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第１回新潟県景観懇談会（平成１８年２月２１日） 議事内容要約 

 

（委員による議論の前に新潟県の景観の現状と取り組み状況を事務局が説明） 

 

<座長> 

論点が多いが、景観法を使うのは自治体の裁量しだい、どう使うかが問われる。 

景観には人間の営みがあるもの、表面だけの議論ではないので、人間の営み支援に繋がる。 

各自の考えでまずは一巡発言してみてもらう。 

 

<委員> 

景観について、過去に県で取り組んだもの全てを検証してはどうか？景観議論は、以前からの議論と比べて

そんなに新しい考えやアイデアが出る性質のものではない。都市法・公園法はどちらかというと機能追及だっ

た。景観法では官民一体で行う視点と、はじめて「美」を追求したのが特徴。「美」を考えるには「醜い」も同

時に考えて検証することが重要。また今までの景観に関わる個別的な公共事業も検証する必要がある。 

この会議の目的の１つは、主観的な「美」を誰でもがわかるようにした上で、専門の議論を積み重ねていく

ことではないか。 

 

<委員> 

上越市で景観という切り口からまちづくりに関わってきた。 

これまでは、上越では雁木や寺とか建築物を維持していく活動が多かったが、例えば安塚の大規模なリゾー

ト対応など、合併により景観要素が多様になりこれまでの条例で該当しないものが増えた。 

雁木・町家を何とか残したいという活動では、町家を残すことに、文化財の価値あるのか？と市職員に言わ

れたことがある。文化財に対する意識が違うなと感じた。建築単体でなく群として、生活まで含んだ文化価値

を認めるべきではと思う。 

実施している市民活動では、マスコミに発表されたり、多く人が参加するなどイベント時の効果は思った以

上だが、イベントだけでは取り組みは難しい。 

まち遺産の会や、村上のまちづくりファンドなどのレベルまでどうやって到達するかといった、システム的・

組織的に景観やまちづくりに踏み出していくことのハードルが高い。今回の県の取り組みといい、組織間の横

の繋がりといった大きなうねりを作りたい、皆さんの意見を伺いたい。 

生活の中に普通にあるもの「自然景観・雁木（まちなみ）」も、「人々の意識・資金・時間」など問題に対し

て努力しなくては守れない。 

以上、今思っていることです。 

 

<委員> 

事務局からスライドにより紹介された県内景観事例により、豊かな景観が共有財産であることを再認識した。

雪景色にハッとする。甘い？苦しみを知らないと言われそうだが、県民の共有財産である。イベントや人も、

例えば町を歩く歩行者も、景観の一部であると常々感じている。 

大規模開発や信濃川沿いのマンションを良いとするか悪いとするか判断が分かれるところ。個人財産であっ

たり、物の価値としては必要、しかし大きいものは影響も大きい、違和感なく馴染むには時間もかかるが、い

つまでたっても受け入れられないようなものは好ましくない。しかし評価は非常に難しい。 

新潟市民の水辺意識の高まりがやすらぎ堤をつくった。朱鷺メッセは港らしくシンボリックであり、早く目

になじんだのでは。 

歴史的なまちは時間だけでなく、行き交う人、営みなどの目に見えない価値により形成されてきている。こ

れをしっかりと評価する。委員の発言した「背後に隠れる価値の評価」に感銘を受ける。 
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<委員> 

私は美術から。 

「美しい」がこういう所に盛り込まれることをうれしいと思う。「美」を問い直す時代が来た。 

彫刻で愕然としたことだが、駅前や公園のモニュメントがしっくり来ない、生活感がない風景が気になる。 

「美」とはどういうことなのか、時間に耐える事が出来る普遍性が美につながるのではないかと考えている。

「美」をはきちがえて個人の美意識でものをつくることが今まで。主観から客観へとどう置き換えていくの

か。 

本来「美」は生活に密着してあったはずだ。それを表現したいと考えて行っているのが「越後妻有の土壁プ

ロジェクト」である。 

「美しいものづくり」にこだわっていきたい。 

市の懇談会では、生活のあり方、生き方そのものという発言をした。それが表に見えてきたものが景観であ

り、地域の人の生活意識とは切っても切れない。 

 

<委員> 

今回の県の資料にあるようなことで総論はよい。 

各論のなかで一歩でも前進するために何をするのかを考えるのが大事。 

どこでもやっている簡単なことを考えるものいいが、後進県として、他がやってない先進的なことをひとつ

でも盛り込んでほしい。 

（レジュメ 13Ｐ）推進方策３ に県の取り組みがない、やらなくてはならない。 

景観は幅広い総合的な分野。今回は都市計画からのアプローチだが、文化財や営繕、管財、観光、広告それ

くらいは一緒にやらないと解決できない。それぞれ所管が違い、前進できないことが多く、その辺をなんとか

解決しなくてはならない。最近は観光に力を入れているがその辺とも切っても切れない。それらをなんとか上

手くつなぐ仕組みを。例えば公共事業などの地域機関も含めた全体の連携を作っていただきたい。 

郊外開発など、景観は景観法だけで解決できず、他の法制度と関係する。全国的には都市計画の根本的な問

題と認識されつつある。容積率やマンション問題、都市計画道路、自然公園、農村など他制度、それらとの連

携を視野に入れつつ体制をつくっていってほしい。 

以上が行政についてで、加えて民間・事業者については、市民活動は盛り上がっている。残る問題は民間、

例えば、開発業者、施工業者にも利害を超えて協力してもらえる働きかけ、連携がないとどうしようもない。

例えば「建築士会、造園業界、広告業界・・・」ここの対策がないと実際には上手くいかない。 

外にいると新潟のイメージは「ない」（「悪い」ですらない）。有るとすれば、かろうじて「自然」そして、

自然はそれなりに守られている。自然公園が広く定められている。ひどいのは都市部（縁辺・旧市街）。人が来

て住むのは大抵は都市であり、都市に魅力がないと新潟は衰退する。ここでいいイメージを作る必要があり、

今まではこの情報発信が抜けていた（例：仙台の杜の都）。「柳都」は全国的には知られていない。 

自然ももちろん大事だが、都市が課題。 

 

<座長> 

委員のみなさんに私の方から少し質問をしてもう少し皆さんの発言について深く語っていただきたいと考え

ます。 

新しい景観の作り方についての質問です。 

→「新しい景観の作り方（マンション・ビッグスワン等）」をどのように考えるか？ 

→「都市計画の限界」についてはどのように考えるか？ 
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<委員> 

必要だから、ニーズがあるから存在するもの。それらがどうやって周囲となじむかが難しい。田園に立つ安

普請な建物は景観を壊している。設計業界からは言う力・権限がないし、法準拠である以上何も言えない。都

市計画法の範疇のものは出来てしまうというのはゆるぎない事実。景観法はすばらしいが、既存法との整合が

ないとスムーズに進まない。他の既存法が抜け道となっている。 

 

<座長> 

→都計法は最低限の基準を抑えるもの。新潟で活動するにあたり、信濃川周囲のあるべきイメージは？ 

 

<委員> 

川沿いのマンションは利害先行の景観ではあるが、良い悪いは難しい。景観価値の意識付けが市民の中にい

かに浸透するかがポイント「自分だけ良い眺望があればいい」、が現状であり意識が乏しい。 

 

<座長> 

→信濃川のマンション群の景観はどうあるべきと考えるか？ 

 

<委員> 

万代橋景観フォーラムでこれから提案するところ。現状あるもの（既存不適格）は仕方ない、一定の高さ規

制が必要。都計法は最低基準を守らせるもの。その最低基準の中にそもそも「景観・まちづくり」の基準は入

っていない。これは先進国でも異常。これからは「いい」の最低限を守る仕組みが必要。基準の中に「景観」

を入れること。 

マンションはその背後の「景観権利」を奪うもの。自由にしていて良くなるはずはなく、規制をするしかな

い。業者は「法律に書いてあれば守りますよ」と言う。 

既得権益との軋轢は起きる、しかしこれは国民的運動であり、これに各主体が取り組まなくてはいつまでた

っても先進国にならない。 

容積率は余っている。マンション建設も最初の１軒には日照がある。しかし、隣に同じものが出来たらどう

なる？そんな不安定な都市計画でいいのか？ 

これまでの経済優先で住民を無視した時代から、成熟社会への転換は本来あるべき姿を再設定するチャンス。

容積見直しや高度地区導入など。 

 

<座長> 

→住民の側に立った発言がありましたが、「住民運動」住民が営々と作り上げるものについてもう少し詳しく

お話ください。特にイベントの後に空間的な成果を上げるようなことを意図しておられるかお聞きしたい。？ 

 

<委員> 

イベント時には盛り上がるが、終わると元に戻る。高齢化が進んでいる。ハードよりも住む人が「住みたい」

「良くしたい」せめて「通いたい」になるように、生活を確保できるようにしないと３０年先は良く分からな

い。 

上越は流出の町。イベントだけではダメだという思いはある。 

いいところは守られつつあるが、もう少しというところでのちょっとした工夫、「補助金・良くなる事例」など

を、目に見える形で実現したい。形あるものへのステップアップができる団体にしていきたいがステップアッ

プできていない。組織の体力づくりが必要。 
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<座長> 

→土壁プロジェクトで、実体としての土壁をつくっておられるが、その成果を近隣の方は評価しているか、

その様子と共有感の広がりのようなもの（おせっかいし合う）はどんな様子か？ 

 

<委員> 

まちなみメインでやっているが、「共感」と「疑問」に人は分かれる。第 1回は若い人と年寄りが一緒になる、

身近なもので、手作りで、をテーマに考えた。出来たものに対する「良い」という思いを大切にしたい（アー

トという切り口）。形になった段階では「良い」と言う人は増えた。年寄は懐かしいと感じ、若者は新鮮と感じ

ている。 

1年 1棟で、ゆっくり無理をせず可能なペースでやっていく。 

 

<座長> 

→「美」「醜」について、住民運動とからめてどう考えるか、もう少し話していただきたい。 

 

<委員> 

美しい景観づくりは、まちづくりと一緒に進める。なぜならば、まちづくりは市民主体で進められているか

らである。企業も公益的な役割を果たす「取り組みのフレーム」がほしい。行政は独自のマスタープランを作

ってほしい（道路・河川・緑地など）。それらにより市民・企業との合意形成を図ることも重要。そのプロセス

をルールや制度、条例にしては？ 

「美」のイメージを少し古い風景を土台としてはどうか？まわりのもの（材料）を上手に使い、こなれてい

った風景が一つの「美」の目標になりうる。 

 

<座長> 

→マスタープランの内容のイメージは？ 

 

<委員> 

変わるところと変わらないところを整理して、これらについて調整機能をもったもの、例えば「こういう空

間にしたい」を具体的に示して、その形成・保全手法をもつこと。 

 

これまでのまとめのキーワード（４つ） 

①いいものの最低基準 

②人が関わる（組織・意識）、持続する 

③共有・共感・おせっかい 

④美しいこと、醜いこと 

 

<座長> 

「①いいものの最低基準」についてはどう考えるか？（全員へ） 

 

<委員> 

望ましい基準とは、例えば伝建地区である。デザインガイドが明確、これを乱さないことを目指し、許可制

にする。補助金も手厚くする（海外では全て許可制。県内は１つしかない、もっと増やして県外にアピールし

なければならない。しかし、所管は文化行政課であり、連携必要である。この会議にオブザーバでもよいので

出席願う。 
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最低基準とは、たとえば町家の立地については接道・接隣が共通言語なので守る。規模については高さ・ボ

リューム、これだけは守る。景観法パンフの絵でも、駅前の建物の高さは揃っている。例えばセットバック、

広い敷地にマンションではいけない。信濃川マンションの問題点は「高さ」「間口（通風上も）」、そして「ある

程度の色彩統一」、この程度でさほどひどいことにはならない。これ以上求めるには広島の「1階は店」、「裏道

へのパスを設ける」などの 1ランク上の基準も参考になる。昔は絶対高さ規制３１ｍがあったが、昨今高層建

築が当たり前になり都市計画の問題が顕在化。 

広告物については許可制なので、すぐ取り組める。残念ながら新潟県の規制は緩い、新潟市は少し厳しい。

郊外量販店では建物より屋上看板の方が大きいものさえある。新潟県はやろうと思えば規制できるのにしてい

ない。これも最低基準のひとつ。その中で、１ランク上を求めれば広告物そのもののデザインの話がある。 

 

<委員> 

市の色彩・デザインアドバイザーとしては、建物はアースカラーを最低基準としてお願いしたいところ。白

黒も少し色みが入ったものに。 

建物に関してはひどく間違った色使いはそうなくなってきた。商業と広告物に関してはまだまだであり、目

立てばよいという感がある。早急に決める必要があると感じている。 

 

<委員> 

アースカラーに共感。自然の色はしっくりくる。 

那須市では、セブンイレブンの看板ポールは低く看板の色も落としている、しかし認識に何ら問題なく良い

と思った。事業者が認識しないと前に進めない。 

万人が美しいと感じるものはないかもしれないが、圧倒的多数がよしとするものはある。それが正しいかは問

題もあるが・・・。 

欧州の屋根並みは整って同じ色、ひとつの統一要素で街は良くなっている。 

景観法のパンフの絵はまさに新潟市の姿。すぐに出来そうだなと感じる。広告物は条例などで厳しくしては？ 

バスの胴体広告はまさに利害の象徴。また、天辺が赤で胴が銀のバスに非常に違和感。こういった動くものも

景観形成要素のひとつ。 

 

<委員> 

古い町並みに関しては壁面線と高さ。高田の雁木は微妙に違い揺れているが、ここにセットバックした 3階

建てが出ると大変だなと思う。昔は当たり前でも、今は努力しないと守れない。色は、現状のマンセル規制を

超えて素材感・材質感まで行ってほしい。準防火の問題もあるが・・。 

 

<委員> 

景観パンフのイメージは都市主体でできているが、農村・山間部を含めた大枠の議論も一つ必要。 

「庭園」の形や建設プロセスは景観形成や維持保全の参考になる。借景などの伝統手法とその考え方はおも

しろい。先人は何が美しいかをよく知っていた。景観の対象となる県土には自然・環境・歴史といった地域の

個性がすでにあり、これをまず尊重することが最低（前提）基準。しかし、我々は既にそれを壊してきている。 

変えることが善という考えもあった。地域性には他との違いの意味を含んでいる。 

 

<委員> 

新潟は全国的に見れば自然のレベルが高い。都市周辺部の田園や、棚田・里山が危機的状況なのも事実であ

り構造的な問題。行政として助長するようなことはしてはならない。周辺部局との連携が重要になる。市街化

調整区域の開発など矛盾したことが多い、都計法改正でどうなるか分からないが、なし崩しにしないこと。「コ

ンパクトシティ」を目指すと都市政策ビジョンには書いてあるが、現実はずれている。しっかり軌道修正しな
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いと取り返しがつかなくなる。 

 

<座長> 

「②人が関わる（組織・意識）、持続する」についてはどう考えるか？（全員へ） 

 

<委員> 

つくる、より残すがこれからの価値基準となる、今までは２５年でスクラップ＆ビルド。建物をいつまでも

消費物として見て良いのか。これまで数で計れることばかりだったが、数で計れないことも大事。プロセスに

おいて、地域の人が協力し、地域の材料で作られているときに愛着、語り継ぐものの付加、心を建物とともに

育てていくと、誇り「レーゾンテートル」が生まれてくる。そういうことと関わるものづくりだったはず。 

自分たちの手で、身近なところでのものづくりが原点。人が関わると持続する。メンテナンスの問題、継続

性、リフォーム、修繕して大切に使いきるという考え方･･･これからのものづくりに人が関わるシステム構築が

必要。 

 

<座長> 

→委員は技術の伝承については？ 

 

<委員> 

松代では、テクノスクール左官科の若い職人たちと土壁作り（木舞から三層構造にした伝統的なもの）を一

緒にやっている。黙っていると手作りはされない→修理も出来ない→ごみになることまで責任を持つ。人の手

の技術によるものづくりをしている。 

 

<委員> 

商業施設はスクラップ＆ビルドの最たるもの。利益が上がらなくなるとさっさと変化する。環境にやさしい

ようリニューアルを図っていく意識が重要と捉えられていない。そういった啓蒙活動が必要。（オーナー・設計

者・施工者共通の認識） 

良いものは時代を超えて生き続ける。「土壁」もそういう流れにある。ロハス、スローライフ・・・ 

人が関わるということは景観形成の要因のひとつ。NPO など機運が高まっているのは好ましいこと、後押し

しやすい雰囲気も加速していってほしい。 

 

<委員> 

町家もそうだが棚田も。個人には手に余る時代になっており、組織で維持する仕組みが育ちつつあるのは救

い。心の面で訴えるものがあれば国全体に広まっていく。そういうパワーがないと持続しない。多くの人が関

わることによって意識が広がっていくと思う。個人で取り組むことは厳しい。 

 

<委員> 

東京にある小石川後楽園は約４００年存在し続けているが、人のつながりや技術のつながりによって維持さ

れてきた。景観も「人づくり」の視点が大事。個人、企業、市民団体、行政それぞれにできること、得意なこ

となどのメニューを出しながら「つくる」「守る」の役割分担を継続させるシステム、プログラムが不可欠。 

 

<委員> 

運動は継続的でないとダメ。ある時期盛り上がってしぼむ、市町村などで見られる首長しだいといったこと

ではだめ。新潟県もある時期盛り上がっていたが、啓蒙啓発など近年やられていない。継続的に県民に発信し

ていかないとだめ。業界にとどまらないこと。普通の県民は県の景観づくりを誰も知らない状況。莫大な予算
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を使う必要はないが、効果的・継続的に行うことが必要。予算上の問題で、「景観は贅沢だ」もある。そのため

にも世論のバックアップが必要。相互作用なので手を抜けないところ。 

ある程度予算は必要。最近公共施設の質が落ちている。つまり、景観に金をかけなくなってきている。民間

にはお願いするのに、自治体は予算がないという理由でやらない、では説得力がない。巻き込む対象には財政

部局も必要か？必要な最低限の経費でやれることの組織内合意づくりもやっていただきたい。 

 

<座長> 

公共事業の質が落ちている、100 年持たない、私も思う。 

 

<座長> 

「③共有・共感・おせっかい」についてはどう思うか？（全員へ） 

 

<委員> 

県民性なのかもしれないが、上越の人は「おせっかい」でないので行政に口を出さない。よそものには言う。

ニュートラルな人が口を出せるようになるといいなと思う。まちづくりは「若者」「よそもの」「ばか者」が揃

わないとダメ。地域の人の懐の広さも必要。意見交換できるおせっかい集団に寛容になれるかどうかは、町の

底力の指標。 

 

<委員> 

行政と市民の取り組みに乖離があったかと思う。それを埋めていく作業が必要。その一つとして大きなシン

ポジウムでなく、ヒザを交えた小さな寄り合いを数多く行うのがいい。ある程度時間をかけて価値観を共有す

ることも大事である。美しい景観にしたいという目標はみな同じなのだから。 

 

<委員> 

組織内で話をするときに、持続のために核になる組織が必要。県庁内に景観に責任を持つ組織が必要。他県

や京都など、きちんとやっているところには景観係や景観部ある。今だけ盛り上がってまた忘れられないよう

にしないといけない。この機会に専任の組織を立ち上げていただきたい。 

支援も行政の仕事。県は NPO サポートセンターをやめるそうだが、本来はカネよりまず人手、ここを何とか

できるサポートを行政で何か出来ないか。例えば人的支援の例として、1 年間 NPO に出向する制度がある。パ

イプも出来るので、こういうことが出来ないか。 

 

<委員> 

昔は結というコミュニティ内の互恵システムの組織があった。今は共同体崩壊の中でなくなってしまったが、

景観も同時に崩壊していっていると感じている。再生は困難な状況だが、県全体で考える核となるものがこの

機会にほしい。身近な議論が共感・共有を生む。 

建物については実例を言葉で知るだけでなく、実際に「見る」「使う」ことによっても共有・共感は生まれる。 

（レジュメ 25Ｐ）私も当時の小布施・倉敷等々に行ったが、20 年・30 年経った今になって人を惹きつける何

かがあったことを再認識している。この機会に新潟でも 10 年・20 年の判断で他にない何かを実例としてつく

っていくといいのではないか。 

 

<委員> 

意識の共有が高まると上手くいく。金沢市東山は、「こういう町だ」という意識が住民に広く浸透している。

美を共有の財産とする意識が高くなれば金銭的後押しがなくても回っていく。一度束になったベクトルは力を

発揮する。そんな金沢でも郊外はパワーセンターなどのある「普通の郊外」という現実。 
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美しい町が共通の財産であるといったことの共有や、認識を高めるにはどうしたら？やはり組織でしょう

か？ 

 

<座長> 

「④美しいこと、醜いこと」についてはどう思うか？（全員へ） 

 

<委員> 

「都市の美醜は市民の心」という言葉がある。目に見えるものだけでない。「景観」という言葉の裏にある意

味や意義を県民と共有しなければいけない。ゴールは「美」、そこに向かうことで少しずつ景観が変わっていく。 

 

<委員> 

公共物において、「美醜」が善悪で判断されるようになってほしい。例えば、国立マンション訴訟のように、

醜いのは悪いこと、美しいのは良いことと、景観の教育をする。何か法などで示せないものか？ 

 

<委員> 

あきらかにダメなものは、住民の批判の声が集まると大きな力となる。 

 

<委員> 

教育の重要性を痛感。感受性・感性を育てること。 

数十年後に住んでよかったなと思えること。 

 

<委員> 

新しい・いいものを「創る」、新しい・悪いものを「防ぐ」、古い・いいものを「守る」、古い・悪いものを「直

す」・・・・この４マトリックスを常に考え、全部やること。 

 

<座長> 

個からコミュニティの世界へ→何が良くて何が悪いか（合意形成・共感）、議論をし続けていくこと。 

「市町村の果たすべき役割等」に向けながらあと 3回懇談会を実施する。今日は問題を提起した。 

 

（事務局） 

県だけの話ではないなと感じている。その中で県はどうするか。絞っていきたい。 

本日の提言をまとめ、今回課題・次回議題等送る。 
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《委員名簿》 

氏 名 所 属 分 野 出欠 

岡崎 篤行 新潟大学工学部助教授 都市・地域計画 出席 

後藤 哲男 長岡造形大学教授 建築・都市設計 出席 

関 由有子 市民活動団体あわゆき組代表 市民活動 出席 

十代田 朗 東京工業大学大学院助教授 都市・地域計画 欠席 

田中 みちよ (社)新潟県建築士会新潟支部女性委員長 建築 出席 

土沼 隆雄 (株)要松園ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ代表取締役 造園・ランドスケープ 出席 

村木 薫 新潟中央短期大学助教授 美術 出席 

村井 禎美 新潟県土木部都市局長 都市行政 欠席 


