んで先頭切ってやるのも一つです
が、建築士が黒子に徹するそういうサ
ポート事業を通して、専門家を増やし
育成していけるなら、それも有りかな
と思ったりもしている。というか、最
近疲れてきましてね。伊藤さんと同じ
で 56 才になり歳を取ってきたので、
ちょっとゆっくり歩こうかと思って

いる次第です。
今後、目指していくのは、景観整備
機構ですが、うちの団体で景観整備機
構を立ち上げたいと考えています。建
築士会でも立ち上げていきますが、両
方検討してやっていこうと思ってい
ます。それぐらいの意気込みで今、ま
ちづくり委員会のほうで活動してお
ります。
あと、先ほど時系列で出しましたが、
新しい公共、今年度から来年度にかけ
ていっぱい、いろんな事業もエントリ
ーしてはおるんです。この景観整備機
構のような一つの仕組みづくりが、マ
ルチステークホルダー（多様な社会集
団が参加した持続的合意形成の枠組
み）的なものの考え方を取り入れなが
らやってるつもりなんですが、いかに
せん、せいぜい建築士が３名と人数が
少ないのもあり、思うように進んでい
きませんが、目標、展望だけは大きく
持って進めていきたいということで
ございます。
《 コーディネーター 》
どうもありがとうございました。坂
さんのやっぱりすばらしさは、粘り強
く活動されているところだと思いま
すので、引き続き、これからも情熱を
失わずにがんばっていただければと
思います。
それでは、時間もちょっと押しまし
たので、そろそろまとめに入っていき
たいと思いますが、最後に会場からも
しご質問があれば受けたいと思いま
すが、質問はいいですか。
《 司会 》
では、せっかくの機会でございます
ので、会場の皆様、活動報告に対しま
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して、活動団体の方々にご意見、ご質
問のある方はお手を挙げてお知らせ
ください。
なお 、時間も押しています関係で、
活動団体の方々への質問のみに限ら
せていただきます。
よろしいでしょうか。では、質問が
ないようですので、浅野先生よろしく
お願いします。

りも高い建物は絶対造らないとか、低
い屋根であっても陸屋根、平らな屋根
じゃなくてみんなちゃんと勾配屋根
を造るとか、なんかこういう見えない
ルールの中で遠景が守られているよ
うな気もしたんですね。ですから、そ
ういう自分たちの町が広く外からど
のように見られてるかという視点も 、
まさに景観まちづくりでも、これから
取り組むべきテーマなのかと今日、教
えていただきました。
それは私自身の個人的な今日いた
だいたヒントなんですが、今日のお話
は総じて、これからどうやって次世代
にこの活動を届けていくかが、皆さん
の共通の意見だったと思います。その
ときに、うまく学校教育の中で景観を
教えていくようなことを、これから考
えないといけないんではないかと私
自身は思っています。
以前、伊勢で浅野先生と一緒に都市
計画マスタープランをいかに子ども
に伝えるかということをやりました
が、要は子どもに都市計画を教えるこ
とをこの国は全くしていないんです
ね。初めて自分が家を造ろう、家を買
おうといったときに、なにやら建ぺい
率とか容積率とかというのがあって 、
これは私の権利を侵害するような、勝
手に家を造らせてくれない、そういう
ものが都市計画としてあるんだ、厄介
者だ、というふうにどうも受け取られ
がちなんですが、そうではなくて、子
どものころからしっかり、どうしてそ
ういうルールが必要なのか。それが 、
ひいては、あなた自身の財産を守るこ
とになるということをきちんと伝え
なくてはいけないと常日ごろ思って
はいるんですが、そろそろそういった
ところへ着手するべきでしょうし、そ

《 コーディネーター 》
分かりました。時間がたくさんあっ
たら、本当はたくさんご質問を受けた
かったのですが、進行にご協力いただ
いてどうもありがとうございます。
それでは、今日の総括のコメントと
いうことで、コメンテーターの後藤先
生から一言いただいて、そして、まと
めていきたいと思います。
では、先生お願いします。
《

コメンテーター 》
いろいろ私も考えるところがあり
ましたが、一つあまりこれまで気にし
てこなかったなと思うことでヒント
をいただいたのが、わが町の他から見
える姿というんですか、遠景を意識す
るとい う、多度山がどう見られるか、
このあたりが桑名の中心部からよく
見えるというようなお話があって、あ
あ、こういう発想をされるのはすばら
しいことだなと。ともすれば、自分の
町の内側から自分の町を眺めること
が多いと思うんですが、そういう見方
というのも非常に重要だなと思いま
した。
その意味で言うと、僕は一身田をい
つも見てるのは、電車の中からこの大
屋根を拝見していて、おそらく全くル
ールはなくても、この御影堂の屋根よ
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の分かりやすいことが、子どもたちに
伝える意味で景観というところから
入っていったらいいんじゃないかと
思います。
私が今、東京の調布という町で同じ
く景観の基本計画をつくる委員会に
参加していますが、そこで強くそうい
う発言をして、先ほど新宿区では、区
の 10 の支所の単位で計画を作るとい
うお話をしましたが、調布では小学校
区単位 で景観計画をきちんと作ろう。
その景観計画をその小学校の教材に
きちっといかせるようなものにしよ
うということで、景観教育というもの
を根付かせるべく、少し桑名市よりは
遅れてスタートしている自治体があ
るんですが、そういうことを意図的に
試みようとしています。今日のお話を
伺っていても、いかに子どもたちを景
観の世界に巻き込んでいくか、それが
ポイントだと伺ったので、私も大変意
を強くしたところであります。どうも
ありがとうございました。

ぜひ、知っていただきたいということ
が１つです。
それから、景観計画の良さとか必要
性とか、あるいは、これから景観計画
を進めていくうえで、また新たな課題
に直面していきますから、そのことを
よく知るうえでは、景観まちづくりそ
のものについても、やっぱりよく知っ
ておく必要があるということで、後藤
先生の基調講演と、実際にそれぞれの
立場でそれぞれの視点からユニーク
な景観まちづくりの活動をされてい
る３人のパネリストの方に来ていた
だいて、それぞれ自分たちの目を通し
ながら、地域の歴史や文化、自然を大
切にした景観を守り育て、活用してい
くことの大切さについて話題提供を
していただきました。今日の話の中か
ら、これから桑名市の景観計画が始ま
っていきますので、また、その運用に
ついてもぜひ、注目をしていただくと
ともに、いろいろな場面で地域の方 、
市民の皆さん、地域の企業の方と一緒
に協働でやっていく場面がたくさん
出てくると思いますので、そのときに
ぜひ、今日のこのシンポジウムの中で
パネリストの方が話されたいろんな
キーワードを思い出していただいて 、
なにか役に立てていただけたら、この
シンポジウムに参加していただいた
甲斐があったのではないかと思いま
す。
私は桑名市とご縁があって、もう
15 年ぐらい桑名のまちづくりにかか
わらせていただいて、毎年、桑名に足
を運んでいますが、私が一言、桑名の
すごい特徴だなと思うのは、いろんな
方に教えていただくのですが、江戸時
代に西国の入口だったということを
よく聞きます。名古屋まで陸路で来て、

《 コーディネーター 》
後藤先生、どうもありがとうござい
ました。
それでは、後藤先生のほうで全体的
な総括をしていただきましたが、最後
に私からも気付いたことを一言お話
しして終わりにしたいと思います。
今日のシンポジウムは、桑名市と三
重県の主催でして、冒頭、久保室長か
ら紹介のありましたとおり、桑名市が
いよいよ景観行政団体になって、この
数年間、議論してきた桑名市の景観計
画がようやくまとまって、これから運
用に入るということで、１つは、今日
お集まりいただいた市民の皆さんに
は、桑名市の景観計画のことについて
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名古屋から桑名にかけては海路で船
で渡っていく。東海道で数少ない陸路
でつながれていない海の部分を渡っ
て、旅人はみな船で桑名に来て、ここ
からいよいよ西国に入ります。そして、
そこから京都を目指す人もいれば、伊
勢神宮を目指す人もいたというふう
に聞いています。この西国の入口、そ
して、三重県のほかの町と比較しても、
かなりまだたくさんの歴史や文化が
積み重なったこの地域の大切な地域
資源を、ぜひ、あらためて大切にして
いただいて、他市にはなかなかこれほ
ど積み重なった歴史や文化はありま
せんから、それを活用した地域づくり、
町づくりをぜひ、行政、市民、企業の
皆さんの連携で進めていただけたら
と思います。
時間も過ぎてしまいましたが、最後
までおつき合いいただきましてどう
もありがとうございました。
それでは、以上でシンポジウムを終
わりにさせていただきます。
また、司会の方にマイクをお返しい
たします。
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