
                   

                 

第３回新潟県景観懇談会 次第 

 

日 時：平成 18 年７月 27 日（木） 

   14:00～16:30       

            場 所：新潟県庁西回廊中会議室  

 

 

１ 開会 

 

２ あいさつ                 

 

３ 議事 

  

（１） 第２回新潟県景観懇談会までの意見の整理について   資料③－３ 

（２） 具体的な景観施策（案）について           資料③－４，５ 

（３） その他 

 

４ 閉会                               

 

 

 

 

   

 配付資料 

     資料③－１ 第３回新潟県景観懇談会次第 

     資料③－２ 新潟県景観懇談会委員名簿 

     資料③－３ 第２回新潟県景観懇談会までの意見の整理 

資料③－４ 具体的な景観施策（案） 

資料③－５ 施策の展開イメージ 

資料③－６ 新潟県におけるＨ１８年度の取り組み内容 

資料③－７ 第２回景観懇談会議事録 

資料③－８ 市町村意向調査の結果 

資料③－９ 景観形成地区等現地調査報告 

資料③－10 資料③－４用語説明資料 

 

資料③－１ 第３回新潟県景観懇談会次第 

平成 18 年７月 27 日 都市政策課 
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資料③－２新潟県景観懇談会委員名簿

平成18年７月27日 都市政策課

・新潟県景観懇談会委員（案）

氏 名 所 属 役 職 専門分野

都市・地域計画

岡崎 篤行 新潟大学工学部 助教授 （歴史的環境の保全・再生、
おかざき あつゆき

まちづくり・住民参加）

建築

後藤 哲男 長岡造形大学 教授 （都市設計）
ごとう てつお

市民活動団体 市民活動

関 由有子 あわゆき組 代表 （まちづくり）
せ き ゆ う こ

新潟支部

田中 みちよ (社)新潟県建築士会 女性委員長 建築
たなか

土沼 隆雄 �要松園ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 代表取締役 造園（ﾗﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟ）
どぬま たかお

村木 薫 新潟中央短期大学 助教授 美術（彫刻・色彩・ﾃﾞｻﾞｲﾝ）
むらき かおる

今井 一之 新潟県土木部都市局 都市局長 都市行政
いまい かずゆき

計７名（敬称略 五十音順）



●；第１回懇談会意見　　○；第２回懇談会意見　　◎；第１回、２回共通意見　　□事務局追加意見第２回新潟県景観懇談会までの意見の整理

①景観の目標像の共有が必要（目標像のイメージ）　新潟の美しさを共有する

◎総論は指針でいい。各論のなかでどんな景観づくりをするかを考えるべきだ

●「美」「醜」を考え、それを土台とし、具体的将来像を行政は示すべきだ

●美醜を議論し合意形成をはかることが必要

◎行政は具体の将来像を示し、合意形成を図るべきだ

◎個人主義の美ではなく、客観・普遍的な美が必要

景観に関する県内の現状
●よそから見ると新潟のイメージは「無い」

●自然景観は良いが都市景観が悪い

●都市周辺の田園や、棚田・里山が危機的状況
●郊外開発が進み、コンパクトシティを目指す
はずが現実はずれている

②市民の意識醸成・浸透が必要　　　継続するしくみづくりを行う

●県民運動にするには継続的な取り組みが必要

●施策展開と世論の後押しは、相互作用なので、啓発活動を行うこと

●景観意識の浸透が課題。景観意識が高まると活動が勝手に回っていく

●小さな寄り合いを数多く行い価値観を共有する

●悪い物はいけないといった住民の声が集まると大きな力となる

●醜いのは悪いこと、美しいのは良いことという社会合意

●見える部分だけでなく、背景の意味や意義を共有する

◎教育の重要性を痛感。感受性・感性を育てること

④個人・企業・市民団体・行政それぞれが役割分担し、取り組みを継続さ
せるプログラムが必要　　　景観はみんなが協力してという気持ちから

●人がものづくりに関わるためのシステム構築が必要

●人や技術の繋がりによって景観は守られる

●多くの人が関わる事で意識が広がってゆく

「美」とは（たとえば）
●地域の材料を使いこなれていった風景

●良いものは時代を超えて生き続ける

●数十年後に住んでよかったと思える③先進的な取組を目指す（美の追究）　　　個性ある新潟の取り組みを目指す

●後進県なので、先進的な事をしてはどうか

●長いスパンで他にない事例を作っていくと良い

●「美」を目指すことで少しずつ変わっていく

基本的な考え方

Ⅰ　良い景観の最低基準
　～これだけは譲れないものは何？

　　　景観の最低基準づくり

⑤「良いもの」最低基準として何が必要か？
◎これからは「良い」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
●マンションなど景観への影響が大きいものには
高さの規制が必要。都市計画の見直しが必要
●県の屋外広告物条例は緩すぎる。早急に改善す
べきだ
●新しい良い→創る、新しい悪い→防ぐ、古い良
い→守る、古い悪い→直す
○住民の合意が得られるものであることが重要
○法（条例）で抑える部分と住民が議論で決める
部分の両面での対応が必要
○県内一律適用ではなく意識の高い地域から随時
適用していく
○数値化には限界あり、理想は住民自らの誇り、
理想に基づいて良いと思える風景を創ることが出
発点

⑥公共事業で必要な最低基準とは何か？

◎景観に関わる公共事業の検証が必要
●最近公共施設の質が落ちている。民間にはお願
いするのに自治体は予算が無いという理由でやら
ないのは説得力がない
○行政なりの考え方を持ち方向性を住民に示すこ
とが大事

Ⅱ　人が関わる・継続する
　～長続きする取組にするにはどうすればよいか？

　　　　　　　行政の体制づくり

⑦関係部局・機関はどの様に役割分担し、連携して行
くべきか？
○何を課題として考えているか整理すべき
●景観は幅広い総合的な分野。文化・営繕・管財・広
報などと一緒にやらないと解決できない
●都市計画など他制度との連携を視野に入れつつ体制
を作って欲しい
●伝統的建造物群などの分野に関しては文化行政課も
加わる必要がある

●財政部局も巻き込む必要があるかもしれない
○資金援助で終わらず継続的な組織を育てていくこと
が大事
○公共事業での計画段階での景観的チェックが入るし
くみが必要
○地域機関にも景観の相談窓口を設置して欲しい

Ⅲ　共有・共感・おせっかい
　～市民活動でどのような手助けが必要か？

　　市民活動元気づけマニュアルづくり

⑨市民の取組への支援で何が必要か？

●NPOなど気運が高まっていることは好ましいこ
と。後押ししやすい雰囲気も加速してほしい
◎本来は金よりまず人手。人手不足を支援するサポー
トを行政は出来ないか
●町屋も棚田も個人で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つ必要がある
●若年者と高齢者が協働で、身近な材料で、ゆっくり
無理せずに手作りし、形になると「共感」が得られる
□住民ルール（協定等）を行政が保障（補助金）する
制度が必要
□条例は住民に不利益な規制と捉えられがちだが、住
民が主体的に決めたルールを担保するものである。そ
ういう誤解を啓発、ＰＲ等で解くことも必要

⑩事業者・企業への働きかけで何を行う必要がある
か？
●市民活動は盛り上がっている。残る問題は「開発
業者・施工業者」。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

●業者は「法律に書いてあれば守る」と言う
●企業も公益的な役割を果たす「取組のフレーム」
が欲しい
○市民団体、NPOを積極的に景観整備機構に指定する

Ⅳ　美しいこと・醜いこと
　～新潟美とは何？どのように訴えるか？

　　　知ってもらうための媒体づくり

⑪景観イメージの発信はどの様にすべきか？
◎新潟県は景観のイメージを全国へ発信していない
○口コミやマンパワーが大きな力となる
○地道な活動・情報発信につきる
○受信者（ターゲット）を絞り戦略的に情報発信
□他人に新潟美を知って貰うためには、まず地域が地域
の魅力を知ることが大事

⑫景観づくりと観光はどの様に関係すべきなのか？
●景観は観光とも密接に関係する
○景観を良くすることで観光の魅力をアップ
□観光は移り気な流行があるため観光目的のまちづ
くりを進めるのではなく、そこに住む人が誇りを持
てる地域にすることが大事

⑧市町村の支援
○効果的なのはやる気があるところを伸ばすこと。
　　　　　　　　　　　↓
○活動団体(NPO等)が育てば他の地域へも普及する。

○やる気が無いところへの意識付けは行政の役割

⑬景観教育・環境教育・躾（しつけ）
○文化や伝統や生活の歴史を学習することは景観教育
に繋がり、そのこと自体が全国に対してＰＲになる
○総合学習などを利用し、景観の価値を認識させる
○躾に似た「こうすべき」的価値観が必要
□各種職能団体（建築士会等）による設計者、施工者へ
の景観教育が有効
□地域の状況を客観的に評価できる景観アドバイザーが
不足している
□景観アドバイザーの果たすべき役割の確立が必要

基準の例
●位置、高さ、規模、色彩をある程度統一する。

●建物はアースカラーを基本とする。

●古い街並みに関しては壁面位置や高さを揃える
◎自然・環境・歴史といった地域の個性を尊重す
ること

●県庁内に景観に責任を持つ組織が必要この機会に
専任の組織を立ち上げて欲しい
○庁内外の景観担当者会議の継続

資料③－３
第２回新潟県景観懇談会までの意見
平成18年７月27日　　都市政策課



Ⅰ　景観の最低基準づくり
　～これだけは譲れないものは何？

　　　良い景観の最低基準

Ⅱ　行政の体制づくり
　～長続きする取組にするにはどうすればよいか？

　　　　　　　人が関わる・継続する

Ⅲ　市民活動元気づけしくみづくり
　～市民活動でどのような手助けが必要か？

　　共有・共感・おせっかい

Ⅳ　知ってもらうための媒体づくり
　～新潟の美しさとは？　どのように訴えるか？

　　　美しいこと・醜いこと

具体的な景観施策（案）

（景観行政団体として）①②
○景観計画の策定
　（内容は景観法で定められている必須事項や広域的な視点
で必要となる事項を想定している）
○景観重要公共施設の選定基準と整備と占用に関する事項
を規定
○屋外広告物条例の規制内容の見直し（強化と弾力化）

（公共事業の事業主体として）①
○景観重要公共施設の整備に関する事項として「景観形成
ガイドライン（県版或いは地域版）」を策定する
○電線類地中化の推進
　※景観計画の中で景観重要公共施設として当該道路を指定

○景観形成事業推進費の活用による景観形成の推進

県
に
お
け
る
取
り
組
み

市
町
村
に
お
け
る
取
り
組
み

地
域
に
お
け
る
取
り
組
み

景観法に関する取り組み

（基礎的自治体として）
○人材育成
　・景観リーダーの発掘、育成
　・後継者の育成
　・景観整備機構の育成
○情報の集積、提供
　・景観資源の掘り起こし
　・地域の活動事例を収集、整理し他地域に情報発信
○意識啓発活動の推進
　・タウンウォッチングの実施

県民１人１人が積極的に景観づくりに参加する

（住民、ＮＰＯ、まちづくり団体、事業者として）
○地域からの情報発信（ＨＰ、広報誌等）

（住民として）③
○地域で大切にする景観を住民主体で調査、決定
○登録文化財制度を活用した文化財の保存

法定外の取り組み

（事業者として）①②
○各種職能団体（建築士会等）による設計者・施工者への
意識啓発
○景観を理解した開発計画
○周辺と調和した建築物の設計

助言

（広域的な調整機関として）
○既景観行政団体へ→景観計画策定に係る財政、人材、
情報の支援
○他の市町村へ→景観行政団体となるための指導・助言

景観行政組織を確立し景観形成に継続的に取り組む
○県庁内に景観担当窓口を設置
○景観担当者会議の継続開催
　（庁内関係課、公共事業関係課、市町村）

地域に公共事業景観評価委員会（仮）を設置し段階的な
公共事業の評価を行う①
○構想段階；景観形成にあたり配慮すべき事項をまとめる
○計画・設計段階；景観整備方針をとりまとめ
（評価の項目・尺度の選定、予測・評価方法の選定、施設
の具体的な規模・形状・配置）
○施行段階；景観整備方針に基づき実施
○事業完了後；事後評価を行い改善措置等を検討

公共事業景観アドバイザー会議（仮）の設置
○各事業或いは各地域機関に１名以上の景観アドバイザー
を選定し配置し、公共事業景観評価委員会（仮）に対し助言
を行う

（広域的な調整機関として）
○景観教育の場を創設
　・行政職員の研修
　・将来的に学校教育に導入
○情報の集積、提供
　・県内の活動事例を収集、整理し県内外に情報発信

（基礎的自治体として）①③
○登録文化財の登録に向け
た調査費等の支援
○街なみ環境整備事業の活
用による景観形成の推進
○面的整備事業（土地区画
整理事業、市街地再開発事
業等）と連携した取り組み

（景観行政団体として）①②
○景観計画の策定
○届出勧告による緩やかな規制誘導（景観形成基準）
○地域独自の屋外広告物条例の制定
　（県条例への上乗せ基準）
○景観重要建造物・樹木の指定（指定の方針）
○景観重要公共施設の指定、整備、占用の許可基準
○景観農業振興地域整備計画の策定
○景観地区の都市計画と準景観地区の指定
○景観協定の認可
○景観整備機構を指定
○景観協議会の設置
○建築基準法に基づく規制誘導と連携
○自然公園法と県立自然公園条例に基づく規制誘導と
連携

新しい良いものを創る：①　　　　　新しい悪いものを防ぐ：②　　　　古い良いものを守る：③　　　　古い悪いものを直す：④

（広域的な調整機関として）
○市町村への行政職員の派遣
○県独自の重要伝統的建造物群保存地区の選定

（基礎的自治体として）③
○地域で大切にする景観を住民主体で調査、決定するため
の財政支援

（行政機関として）
○ＨＰを活用した情報発信
○景観教育の場を創設
　・景観アドバイザーの育成
　・ヘリテージマネージャーの育成
　・総合学習への導入
○情報の集積、提供
　・景観形成事例のデータベース化
○意識啓発活動の推進
　・フォーラム、シンポジウム、ゼミナールの開催
　・景観写真コンクールの実施

（広域的な調整機関として）
○景観づくりモデル地区の指定、支援、広報
○市民活動実践マニュアルの作成
○景観アドバイザー等連絡調整会議（仮）の開催
　　※景観アドバイザーと業界、行政の意見交換の場

（基礎的自治体として）①
○景観行政団体への移行
○景観担当窓口の設置
○景観担当者会議への参
加、情報提供、情報収集

（行政機関として）
○景観アドバイザー制度の確立
○ヘリテージマネージャー制度の確立
○まちづくり団体への行政職員の派遣
○景観サポーターの認定
○表彰制度の創設
　・地域活動に対する表彰
　・優れたデザインの建築物や土木構造物に対する表彰

（住民として）①③
○景観協定の締結
○景観重要建造物・樹木の管理

（ＮＰＯ、まちづくり団体として）③④
○景観整備機構への移行
　（能力向上、人材確保、活動時間確保等の問題解消）

（景観整備機構として）
○景観形成の推進
　・棚田の保全
　・耕作放棄地の解消
　・町屋の保全、修復
○ＮＰＯサポートセンター等を活用した横断的情報交
換と相互援助
○景観協議会への参加

（景観行政団体として）③
○景観協定に対する支援（財政、人材、情報）

公共事業評価項目（事前・事後）に景観という視点を加える 景観評価取り
組み状況報告

景観計画策定に必要な財政支援

資料③－４
具体的な景観施策（案）
平成18年７月27日　　都市政策課

○景観計画策定への参加協力
○景観計画への提案又は変更提案



良好な景観形成の先にある地域の将来像とは

　・活気とにぎわいの創出
　・快適で美しい住環境の形成
　・観光など地域の産業の振興
　・環境との共生による持続可能な社会の創出
　・地域の歴史や文化の保全継承

などが考えられる。

　個々の活動を包括する役割を景観行政団体が主体的に担い、情報の収集、提供や各種支援を
行いながら取り組みのスパイラルアップを目指す。

例えば
　・建築物の立地誘導やデザインコントロールを進めることで建物やデザインの質が向上
　・屋外広告物のコントロールを進めることで景観阻害要因となる屋外広告物減少
　・景観に配慮した公共施設の整備を行い、見直し、事後評価を繰り返しながら進めることで社会資
　　本の質が向上
　・まちづくり活動を進める中で市民のまちづくり活動に対する意識が向上
継続することで個々の取り組みの成果が表れてくる。

このような取り組みを地道に進めることで、まちの景色は良好な景観に変化する。

変化の過程で
　・フォーラムやシンポジウムといった意識啓発活動
　・景観を教育の分野に取り込む
　・景観に関する情報の収集、提供、発信
といった取り組みも同時に必要となる。

良好な景観を形成するためには、取り組みを持続的に行う環境が必要となる。

そのための３本柱として
　・将来像をイメージできるビジョンや計画
　・ビジョンや計画を実現していくためのシステムやルール
　・システムやルールを継続して運用していける組織

　○ビジョン・計画として、
　　・景観法に基づく景観計画
　　・県や市町村が策定している指針等

　○システム・ルールとして、
　　・景観条例
　　・公共施設の景観ガイドライン
　　・市民活動を財政、人材、情報の面で支援する各種制度

　○組織として、
　　・行政機関内部の景観担当組織の確立
　　・有識者等の外部指導組織の設置
　　・まちづくり団体等への行政職員の派遣や行政間の人材交流等

以上の基礎的な体制を確立しながら各種施策に取り組んでいく。

屋外広告物の
コントロール

まちづくり活動

建築物の立地誘導
デザインコントロール

ＰＤＣＡサイクルによる
社会資本の質向上

システム
ルール

景観条例（要綱、ガイドライン）
※コントロール

景観ガイドライン（公共施設）＋運用システ
ム

市民、ＮＰＯなどの活動に対する支援制度

景観法

県や市町村が独自に策定した指針等
（ex；新潟県景観づくり指針（Ｈ４））

景観計画（景観行政団体）

ビジョン
計画

施策の展開イメージ

景観行政団体

必要な支援の把握・提供

スパイラルアップ

まちの景色

資料③－５　施策の展開イメージ
平成18年７月27日　都市政策課

景観に配慮した公共施
設整備
（建物、基盤施設）

良好な景観

組織

行政内部の景観担当組織の確立

有識者等の外部指導組織

人材交流・人材派遣

公共事業景観アドバイザー会議からの助
言
公共事業景観評価委員会からの報告

屋外広告物条例の内容見直し

サスティナブルな景観形成

まちづくり活動に対
する意識の向上

景
観
形
成
実
践
期
間

景
観
形
成
体
制
づ
く
り

活気とにぎわいの創出

環境との共生による持続可能な社会の創出

快適で美しい住環境の形成

地域の歴史や文化の保全継承

将来像

情報の集積・提供

景観阻害要因屋外広告
物の解消

建物、デザインの質の向上

アドバイザー等による助言

意識啓発

景観教育

景観の情報収集、提供、発信

観光など地域の産業の振興



 

平成１８年度の主な景観施策 

 

景観懇談会  モデル地区支援 シンポジウム 
市町村景観担当者会議、

地域での景観座談会 等 
庁内景観担当者会議 

【目的】 

・ 景観づくりの基本的な方向

や県の役割を検討する 

 

 

【目的】 

・ 他市町村のモデルとなる

先進的な取組を支援し、

先行事例とする 

 

【目的】 

・ 景観づくりに関する意識啓

発（県民、事業者、行政職

員など） 

【目的】 

・ 地域機関、市町村、まちづ

くり団体との意見交換 

・ 地域おける取組の模索 

【目的】 

・ 庁内の取組体制の整備 

・ 部内の取組体制の整備及

び施策の検討 

【内容】 

・ 有識者等８名で構成 

・ Ｈ１７～１８で４回開催 

 

 

【内容】 

 ワークショップの実施 

 アドバイザーの派遣 など 

 

【内容】 

・ 講演、パネルディスカッシ

ョン 

 

【内容】 

・ 県内各地域での意見交換

会、出前講座など 

 

【内容】 

・ 庁内景観担当者会議 

・ 公共事業景観担当者会議 

 情報交換、意見交換など 

 

【実施状況】 

・ ７/７（金） 現地調査を実施 

 （村上市、関川村、新発田市） 

・ ７/２７（木） 

 第３回懇談会を開催 

・ ９月下旬～１０月上旬 

 第４回懇談会を開催予定 

 

 

【実施状況】 

・ 次の３地区をモデル地区と

して選定（７月） 

 佐渡市 両津湊地区 

 魚沼市 大湯温泉地区 

 長岡市 摂田屋地区 

【実施状況】 

・ １０/１２（木） 

 佐渡市で開催予定 

※北陸ブロック都市景観形

成推進協議会と同時開催 

【実施状況】 

・ 市町村を対象としたアンケ

ート調査の実施（６月） 

・ 座談会の開催に向け準備

中 

【実施状況】 

・ ７/１０（月） 

 公共事業景観担当者会議

を開催 

・ ７/２１（金） 

 庁内景観担当者会議を開催 

【アウトプット・期待する成果】 

・ 景観づくりの基本的な考え方

の提案 

・ 具体的な施策の提案 

・ その他の意見 

 

 

【アウトプット・期待する成果】

・ 景観づくりの取り組みに関

するノウハウ 

・ 他市町村の機運の醸成 

・ 対象地区での活動の継続 

【アウトプット・期待する成果】

・ 景観づくりに関する意識、

認識の向上（県民、事業

者、行政職員など） 

【アウトプット・期待する成果】

・ 地域機関、市町村、まちづ

くり団体などの意見 

・ 各地域における連携体制

のモデル 

【アウトプット・期待する成果】 

・ 庁内、部内の体制整備 

・ 景観づくりに関する意識、

認識の向上 

・ 新規施策の提案（土木部） 

 

資料③－６ 新潟県におけるH18年度の取り組み内容 

平成 18 年７月 27 日 都市政策課 

（参考資料） 
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第２回新潟県景観懇談会（平成１８年３月２３日） 議事内容要約 

 

議事１「第１回新潟県景観懇談会での意見概要について」 

議事２「景観づくりの基本的な考え方などについて」 

この２点についてご議論いただいた。 

 

<座長> 

前回の意見をとりまとめ、分解・集合により一つの方向を事務局に出してもらった。 

今回は、全４回のうちの第２回目であるので、もう少し風呂敷を広げる段階ではあるが、少し方向性を見定

めていきたい。 

景観は難しい問題である。あらゆる人がイメージを共有していくことが前提であり、長期スパンでそのよう

な意識を醸成していく方向を模索していく必要がある。 

A3の１枚目は、第１回目の議事進行に即してまとめたもの、２枚目は、１枚目の内容について事務局と私で

方向付けを試みたもの。５つの枠組みに分けて考えてみた。 

上半分、第１の枠については基本的な考え方についてであり、憲法で言うと前文にあたるもの。赤字は後日

私が付け加えたもの。基本的な考え方の中でも大きく４つの意見がありそうだ。 

下半分については、先回の後半の議論で出た４つのテーマについて、建設的な言葉で言い表し、少し方向付

け・整理をした。 

Ⅰ 良い景観の最低基準 

 → これだけは譲れないものは何か？とは 最低限の基準作り 

Ⅱ 人が関わる・継続する 

 → 長続きする取り組みにするにはどうすればよいか？とは 行政の体制づくり 

Ⅲ 共有・共感・おせっかい 

 → 市民活動でどのような手助けが必要か？とは 市民活動元気付けマニュアルづくり 

Ⅳ 美しいこと・醜いこと 

 → 新潟美とは何？どのように訴えるか？とは 知ってもらうための媒体づくり 

上記５つの枠組みについて、加えることや直すことはないか？など、枠組みについてまずご意見を伺いたい。

その後、内容についてふくらましていければと思う。 

 

<委員> 

主体別に何をやるべきか考えると、大きく、行政（Ⅱの⑦とⅠの⑥）と、事業者（Ⅱ）市民（Ⅲ）の３つの

主体がいる。 

前回あまり市町村の支援の話が議論できなかったが、県の役割としてあると思うので、枠組みの中のどこか

に入れる必要があると考える。 

 

<委員> 

枠組みは大まかなところではこの４つのまとめ方でよい。 

県単位で考えるとあまりに幅が広すぎるので、絞っていく議論が必要だと感じる。委員の言うように、市町

村という枠組みを入れることに賛成。これは「行政の体制づくり」に入るだろうか、結局全部に関わってく

るようにも思う。 

 

<委員> 

基本的にこの４つの分け方で分かりやすくて良い。 

前段について少し疑問に思うのは、「行政の体制づくり」で、市民と行政の活動が対になって分けられてい

るが、行政の方がよく分からない。行政は市民のサポートを出来るような体制になっていればよいと思って

いる。長続きするには市民活動がどうなっているかが大切で、行政はどうでもよいという感覚が少しある。 

 

資料③－７ 第２回景観懇談会議事録

平成18年７月27日 都市政策課 



 - 2 -

<座長> 

Ⅱの中身については積極的なものになるか、消極的なものになるかについては議論の余地がある。その辺は

また今後話していきたい。 

 

<委員> 

前回の広範な議論を系統立ててよくまとめているという感想。先回の議論の時にはこのような枠組みの意識

を持っていなかった、整理してもらって良かった。 

まず基本的な考え方があり、そのなかで４つのテーマに踏み込んでいるが、この中でも相互に交わるもの（関

連するもの）があると思う。例えば、Ⅰの「景観の最低基準づくり」はⅣの「知ってもらうための媒体づく

り」に非常に密接に関わってくる。また、市民活動のマニュアルというのも周知されなければ機能しない。

発信してもうまくキャッチできるようになっていないと用いられない。このように４つの中でかぶりがある。 

「付け加えること」について思うのは、具体的に美しい・醜いという価値基準が人により千差万別であると

いうこと。具体的に述べるのは難しいが、“しつけ”と同じで「こうすべき」的な価値観が必要。市民レベ

ルで景観が共有すべき財産であることが浸透すれば景観が崩れることを少しでも阻止できると思う。見てい

て美しい礼儀作法（所作）のように、景観を県民全体で共有できればよい。 

 

<委員> 

委員のしつけによる景観教育の話があったが、子供の教育面で小さいころから「美しい・醜い」「良い・悪

い」という概念を育てられるとよい。外国では、貼り絵や積み木などによる教育の事例がある。まちなみに

ついても大人は「子供は原色が好きだ」「原色のまちなみを喜ぶだろう」と短絡的に考えがちだが、景観教

育を実施しているヨーロッパの例では、小学生でも落ち着いた味わいある色のまちなみを好むようになって

いる。総合学習などを利用し、教育の面でも景観という切り口で人材を育てていく観点が入るとよい。景観

や環境などを価値あるものと認識させることで、大人になったときにそういう方面で頑張ってもらえるだろ

う。 

 

<委員> 

先回の話がよく整理されている。ⅠⅡⅢⅣとも、いずれも景観を考える時の中心的テーマであり、他者への

景観理解を促進する本質的テーマである。 

先回の懇談会から漠然と疑問に思っているのだが、行政は景観について何が問題・課題であると考えている

のだろうか。そして、その課題がある程度整理されているならば、この懇談会をその解決の場として活用で

きればとの考えを持っている。 

『新潟県景観づくり指針』と『景観づくりの手引き』でだいたいのことは網羅されており、いろんな指摘が

重複して既に出ている。これをもととして景観法をうまく運用しながら新潟県ならではの方向性をきちんと

出せればよい。 

 

<座長> 

委員の言う「市町村の体制」についてはⅡに入れるということでよいか？それとも新たな項目を立てるか？ 

 

<委員> 

枠の議論は今後もあると思うが、今のところⅡで良いと思う。Ⅱのなかで「行政の体制づくり」と「人が関

わる」は直結しないので、その辺の枠組みの整理が必要。⑧は行政の体制づくりではない。 

また、今回の議論は「県がやること」についてなので、市町村の役割ではなく「市町村の支援」とした方が

合っている。役割の話までしてもそれはそれでよいのだが。 

委員の話にあったように、「景観教育」という言葉がもっと普及してもよい。 

 

<座長> 

市町村の支援についてはⅡで考えたい。景観教育、環境教育、しつけの話についてはⅣになるだろう。 
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委員の方々は、今後Ⅰ～Ⅳについてどのように議論を進めていけばよいと思うか。 

 

<委員> 

意見が出ないものもあるかもしれないが、Ⅰからやっていってはどうか。 

委員の「行政としての問題意識がどこにあるのか」という発言や、委員の「行政はどうでもよい」という発

言あたりについて、どういうニュアンスかもう少し詳しくお聞きしたい。我々は行政ではないので、懇談会

として行政に要望する立場ということで良いと思う。 

行政の役割・問題意識・リーダーシップについてどう捉えるかについては議論のテーマになると感じる。 

 

<座長> 

この後については、４つのテーマについてそれぞれ２０分程度で話し合っていきたい。 

 

１ 景観の最低基準づくり 

 

<座長> 

基準で最も影響が大きいのは都市計画である。他に条例や住民協定、地区計画などあるが、それらの都市政

策に関わる基準は、すべて最低基準をうたう性質のもの。 

また、地区により様々な条件があり、様々な具体的基準に落としこまれているが、その辺りについて委員の

方々はどう考えるか。 

 

<委員> 

自然・環境・歴史といった地域の個性を尊重することは、そこが以前どういう場所で、どういう地名で、ど

ういう利用をされてきたかについてしっかり認識することであり、景観とはそういう性質のものである。場

所の歴史や履歴を読んで美しい景観形成の土台にしていくことや、地域の特性をしっかり踏まえることが大

事であり、そういうものを消し去るようでは美しい景観は成立しない。反省になるが、これまでのものづく

りはそういうものをないがしろにしてきたし、今までと違うことが良いことだという空気があった。幸い新

潟県には自然については他県と比べて優位なものがある。これに磨きをかけていければよい。 

 

<委員> 

最低基準をつくるには、数値化の話が出てくる。上越市も色については細かく数値化してやっているが、数

字でしか表せないものはやはり「最低基準」でしかない。素材感やテクスチャなどが関係ないし、数値化だ

けではあまり良くならないと思う。 

真鶴町の「美の基準」では数値化を行わず、土地の持っている地霊（ゲニウス・ロキ）などのコンテクスト

を理解し、これがこの町の美だということを大上段に構えた条例になっており、マンセルなどの数値化規制

の対極にあるものだと感じた。その後条例がどうなっているかは分からない。 

 

<委員> 

先回、委員の言われた「新しい・良い→創る」「新しい・悪い→防ぐ」「古い・良い→守る」「古い・悪い

→直す」の４条件に共感する。公共工事は予算の制約もあるがせめて景観に対する十分な検証や議論が住民

も含めて出来ればいいと感じている。新潟の人は優しいので、何にでも「よい・OK」と言ってくれそうだが、

せっかくの私たちの共有財産を新たに創る機会なのだから、予算の中で少しでもよいものを、という意識を

住民一人一人が持ってほしい。そうすることで変わってくると思う。 

県の実施する設計コンペにも地域特性を深く絡めるなどして、地元から提案されるアイディアや価値観を公

共事業に反映できればよい。公共建築工事には前例踏襲主義を感じる。そういったものを少しでも変えてい

きたい。欲を言えば、「豊かな財源」「豊かな設計工期」「豊かな検証期間」があれば少しは変わると思う。 

 

 



 - 4 -

 

<委員> 

Ⅰで一番大事なのは、地域の自然・環境・歴史といった個性を尊重することだと思う。最終的には景観教育

の話になるかもしれないが、地域の個性・背景・アイデンティティを咀嚼し、住民・地域の判断として「こ

れが素晴らしい」というものを打ち出していくことが必要。それを踏まえて基準をつくっていければよい。 

 

<委員> 

景観という言葉が一人歩きしてしまうと上手く育っていかない。「良い景観」という言葉の背景には「住み

よい」「暮らしやすい」などの要素が入っている。暮らしや生き方・考え方をどう持つか、どう考えて生き

ていくかが景観の「良い・悪い」につながっていく。数値化による規制で最低基準をつくっていくことには

限界があり、それだけで良い景観ができるものではない。まず最低基準からクリアしていかなければならな

いとは思うが、理想としては住民が自らの誇り・理想に基づいて良いと思える風景を創っていくことが本来

は最低基準であり、出発点にならなければいけない。一般の人々に高い意識を持ってもらい、普遍化するた

めに段階として数値化も必要であると思う。 

色については、アースカラー（地球の色）を基本とするとあるが、そこには色だけでなく素材感や質感が関

係してくる。 

 

<委員> 

委員に質問だが、アースカラーとは、土の色だけではないということでよいか？ 

 

<委員> 

土や石や樹木など、地球から生まれてきた素材の色が基本的な考え方であり自然の色全般と考えている。 

 

<委員> 

最低基準については、数値化できる部分と出来ない部分とがある。数値化できないことがたくさんあるのが

景観の特徴であり、その部分は市民の合意で決めるしかない（究極的には裁判のようなことになる）。アメ

リカでは市民参加の審議会によって多数決で決めているところがある。最低基準を明文化した上で、その基

準をクリアしているかどうかの判断は市民に委ねるということ。 

まずは市民の合意があること、そしてそのレベルが高いこと。この２つを両輪として取り組まないと良い景

観が出来ない。この「同意で決める」手法は、これまでの行政的な手続きにのりにくく、行政も敬遠してき

たところである。しかし、景観法では、ある程度裁量を持った組織によってそういうことを判断するために

「認定制度」などが用意された。情報を公開して市民がオープンな議論を繰り返した結果、市民の意識が高

まっていくと思う。 

新潟・長岡・上越市の景観アドバイザー制度では、意見が行政の指導や助言として事業者に伝わるようにな

っているが、今まではそれに強制力がなかった。それに強制力を持たせるのが景観法。曲がりなりにも市町

村が景観チェックを行っている所はよいが、県内のほとんどの市町村ではチェックが行われていない。よほ

ど大きな事業などで景観アセスメントがなければ、景観的なチェックが何もないまま事業が進んでいくのが

実情。県土全体で最低基準をクリアしようとするならば、カバーできていない市町村域についてどうするか

が課題であり、県の役割となるだろう。また、県が行う公共事業についての最低基準も必要になる。 

また、最低基準を設けて景観をコントロールするにあたって、根本的に都市計画法が緩いという問題がある、

都市計画法や建築基準法で問題ないと言われてしまえば、景観法で厳しい基準を上乗せしても（悪くはない

が）法体系として矛盾した状態になる。究極的には都市計画の見直しをしないと解決しない。現状として、

容積率が大きすぎて半分以下しか使われていないようなエリアが多い。小さな町でも中心部の容積率が４０

０％などと一律に定められている。現在は様々な制度メニューによって抑えることも可能だが、都市計画法

で許容されている以上は、大きい建物が出来てしまうことについて景観法では対応しきれない。都市計画道

路が全国で見直されつつあるように、将来的には用途地域や容積のあり方も現状や将来あるべき姿に合った
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形に見直していくことも必要。緊急避難的に高度地区などを活用し、とりあえず高さだけ規制してしまうと

いうのもひとつの方法。京都ではそれを行っている。 

基準の中身についてだが、新潟らしさを追求するのはよいが、下手に行うと変な方向に行く恐れもある。「新

潟らしいイメージ」などというものはそう単純に決められないし、場所によっても違う。「新潟は夕日の町

だからオレンジ色の建物にした」のような短絡的な捉え方をしないことが大事。新潟らしさとともにオーセ

ンティシティ（真正性）の概念も必要であり、ニセモノを作ってはいけない。歴史的なまちなみや公営住宅

の整備でよくあるが、景観やまちなみに合わせようとして安易で即物的な建物が出来る。例えば「蔵の町」

だからといってアパートの壁になまこ壁の模様をペンキで描いたりするのはおかしい。アパートはアパート、

土蔵は土蔵なので、イメージを短絡的に結びつけ、即物的なものに落としてはいけない。なお、オーセンテ

ィシティは世界遺産の選定でも必ず審査されている。 

民間と公共については、公共事業の最低基準を何らかの形で確保する仕組みが必要。民間や市町村について

も景観行政団体以外のエリアで県はどういう役割を果たすのか。福島県の条例などが参考になる。 

 

<座長> 

ここまで大きく分けて３つの議論があったと思う。 

「法治にするか人治にするか？」 

法治には強制力があるが、人治には強制力がないと問題。景観は市民合意なので、人治の要素が大きい。 

「認識の問題について」 

美・醜というものを調査しなければならない。美醜が明らかになってはじめて最低基準がつくれる。そ

のためには地域特性の把握と生活者自らの深い理解が必要。 

「景観の最低基準について」 

基準を初めに言葉で表し、その後数値にするのか？ 

新潟は広い。この莫大な県土の調査をどうしたらよいか？今までは新潟や東京のコンサルに委託してやらせ

てきた。それに代わる方法はあるか？ 

 

<委員> 

先回の懇談会で、公共事業の景観の視点からの検証が必要だと発言した。県はこれまで、H4に景観づくり指

針、H6に景観づくりの手引き、H7に景観形成地区を６ヶ所指定しており、美しい景観づくりの階段を一歩一

歩上がってきている。すでに形がある６地区をまず我々で見て、景観に関わる様々な分野の視点でケースス

タディ的に評価し、具体的な議論をしたい。そこから様々なものが見えてくると思う。 

 

<委員> 

コンサルに任せて調査させるのか、住民がやるのか、と聞かれれば住民がやることだと思う。 

どういう単位でものを考えるのかという問題がある。今までコンサルにやらせてきたような「新潟はこんな

所です」的な調査を行う必要ないと思う。地域の最小単位において文化・環境・歴史的背景などについて探

るようであれば、その主体は地域の住民でなくてはならない。コンサルを手足として使うのは良いが、基本

は住民が主体となるべきこと。 

大きなエリアで考える「新潟県のイメージとは？」のような議論は、出来るならやってもよいが、個人的に

は必要ないと思う。小さなエリアを対象とし、そこの景観づくりに直結するような調査であるべき。 

 

<委員> 

県土全体の調査を１回でやるというのは無理な話。農村をいかに農村として守るかなど、都市計画の土地利

用的な話をしっかりやること。調査を何のためにやるのかと言えば、具体的なまちづくりがあるからやるの

であって「市民が既に地域の良いものに気がついている場所」では、市民だけでは調査が出来なければ何ら

かの支援（専門家を派遣するなど）をしてやるとよい。 

難しいのは、「地元が良さに気づいていない良い場所」をどうするかという問題。そう言う場所は調査では

見つからない。知っている人は知っているので、そういった人材から情報が集められる仕組みが必要。新潟
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県内には歴史的なまちなみがたくさんある。すぐには全国的な地区指定にはならないかもしれないが、大都

市圏と違い本来の様式を継承している地域が山のようにある。私の研究室では１年に１郡のペースでしらみ

つぶしに県内の集落調査を実施している。そういう情報を集めて活かす仕組みが必要。例えば、福井県では

営繕課がまちなみや歴史的建造物のデータベースを作成している。 

知られていないものの発掘、地元で詳しく調査をするときの支援、この２つかなと思う。 

 

<座長> 

調査を踏まえて最低基準を作成するにあたっては、○○条例や、○○憲章、マンセルによる色基準・・様々

な先例があるが、新潟ではどういう方法が良いのか？ 

 

<委員> 

色彩基準は結局マンセルの解説になってしまう。素材感やテクスチャ、ざらざら感など表現されない。郊外

の大規模店の外壁など、ペンキの色で何とかする場合などには、実際に役に立っているし必要だと思うが、

加えて今後我々が目指すような景観をつくるには、質的なものを見直し、住民の合意が得られるような形の

文章的な条例にすることが必要。 

 

<座長> 

それぞれの町で一番大切なものを３条だけ作りなさいというやり方で、「○○らしさ」を言葉で挙げるとい

うような最低基準もありそうだが。 

 

<委員> 

新潟なら「○○」と「○○」、山間地なら「○○」と「○○」、と皆さん思い描くキーワードがあると思う

が、それがなぜ美しく、なぜ私たちの暮らしや心を癒してくれるのか、キャッチコピーだけでなくその理由

を見つける必要がある。キーワードは３つとか５つとかにすると分かりやすくて良い。 

 

<座長> 

法律の強制力の問題があり、究極的には委員の言うような都市計画的なことに手をつけなくてはならないが、

それには国を動かさなくてはならないのか？ 

 

<委員> 

強制力については景観法でもできる。最低基準をどこまで詳しくするか、規制をどこまで厳しくするかにつ

いては、地元の状況次第なので何とも言えない。その場の状況に応じてやるしかない。 

 

<座長> 

法治（条例など）にするのか、人治（アドバイザー制度等により住民合意を得ながら・・・）にするのかに

ついてはどうか？ 

 

<委員> 

法で決められる部分と、住民が議論で決める部分と両方が必要であり、どちらか片方という話ではない。数

値化できる部分と出来ない部分も両方あり、出来ない部分は住民が議論して決めるしかない。これは今まで

なら行政がやってきたことだが、新潟市では、景観アドバイザー制度により市民も入れている。それでもま

だクローズドであり、一般市民には何が起きているのか知られていない。行っていることを広く知らせてい

かないと市民の意識はあがっていかない。 

もう一つは、いかに強制力を持たせるか。経済の状況が良くなってきていることもあるので、ある程度強制

力がないと抑えがきかなくなるだろう。事業者は「法により規制されていれば守る」と言う。正当性のある

きちんとした基準をオープンな議論で決めるしかない。最初は大規模な所や意識が高い所、合意がはっきり

している所から適用するなど、地元の状況に応じて決めていけばよい。 
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どこにどういう議論によって規制がかかっているのかが明快に分かるようにしなければならない。 

 

２ 行政の体制について 

 

<座長> 

次に、県がどういう体制をとるのか、又は、市町村とどういう連携を組むのかについて話していきたい。 

 

<委員> 

先ほどは⑦・⑧について私の考えを発言した。⑦（関係部局の連携）については全くその通りだと思うが、

それが実際にどう機能するかについては難しく、何らかの仕掛けがいる。景観は、県で物事を考える話では

なく、市町村が主体となって考えるべき話だと思う。市町村を県がどうサポートするか、また、取り組み意

欲がなく取り組み方法を知らない市町村に対して県はどう対応するべきかという話であって、能力もあり、

既に頑張っている市町村について県は関係する必要はない。県が市町村や住民のやっていることをどうサポ

ートするかが重要である。 

 

<委員> 

具体の例として新潟市の景観形成地区として二葉町１丁目があるが、ここができたのは一人の住民が積極的

に頑張ったから。そこに新潟大学の先生が入り調査を行い、住民意識の高まりから市も助成した。しかし、

立派な報告書は出来たが、地域に活用・還元されないままどこかにしまわれている。どこにでも支援するの

ではなく、やる気ある地区に対してサポート・助成するのが良い。しかし、その後成果が地域に還元され、

次の活動につながっていかなくてはならない。こういったやりとり・活用・フォローが大切であり、やる気

と機運の高い地区を増やし、繋げていくという方向が考えられる。資金援助をおこなって終わりではなく、

その後に活かし、育てていくことを考えなければ意味がない。 

 

<委員> 

市町村が市民をサポート、県が市町村をサポートするということで基本的には良い。しかし、実際には行政

が動かなければならないところもある。 

もう一つ、公共事業をどうするか、これは行政が独自に取り組まなければならない。 

参考資料の２つの会議を継続してやってもらいたい。最初は具体の案件もなく盛り上がらないかもしれない

が、続けていくことが必要。 

各課の持っている個別事業（県営住宅・営繕・土木など）について、実施の段階になると具体的な問題が発

生するものだが、新潟市ではそこで景観アドバイザーによって審査される体制がある。県ではどういう体制

にするのか分からないが、景観的なチェックが必ず一度は入るような体制にすることが大事。その後、議論

が深まっていくと、各課の理念の共有や調整が必要な場面が出てくるので、連絡会議の重要性を感じるよう

になる。 

 

<委員> 

景観行政団体への移行が一番大きい課題だと思う。そして景観計画の作成の支援、その検討を数々行なうプ

ロセスの中で市町村の景観理解や意識もまた深まっていく。やはり景観は市町村の役割が非常に大きい、そ

の仕組みのプログラムをしっかりと作らないと公共方面からの景観形成というのは難しい。 

景観には議論の核が必要、核になるのは歴史・文化などのやや高尚なものかと思ってはいないか、しかしも

う少し生活に身近なところ（町を磨くなど、地に足のついた活動）に焦点を当てて美しい景観づくりの議論

をやることが大事。生活している市民の感覚が重要である。そうするとやはり身近に住民と関われる市町村

の役割は特に大きい、そういう市町村に対する県の役割（サポート）に期待したい。例えば、町内会や市民

やグループと一緒になって議論するのは市町村だが、そういう場面で景観アドバイザー制度は有効に機能す

るだろう。 
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より実体に即した様々なプログラムを用意し、身近で慣れ親しんだ自分の町の美を大切にし、磨いていく視

点から、地に足のついた景観づくりをすべきであり、そのための市町村の役割は大きい。 

 

<委員> 

地区計画は都市計画法によるもの。「新しい・よい」を創るというのはイメージするのが最も簡単だし、規

制に馴染みやすいと思う。新しい分譲団地などではどんどん任意協定をして、規制を守らなければ住めない

と思わせるようにする。上越のアーバンビレッジは割と良いが、地区計画のない他の団地では色も形も素材

もバラバラなのが現状。そこに対する県の役割についてはちょっと今思いつかない。県は良い事例を他の市

町村にも見習うように支援してはどうか、それは財政的な支援だけではない。少なくとも、各振興局でも景

観の話の出来る窓口があるとよい。 

 

<委員> 

県庁内に景観に責任を持つ組織が必要ということについては、私も本当にそう思う。この懇談会が開催され

るなど機運が大きくなってきているし、資料によれば早速県庁内部の連絡会議が立ち上げられ、建設的に議

論が行われているようだ。この機会に県は専任の組織を立ち上げ、「このようにやっていきます」と声を上

げ、レールを敷いてしまってもいいと思う。新潟市の新しい団地では、程度の差はあれほとんど地区計画が

かかっている。いつでも地区計画がかかるという意識が住民と開発業者に浸透してしまえば良くなる。 

市町村が動き、県がサポートするという構図は分かるが、市町村の力の差が影響するので、市町村がある程

度育つまでは県がリーダーシップを発揮できる仕組みとするとよい。この機会にぜひ制度と組織について検

討願いたい。 

 

<座長> 

県には「支援」というアウトプットのみを期待し、組織内部のことについては組織内で頑張っていいアウト

プットを出してくださいとしか言いようがないかなと思う。 

無関心の市町村については県がリーダーシップをとり、関心を持ってもらうために何らかの手法は必要かと

思うので、今後もう少し議論が必要である。 

 

<委員> 

市町村の支援についてだが、たとえ市町村がやる気になってもノウハウがない、そういう条例がない市町村

を支援するのが県の役割かなと思う。景観づくりモデル支援地区の話も出たが、もっと進めて兵庫・岡山が

やっているように、県の条例を使って市町村が自らの意思で景観形成地区を指定できるようにしてはどうか。

市町村が金銭的にも人的にも負担の大きい条例策定を回避できるメリットがある。 

他に考えられるのは専門家の派遣、人的交流や人事交換などにより専門家を市町村に送ること。 

 

<座長> 

県もある程度「おせっかい」をしてほしいということだと思う。今後また議論したい。 

 

３ 市民活動の支援 

 

<座長> 

支援についての具体的な内容について、意見を伺いたい。 

 

<委員> 

予算より人の支援が必要、というのは本当にそう思う。どこかの団体でやっているが、行政職員を１年間ほ

ど民間団体に派遣させる制度のようなものがあれば非常にありがたい。ひとりで何でも出来る人材が民間で

は限られている。 
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<委員> 

先回の資料にあったNPOリストを見て、県内にも活動団体がこんなにたくさんあることに驚いた。それぞれ

の団体が蓄積している独自の情報やノウハウは膨大なのではないか。先ほどの景観の最低基準づくりのテー

マの時に地域特性調査の話があったが、ここにNPOの情報をうまく活用できないだろうか。この辺の情報を

県が吸い上げてくれれば一挙両得になるのだが。 

 

<委員> 

情報の共有というか、横のつながりを持って他の団体の活動を知ることは有効だ。人手のサポートの話があ

ったが、行政側がどう意識改革していくかという問題ではないか。極論だが、既に頑張りだしているところ

はさほど問題ではなく、現在全く意識がないところに対してどうたきつけ・意識付けしていけるかが課題で

はないか。 

 

<委員> 

人間は言葉だけでなく、形のある現物を見ることではじめて気がつくことが沢山ある。実際に形にし、まち

なみや風景の変化を実際に見てもらうことは大きな効果があると思う。私は委員とは逆に、意識があるとこ

ろは何もしないのではなく、むしろ意識がある所で、意識を形に変えていく作業をフォローすることは大事

ではないかと思う。理念をカタチに変えていく活動を支える窓口が県には必要で、この機会にやってはどう

か。 

 

<委員> 

やる気のない所のサポート、やる気のある所のサポート、両方とも大事だと思うが、やる気があるところを

伸ばすことを考えたほうが全体では効果的だと思う。NPOが育てば、その団体が他の地域でも頑張ってくれ

る。NPOの育成については、例えばアメリカではNPOが階層状に組織されて支援をする体制があり、そこに

行政も入っている。 

先ほどの人材支援の話では、行政からNPOに行く際の名目は「研修」になる。世田谷の有名なNPOには、様々

な自治体から大勢「研修」に来ており、互いにメリットを生んでいる。 

どこでもやっていることだが、新潟市では、期限付きの補助金を出すことで、住民に景観形成地区指定を目

指させている。補助金がすぐに地区指定まで結びつくわけではないが、住民に考えるきっかけを与えている。

兵庫県には、景観行政サイドでは景観形成推進員制度があり、文化行政サイドではヘリテージマネージャ制

度がある。これは一種の認定制度であり、地域のまちなみ等に関する単位を得ると、調査等の面で何らかの

メリットを得られる仕組みとなっている。行政としては民間の人材育成というメリットがある。 

 

<委員> 

支援の内容についてまとめる。 

市民・NPOを積極的に景観法の整備機構などに位置づけ、積極的に活動してもらうことが大事である。何故

かというと市民が一生懸命にやっている「まちづくり」と「景観づくり」を重ねて描く全体像で進めないと

いけない。市民には景観意識はありそうに見えて、実はそうでもないように見受けられる。景観の考え方を

市民活動の中にプログラムとして位置づけることで市民＋行政という構図が出来る。 

行政の役割としては、公共事業がまちづくりの一端を担うので、そういうものに対する考え方を持つことが

必要。道路・河川・緑地・建物などについて行政なりの方向性を住民に示し、地に足のついた景観議論をし

ていく。 

 

<座長> 

人的支援の話でも、ただ派遣されて行くのではなく、県としての景観意識や方針を持って行くべき。一人一

人が行政代表であり、市民でもある。 

どういう支援をしていくかについても、もう少し認識を深め、マニュアルではないが基本的な支援の仕方を

きっちりと押さえる必要を感じる。今日は時間がないので次の議論に進みたい。 
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４．広報・PR 

 

<座長> 

広報・PRについては、広報誌・報告会などにより活動やその効果を県民・全国にアピールしていかなければ

はならない。 

 

<委員> 

新潟市の実施した「お宝景観１００選」はいい活動だったと思う、絵はがきも作った。しかし、その活動や

成果が一般の目にとまりにくい。景観を気にしない人には目につかないのが問題で、普通の人にとっても情

報が入るように工夫しなければならない。 

新潟県の景観イメージを全国に発信することについては、いままで積極的になされていないと思う。景観と

観光の関連についても、ごく当たり前のようでありながら見過ごされがちだ。佐渡のように良きにつけ悪し

きにつけ発信していかないといけない。佐渡も現在は観光が不振だが、外部の人が積極的に移住していて、

それらの人が外に対する有力なスピーカーになっている。口コミやマンパワーが大きな力になる。 

 

<委員> 

全国に発信するならば、テレビの力は大きい。昨年は災害があったが今後どのように復興していくか。景観

の面でも取り組めたら全国に発信できる内容になる。 

観光との関連については、国も現在ビジットジャパンキャンペーンに取り組んでいるが、新潟も対岸諸国と

のつながりがある。東京やディズニーランドとは違う良さ、新潟にしかない良さをどのように伝えるかが重

要で、そのことを上手くビジネスにつなげていかなければならない。新潟の人は商売に結びつけるのが下手。

観光のために景観を作るわけではないが、景観を良くすることで観光の魅力をさらにアップし、利益も地元

に還元されるようにしなければならない。 

 

<委員> 

新潟のイメージの中で、景観のイメージだけを切り取って発信してもつまらない。景観はビジュアルにとら

えられるが、人間の営為とは切り離されたようなどこか冷たい感じがある。新潟の優位性は「生活しやすさ」

「人の営み」「食の豊かさ」「美しい自然」などであり、景観は文化と風土・自然の合体そのものであるた

め、これらの要素と絡めて総合的な魅力（新潟らしさ）にしていかないといけない。 

 

<座長> 

県外だけでなく、県の周辺市町村相手でも発信は必要。 

 

<委員> 

景観のイメージとは「都市のイメージ」というニュアンスで申し上げたもの。県外の人に聞くと新潟市と言

われて思いつくイメージがないのが現状。これをどうするかは難しい問題だが、新潟の人が良さを知らなけ

れば説明できないし、広められない。そのためには住民自身が景観を知り、地道に情報発信をしていく意識

を持つことが大事。新潟の人は「新潟には人に自慢するものはない」と思い込んでいるがそれは違う。例え

ば、村上は少し前まで誰も知らなかったが、光を当て、磨く取り組みを地道に行い、情報発信してきた結果、

全国的に有名になった。 

周辺市町村という話では、新潟には各地に魅力的な祭りがあるのに、同じ県内でもよその祭りを見にいかな

い傾向がある。自分の地元にも祭りがあるということもあるが、まちを遊ぶ「都市観光」という意識があま

りないのではないか。例えば埼玉県の川越では、人口３０万人の都市に祭りの時だけで１００万人以上の人

が集まる。そういう交流人口が新潟では少ない。村上の祭りは素晴らしいものだが、新潟市からですら人が

行っていない。対策としては、良さに磨きをかけていく・マップを作るなどの地道な活動が必要であり、そ

れに対して行政が支援するということはあり得る。 
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地元の景観意識を高めていくためには、お宝１００選などの表彰制度的な取り組みも良い、新潟市では以前

は取り組む人や団体に対する表彰もあった。 

日頃から景観に関する議論は行われているが、それがオープンになっていないから市民に広がっていってい

ないことも課題。 

 

<委員> 

新潟はPR下手だと思う。 

新潟の魅力である雪や食べ物も景観と密接に関わるもの。子供たちがその事を知っていて、老人などと一緒

に楽しむことが大事（美醜を伝える・学ぶための景観教育）。そういった経験を通じて美醜を子供の頃に経

験していれば１０～３０年後の地域の景観は違ってくるだろう。 

日本古代の色というものを学ぶ機会がない。３原色の教育だけでなく日本古来の色を知ることで、原色が醜

いと思えるなど感性の教育に繋がる。日本の現代生活の中からなくなりつつある大切な文化や伝統や生活の

歴史を学習することは景観教育にそのままつながるものと考えている。そのような教育を行っていること自

体がまた全国に対してPRとなる。出来たものだけでなく、つながる営みの中の教育というものが発信される

と良い。 

 

<委員> 

景観議論の奥深さを感じている。 

イメージ発信やPRしていくこと自体は良い、しかし受信するのは誰か？というターゲットの設定はどうなっ

ているのか？ 

すでに関心ある人、こちらを向いている人を対象にする場合はお宝１００選などが有効であるが、全国の一

般人を対象にする場合は新潟県は、新潟市は或いは佐渡はこれというワンフレーズで良いのではないか。対

象により様々に変えなくてはならない。少なくとも、県のイメージを代表するものを１つに絞れるとは思え

ないし、絞る必要もないと思う。（新潟県というと広すぎてイメージを絞れない、市の単位程度がイメージ

しやすい）大衆向けならば２・３言ですむような発信をしていけば受信してもらえそうだ。 

 

<座長> 

Ⅳについては、旅行会社に頼んでイメージを売り込んでいくような話ではなく、地道な取り組みとして何を

したらよいかを考えていかなくてはならないと思う。 

まだ問題点は多々あると思うが、本日のことをまとめて、次回議論の種としたい。 

 

（事務局） 

本日の意見を加えて再度整理したい。時間のない中での議論だったが、言い足りないことがあれば後日連絡

願いたい。 

次回までにもう少し筋道を整理して、今度は各論の議論に入っていきたい。 

次回は６月頃の開催を予定している。 
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○市町村の境界付近での調整や、複数の市町村に関係する部分など、広域的な視点も必要だと考えます。

○県の視点で実施されたい。

○広域的な景観形成のため、複数の市町村にわたって景観施策を行なう必要がある。また、市町村において景観計画策定が体制的、予算的に困難な場合に県が定める景観計画区域で包括することができるた
め。

○県内全体を網羅した景観計画を策定する必要があると考える。

○景観法の主旨から、県内の全市町村が景観行政団体となるまでは、県が景観計画を策定するべきと考える。

○県全体の景観に対する考え方を示す必要がある

○平成４年につくられた新潟県の指針をもとに、県としての計画を策定されては、いかがでしょうか。

○市町村への支援制度を創設してほしいため。

○県は景観行政団体であり、県内の指針となるべき景観計画を策定する必要があると思う。

○都市計画マスタープランにおいては、県区域マスタープランが策定されており、市町村マスタープランの基本的な指針となっているように見受けられます。新潟県全体の景観計画を基本的・広域的に示唆する
のは県の役割と考えます。

○本来、各市町村の力量での策定が望ましいと思うが、自然・歴史・市街地等、様々な“景観”を有する当県において、基本となる計画は必要であると考える。

○広域的な視点で必要なものは策定の必要がある
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割を期待する。地域の基準づくりということではなく、そういう位置付けでの内容を盛り込んだ景観計画を作っていただき、サポートをお願いしたい。

○景観という無形・有形の価値について広域的視点からの調整やその存在を認めていく必要を感じるから。

○地域により様々な特色がありそれを入れて計画策定するのもいいが、県が上位計画を策定することにより、ある程度の県全体が統一した計画となるのではないか
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理由
○広域的な視点での計画策定は必要とも思えるが、住民意識や住民の理解が
得られるか不明。
○県内の各市町村において、それぞれ地域性が異なることから、各自治体にお
いても県と連携しながら情報を共有し計画する必要がある。
○景観法の内容をよく把握していない。
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質問意見など

○観光立県としての顔もつくるのであれば、県として少し強く各自治体に要請をだしてもいい
のではないか。そういった時には経済的、人的支援の準備もセットで必要だとは思いますが
意見までに。PRなどで新潟県は景観にうるさいというイメージを業者に植え付けることも長い
目では有効に効いてくると考えます。

○良好な景観形成に向けた県民意識の向上への取組みが必要

情報提供
11

(31%)

その他
2

(6%)

助言窓口の設置
22

(63%)

助言窓口の設置

情報提供

その他

最も必要なものとして１つを選択

財政支援
12

(32%)

情報提供
5

(14%)

マニュアル作成
5

(14%)

その他
0

(0%)

人的支援(行政職
員派遣やｱﾄﾞﾊﾞｲｽ)

15
(41%)

人的支援(行政職員派遣やアドバイス)

財政支援

情報提供

マニュアル作成

その他

景観計画を策定することに関する県の支援

最も必要なものとして１つを選択

その他支援

アドバイザー派遣
8

(25%)

その他
0

(0%)

人材(地域リー
ダー)育成

9
(28%)

モデル的事業の
支援
15

(47%)

モデル的事業の支援

人材(地域リーダー)育成

アドバイザー派遣

その他

最も必要なものとして１つを選択

○財政及び人的支援
○景観地区の見極めや団体登用の
適否について方針決定の相談体制
を先ず得たい

景観行政団体になることに関する県の支援
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景観形成地区等現地調査 

 

〔目   的〕 

これまで行われた景観づくりの取り組みを評価し、今後の県の景観施策に反映させるため「景観形成

地区」などの現地調査を行うと共に、地域で活動を行うまちづくり団体と意見交換を行う。 

 

〔実 施 日〕   Ｈ１８年７月７日（金） 

 

〔参 加 者〕  別紙のとおり 

 

〔行   程〕 

出発（開始）時間 行程 到着（終了）時間 

１０：００ 県庁～新潟中央ＩＣ～中条ＩＣ～村上 １１：２０ 

１１：２０ 村上市（越後村上城下町地区）調査（約４０分） 

（説明者； 村上市都市整備課他  ） 

１２：００ 

１２：００ 昼食（イヨボヤ会館） １３：００ 

１３：００ 村上～関川道の駅 １３：３０ 

１３：３０ 関川村（越後下関米沢街道地区）調査（約４０分） 

（説明者； 佐藤氏（祭り代表）、近氏（下関区長） ） 

１４：１０ 

１４：１０ 関川道の駅～新発田 １５：００ 

１５：００ 新発田（足軽長屋周辺地区）調査（約６０分） 

（説明者； 若林氏（城下町新発田まちづくり協議会） 

１６：００ 

１６：００ 新発田～聖籠新発田ＩＣ～新潟中央ＩＣ～県庁 １７：００ 

 

〔そ の 他〕 

・委員を除く参加者の皆様から別紙「ふりかえりシート」を後日提出して頂きたいと考えております。 

 ご協力お願いします。 
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別紙

Ｎｏ 所属 役職 氏名 備考

1 新潟県景観懇談会 座長 後藤　哲男 長岡造形大学教授　　※関川から合流

2 新潟県景観懇談会 委員 土沼　隆雄 （株）要松園ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ代表取締役

3 新潟県景観懇談会 委員 田中　みちよ （社）新潟県建築士会新潟支部女性委員長

4 新潟県景観懇談会 委員 関　由有子 市民活動団体あわゆき組代表

県職員（本庁）　　　９名参加

県職員（地域機関）６名参加

国土交通職員　　　２名参加

合計　　２１名参加

景観形成地区等現地調査参加者



平成 18 年７月 1４日 
土沼 隆雄 

景観形成地区等現地視察結果の報告 
視察に当たって 
景観議論では、景観そのもの・実体をビジュアル（視覚的）にどう分析・評価するかと

いう視点がまず重要である。しかし、たいがいの議論では見た目の景観･実体そのものを越

えて景観デザイン、歴史的景観、景観政策、都市計画、組織（仕組み仕掛け）、規制、支援

の方法など多様な話の展開になってしまい、互いに関連性はあるものの実体が無いために

議論がかみ合わない、もしくは混乱する状況が多い。 
そこで、まず①それぞれの現場でその目の前にある景観の違いをよく観て、さらに景観

の構成・素材・場の利用方法などを評価した上で、②その景観が将来どうゆう方向である

ことがふさわしいのかについて改善・保全・整備などの点から幅広い計画議論を進めてい

く。その時の実行手段（方法論）として前述の多様な内容の議論（理念から計画・実行・

管理運営）が順序だてて始まるのが分かりがいい。 
具体的な例として、景観議論の初期の段階では、現地視察によって場所々々でビジュア

ル景観マップあるいはパノラマ景観写真などをつくり、いろいろな視点場からみえる単体

施設（核）や周りの自然眺望及び道路の線形（将来の線形変更の有無）及びその組み合わ

せでどうみえたかなどを将来の改善・保全・整備・管理などの点を考慮して色分けを行い、

その後の具体的な方法論につなげる。この作業を緻密に根気よく行うと理解がしやすい。 
今回はそこまでやれるかどうか分からないが、いずれにしても景観はその場所に立った

ときの気分や印象、雰囲気など市民感覚を大切にする視点の重要性の認識であり、このよ

うなことを踏まえて限られた時間ではあるが、今回の視察に参加したいと考えている。 
 

【総評】 
・ 景観デザイン委員会でも議論になった景観モデルのモデル性の意味であるが、汎用性、

一般性があるからモデルなのか、希少性、特別性があるからモデルなのかがいまだにあ

いまいになっている。これらの点から言えば立地的、敷地的、デザイン的にみて、いず

れの場合も混乱がみられる。ただ、両方を目的とした場合は分かりにくくなる面がでて

くることもある。 
・ その他、構築技術においてディテール技術の低下がみられる、整備に景観の視点を加え

性能主義（施設整備から景観整備への転換）に徹することができるかが課題と言えそう。 
 
 
 
 
 



村上地区 
ポケットパーク 

【個別的なこと】 
・ 石積みはお城山の石積みをイメージしたようだが、狭い空間の割に高さがあり、色もダ

ークな印象 
・ 井戸は遊び心のようである 
・ ベンチに座ると正面に道路（国道 7 号）が見える 
・ 遮蔽のための植栽がなく隣家が丸見えする 
・ 植栽が全体に少ない 
・ 照明の位置が空間全体を狭くしている 
【全体的なこと】 
・ いろいろなアイデアを出して計画されたことが説明から伝わってきた。ただ見せるのか、

使うのか、存在していればいいのかがその場から分かりにくい 
・ 公園を核にした景観整備の取り組みは県内先進事例として評価できる 

まいづる公園 
【個別的なこと】 
・ 隣家の干し物が公園から見える 
・ ベンチの位置に配慮を、ベンチは休憩施設であるが重要な視点場でもある 
・ 園路に亀裂が生じている 
【全体的なこと】 
・ 公園が直接隣家と接しているので、公園のみどりをうまく利用して住宅のみどりとつな

げていくとよい（みどりの染み出し効果） 
関川地区 

下関旧米沢街道 
【個別的なこと】 
・ 水車は渡辺邸にあったものをイメージした 
・ 沿道の広告看板がカラフルで目立つ 
・ 縁石の御影石は高級感があるが、色が白いために視認効果が弱い 
・ 歩道の自然石の乱張り手法は緻密な庭園技法 
【全体的なこと】 
・ 公私共に熱心に活動されている状況が伝わってきた 
・ 以前と比べて数段美しくなってきた 
 
 
 
 



新発田地区 
寺町 

【個別的なこと】 
・ シダレザクラの街路樹はめずらしい 
・ 樹木生育のための植栽スペースが小さい 
・ 寺町たまり駅は観光目的 
【全体的なこと】 
・ 近代都市計画では出っ張ったもの（参道、火除地）を排除してきたために、特に寺町で

は参道が無くなり風情がなくなった、今後は寺町の参道を現代感覚で新たに形成してい

く方向もありうる 
・ 古い町にはユズリハ、ナンテン、カキ、イチジク、アジサイ、ザクロなどの生活樹木（吉

祥・食・和）が数多く残されている、これらをしっかりと調査して利用してほしい 
・ 清水園周辺は観光系土地利用、寺町は落ち着いた風情で住居系土地利用であり違いがあ

る、最終的には土地利用の整合性、ビジュアル面では景観的にどう調和するかが課題で

ある、美しい景観よりもいい風景に仕立てられないか 



資料③－４用語説明

用語 説明

景観法

我が国で初めての景観についての総合的な法律。
良好な景観の形成に関する基本理念、国、地方公共団体、事業者及び
住民の責務を明らかにするとともに、条例では限界のあった強制力を
伴う法的規制の枠組みを用意している。
（平成16年６月18日公布、同12月17日一部施行、平成17年６月１日全面施行）

景観行政団体
景観法による施策を実施する主体。
県、政令指定都市、中核市は自動的に景観行政団体となり、それ以外
の市町村は都道府県と協議し同意を得て景観行政団体となる。

景観計画
景観行政団体が良好な景観形成のために定める計画。
景観計画区域を定め、景観形成の方針、建築等の行為の規制、景観
重要建造物等の指定の方針などを定める。

景観重要公共施設

景観行政団体が、景観計画区域内の景観上重要な公共施設を、公共
施設の管理者の同意を得て、景観重要公共施設として景観計画に位
置付けることにより、各管理者は景観計画に基づいて公共施設の整備
を行う。

景観形成事業推進費
景観計画区域又は景観地区において行われる良好な景観形成のため
の事業。年度途中の追加的需要に対応するもの。

景観重要建造物

景観重要樹木

景観農業振興地域整備計画

景観計画区域内にある農業振興地域において景観と調和のとれた土
地の農業上の利用に関する事項を定めるもの。
景観農業振興地域整備計画に従った利用がされていない場合は、当
該計画に従った利用をすることを区域内の土地の所有者等に勧告する
ことができます。

景観地区

都市計画の地域地区の一つ。より積極的に良好な景観の形成を図る
地区。建築物の形態意匠（必須）、建築物の高さ、壁面の位置、敷地面
積等の制限が可能。
※都市計画区域外では、条例により「準景観地区」を定めることが可能。

景観協定
景観計画区域内において、地域住民全員の合意により、法の一般的な
基準を超えたきめ細かな景観形成のルールを定めるもの。

景観整備機構

景観行政団体に代わり或いは共に良好な景観形成に取り組む主体とし
て、景観に関する住民の取り組みの支援や景観重要建造物・樹木の管
理、耕作放棄地の利用権の取得等を行う団体。
景観行政団体の長が法人、ＮＰＯ、まちづくり団体等の申請により指定
する。

景観協議会

良好な景観形成を図るために必要な協議を行う組織。
多数の主体（景観行政団体、景観重要公共施設の管理者、景観整備
機構、ＮＰＯ、住民等）交響詩悦のが参加可能であり、かつ、幅広い内
容の協議ができる。上で重要となる外観の優れた建造物又は樹木のこ
と。景観計画にその指定の方針を定める。

ヘリテージマネージャー

地域に眠る歴史的文化遺産を発見し、保存し、活用し、まちづくりに活
かす能力を持った人材のこと。（歴史文化遺産活用推進委員）
兵庫県で平成14年から養成講座を開始し、ヘリテージマネージャーを認
定している。

良好な景観形成を図る上で重要となる外観の優れた建造物又は樹木
のこと。景観計画にその指定の方針を定める。
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◎景観をつくる主体はＮＰＯや団体（住民によって組織化された）

後藤座長が考える景観づくりのしくみ

市民活動元気づけ
マニュアル

公共建築

県の政策体制

アドバイザーの意義

情報の交換
メディア

景観の基準づくり方法

未発達段階

市町村

設計意図

美意識

独自の

都市の意志決定

¦｜

NPO
団体

ＮＰＯ

団体

成熟段階

地       域
（景観単位）

NPO

NPO

NPO

団体 団体

成熟段階

地       域
（景観単位）

NPO

NPO

NPO

団体 団体

＝ ＝

市町村

住民

住民

住民

住民

住民

住

住民

住民

住民

住民

住民

未発達段階

住民

住
民

未発達段階

未発達段階

未発達段階

住
民

住
民

住
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