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第3回新潟県景観懇談会議事要旨 

 
事務局 
（委員の退任・交代について） 
前回、前々回と欠席された十代田委員が、今後も予定が合わず出席が困難とのことで退任を申し出た。座長と

も相談した結果、今回を持って退任とし、後任は置かないこととした。 
また、７月11日付けで都市局長が交代し、今井一之局長が就任した。本日は所用により欠席である。 

（配付資料の確認） 
 
都市政策課長 
景観懇談会も第3回ということで、具体的な話が出てくると思う。県の行政にご支援頂きながら活発なご議論

をお願いしたい。 
 
事務局 
それでは議事に入るが、以後進行は後藤座長にお願いしたい。 

 
座長 
前回、前々回と、委員の皆さんが考えていることを洗いざらい出してもらうという趣旨で懇談会を行ってきた。 

７月７日には新潟県の状況を目で確かめるということで、村上、新発田、関川の現地視察を行った。（土沼委員、

田中委員、関委員、途中から後藤座長が参加） 
今後の景観懇談会等のスケジュールについて、事務局から説明願いたい。 

 
事務局 
懇談会は全体で４回開催予定であり、今回を含めて残り２回である。次回第４回は９月下旬～１０月上旬を予

定している。 
前回までは、現状と課題ということでご議論いただいたが、今回は、これまでの意見をふまえて具体の施策の

議論をして頂きたい。頂いた意見を事務局で取りまとめ、それについてまた第4回懇談会で意見を頂きたい。そ

の後、必要な検討等を加えて取りまとめたものを基に、県の施策、取り組みを進めていきたい。 
 
座長 
第1回、第2回懇談会の意見整理について、事務局に資料の説明を願いたい。 

 
事務局 
（資料③－３説明） 
第1回は景観行政の現状と課題について幅広に意見を出していただき、第2回は焦点を絞り、景観行政の基本

的な考え方についてご議論いただいた。資料はそれらの意見を整理したもの。 
事務局で追加した意見（⑨⑪⑫⑬）について説明。 

 ⑨「市民の取り組みへの支援について」に２つ追加。 

・住民ルール、協定等を行政が補助する制度が必要。 
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・条例は住民への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。誤解を受

けないようＰＲすることが必要。 

 ⑪「景観イメージの発信はどのようにすべきか」に１つ追加。 

  ・他人に新潟美を知ってもらうためには、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ように関係すべきか」に１つ追加。 

  ・観光は流行があるため、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。 

 ⑬「景観教育・環境教育・躾（しつけ）」に３つ追加。 

  ・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。 

・地域の実情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統一が必要。 

（資料③－⑧説明） 
委員から頂いた意見を基に今後の県施策を検討するわけだが、市町村の意向も確認する必要があると考えた。

６月に県内全３５市町村を対象に意向調査を行ったので、概要を紹介する。 
 ○景観行政団体になる意向有り。（３団体）。 
 ○必要性は感じるが当面景観行政団体になる意向なしの理由について。 
   ・市民意識が醸成されていない、景観計画策定の体制整備が困難、などが意見の大半。 
 ○必要性を感じないため意向なしの理由について。 

・景観づくりの取り組みの必要性を感じないという意見が多い。 
 ○わからない理由について。 
   ・住民意識の醸成の不足や、景観法に対する情報の不足。 
 ○景観行政団体として考えている取り組みについて。 
   ・届出勧告による緩やかな規制誘導等に取り組みたいという意見が多い。 
 ○県が景観計画を策定する必要性について。 
   ・２０市町村が「ある」。理由は標記のとおり。 
 ○県が景観計画策定以外に行うべき施策について。 
   ・広域調整、情報収集、提供など。 
 ○市町村が景観行政団体になることについての県の支援について。 
   ・多い意見として窓口の設置。 
 ○市町村の景観計画策定に関する県の支援について。 
   ・人的支援（行政職員の派遣やアドバイス）。 
   ・財政支援。 
 ○その他の支援について。 
   ・モデル的事業、人材の育成等。 
これから市町村の意見をふまえて具体的な施策検討を行っていきたい。施策の説明はこのあと行う。 

 
座長 
ここまでで質問は。（質問なし） 
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座長 
議事（２）具体的な景観施策（案）について事務局に説明願いたい。 

 
事務局 
（資料③－４説明） 
ここまでの資料内容をふまえ、具体的な景観施策について整理したもの。記載内容は、取り組みの「理想的な

姿」を表現したものであり、今後ただちにもれなく取り組むものではないということを事前にご了解願います。 
取り組みの４つの柱について、県・市町村・住民（地域）別に整理している。なお、住民の取り組みについて 
４つの柱への区分が難しいため、枠に関わらずまとめている。 
委員への事前送付時から変更があったのは以下の通り。 

 ・市民活動元気づけマニュアル→元気づけしくみづくり（型にはめるイメージがあるため） 
 ・景観アドバイザー等連絡調整会議開催の追加 
 ・景観資源の掘り起こしを追加 
 ・景観整備機構への移行（スキルアップだけでなく人材や時間の確保も追加） 
 
（資料③－５説明） 
持続可能な取り組みにするためのシステムをイメージで表したもの。 
ここで示されている取り組みはあくまで例でこれだけではない。 
個々の活動を景観行政団体が統轄し、取り組みの地道なスパイラルアップを目指すことで、まちの景色は徐々

に良好な景観に変化していく。 
 
（資料③－６説明） 

H18年度の県の取り組み内容について。 
○モデル地区の支援について 
両津湊地区（佐渡市）、大湯温泉地区（魚沼市）、摂田屋地区（長岡市）の３地区を指定。先進的な取り組み

を支援し、先行事例とする。 
○景観シンポジウムを１０月に佐渡市にて実施予定。 
○地域での座談会、市町村景観担当者会議の実施。 
○庁内景観担当者会議。（7/17公共事業景観担当者会議、7/21庁内景観担当者会議） 

 
（資料③－７～10説明） 
（説明は省略） 
③－９現地調査については土沼委員からもレポートを頂いている。後で委員の方々にも話を頂きたい。 

 
（資料③－10説明） 
景観に関する聞き慣れない用語について解説を用意した。 
 
座長 
事務局の施策説明は多岐にわたっており複雑なので、簡単な骨格図を私の方で用意した。 
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○が一つの景観の単位である。一番大事な景観をつくる主体は○の中の住人だが、住人だけでは埒があかない

ので、住民の意向を吸い上げる団体やNPOを加え、地域の独自の美意識を育ててほしい。市民団体が頑張って

今後の地域のあり方について合意形成していく流れであり、そういった団体を県が様々な形で支援していくのが

原則ではないか。 
歴史的に見ると１８～１９世紀であれば美意識は王や僧侶などの権力者がつくっていたが、現代では美意識を

市民団体が担う仕組みにすべきである。 
県の市民活動活気づけの取り組みが第一に必要だが、住民活動にも色々な段階がある。すでに景観行政団体に

なっている所は理想であるが、活動が未発達でなっていない所もある。県はあらゆる地域についてのきめ細かい

施策を考え、あらゆる地域の状況に合わせてスパイラルアップを図っていくべきである。 
以後、資料③－３～６について活発な意見を頂きたいが、まずは（資料③－９）委員の現地調査報告について

から話を始めたい。 
 
委員 
現地での印象を書いたものだが、景観を語る場合、現地に立って目に見えるものを素直に評価することがまず

必要だということを伝えたかった。景観は、「目に見える」「視覚的にどうなのか」を問うのが本質であり、その

中に色々なもの（歴史・文化）が内包されている。景観について論議をするとすぐにデザインや計画論など様々

な要素が関わってきて議論を複雑にしてしまうが、どのように見えるのか目に見える視覚的な切り口で整理をし

ていけば分かりやすい。そして景観デザインとは、ある目標に向かってどう考えるのか（守る、再生、創出）の

プロセスであり手段だと考える。まずはよく観て感じることである。視覚的なイメージや印象がないまま景観論

議に加わることで、複雑になっている議論、分かりにくいイメージを今一度整理した方がよい。 
マクロな議論としては、モデル性の意味が気になっている。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の整理が出来ていないのではないか。また形と考えとがうまく連動せず、混乱が

見られた。デザイン・技術の問題としては、力が入りすぎているものが散見された。 
 
座長 
委員の言われたのは、イメージの共有化と、その共有化したイメージの継続性が怪しいということ。モデル地

区という言葉の意味が、具体的な空間のモデルなのか、運営する組織の方のモデルの話なのかはっきりしない。

の２点だったと思う。 
 
委員 
３地区それぞれについて一般的なイメージを持っていたが、現場で具体的に見ると、それぞれの良さが分かっ

た。関川村下関には初めて行ったが、渡辺邸がクローズアップされていたのに加え、佐藤邸もあり、街道沿いに

してはボリューム感があるものが並んでいると感じた。所々に景観に配慮しない建物があり、たとえ小さなもの

でも一つ二つ入っていることで全体の連続性が失われ、まとまりのある景観レベルを落としてしまうことがある。

個人の家を好きにして何が悪いのかと言われると、これまでは何も言えなかった。そこに景観行政の意味がある。

まちの景観を良くすることによって、結果的に個人にもいつか返ってくる。景観は自分の世代だけでなく、長い

目で見て資産として継続されるということを訴えることが重要である。 
 
座長 
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関川では空間の質の高さを感じた。質が高いがゆえに、そのアンバランスさも見えたということだと思う。ア

ンバランスさが分かった時に次のステップとして、それを解消しようという話が待っている。そのためには活動

の持続性が必要という話になっていく。 
 
委員 
３つの地区をみて、ある程度まとまりが保てる地域の規模であると思った。新潟市などの大きな自治体と違い、

村上や新発田はそういう意味で情報の共有化が図りやすいちょうど良い規模であると思うし、何よりも歴史によ

って裏打ちされている。 
関川村では、役場の前から渡辺邸を見る視野線と、水路側から見た視野線とで随分印象が違うということを感

じた。まちづくりを担った人との話からは、住民が一体感となってマンパワーが発揮されていることと、そうい

う活動がありながら乗ってこない住民もいるということが印象的だった。薬局の外観や看板は非常に残念だし、

看板が排除できないという問題については難しいと感じた。 
村上では、村上大祭の日であり貴重な風景を見ることが出来た。景観というものは住んでいる人が活動してい

るということと、人がいるから美しいのだなということを感じた。 
 
座長 
景観を考えるには適正な地区単位がありそうだ。例えば新潟市全域で景観行政をやるのは無理があるというこ

とだろう。 
私の参加した感想は、新発田の協議会に、継続してどれだけ取り組めるか、若い人が育っているのかと質問し

たが、どうやら難しいようだ。また、活動がサークル化してしまう傾向があり、団体が公共のものであることを

一般の人に認識させることの難しさも感じた。関川では、美術館や道の駅などが渡辺邸のボキャブラリーを使用

して質の高い建築空間を形成している。新発田にも、まちの駅があったが、重みが全然違うなと感じた。何かも

のをつくる際に、何でもそれっぽいものを作ればいいということではない。本物、オーセンティシティ（真正性）

というものがあって、それには、見る人の目が重要なのだろうなと感じた。 
 
委員 
我々の中では、共有財産という意識が育っていないまま景観という言葉が走り出している。共有財産もなく戦

後走ってきた結果、現在このような状況になっているのであり、景観教育、人材育成により、カタチだけでなく

ココロの部分、ものの見方、美醜の見分け方などについて並行して取り組んでいかなければならないと感じてい

る。すぐに成果が出るかというと難しいとも思っている。 
委員より、景観モデルのモデル性の意味について、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という意見があった。汎用性・一般性というのは結果的に人の心の部分で心地よいと感

じる内面の部分につながり、希少性・特別性というのは外に出てきたカタチや色や素材であると思うのだが、そ

れらを一緒にして議論しては混乱するのではないだろうか。 
座長が出された骨格の図についてだが、事務局の資料は網羅して良くまとめられているが、あまりに広範囲で、

どこから具体的な事例をつくればいいのか悩んでいた所なのでありがたかった。主体は地域の人、団体や NPO
であるということを押さえて、それを県や市がどうフォローできるかを問題意識として共有した方が良いなと感

じている。 
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委員 
モデルという言葉には二面性がある。平素で誰でも出来る技術とちょっとしたアイデアでこんなに良くなるの

かを紹介するためのモデル、もう一つは特別なもの、または最終的に目指すべきものとして高い次元を提示して

先導的役割を果たすためのモデル。景観は場所によっては特別なデザイン・技・材料で設えてこれを景観のモデ

ルということもありだが、私は平素から離れないことを基本に、一般的技術と地場の材料を土台としながらも、

創意工夫でこんなに良くなるというものこそ、これからの景観モデルだと考えている。 
 
座長 
平素のものについては部分的、視覚的に断片的なサンプルである。理想的なことを考えるのであれば、私の絵

で表現したような、事務局が示したスパイラルアップをする活動全体のイメージになるのだろう。 
 
委員 
実施された県のモデル事業が今後どうつながるのか、やった効果があったのかなかったのか、難しいがそこが

最も大事である。県は新たにモデル地区を支援していこうとしているようだが、過去のモデル事業で地元にどの

ような動き、効果があったかを検証し、反省し、活かしていくことが必要。そのあたりについて委員の意見を伺

いたい。 
 
座長 
県がモデル地区において何を支援（作り方の支援なのか、人材育成なのか）したのか教えてもらっていない。

事務局に説明願いたい。 
 
事務局 
これまで、行政は事業をフォローしないというところもあったのかもしれないが、このような視察をきっかけ

に、地域職員が事業の成果について考えたということは意味があったと考える。 
 
事務局 
聞き及ぶ範囲では、県は指針等を作ったが、県の役割としてそれだけで良いのかという話になり、先導的な地

区を募り支援することとなったと聞いている。当時はふるさと新潟の顔づくりということで、歴史などを切り口

として既に取り組みのあるところに入ったようだ。それぞれの役割分担の整理の中では、県がハード整備、市町

村は管理、という色が強かったようだ。全ての地区について県が強く関わったのではなく、その後、継続されて

いるかなどについては検証されていないが、当時なりに将来の絵を描いてハード整備中心の支援をしたというこ

と。 
 

委員 

そこが怖いところでもある。県が支援するからには、その後も地域の活動が継続されるようにして欲しい。地元がその

時必要なことにだけ行政が手を貸すのではサスティナブルな取り組みにならない。支援するからには、ハード整備が

ソフトの取り組みにつながっていくような仕組みが必要だ。支援するのだから地元に条件を付けても良い。 

関川は点では素晴らしいものがそろっており、県も入って街路などの線的な整備が行われた。次にやるべきは面的

な整備。ハードよりもむしろソフトの仕組みにより、景観に合わないような家が建たないようにすることを考えるべき。地
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元で地区協定をつくること等がおそらく次のステップになるだろう。そのような方向へ住民活動が向かうにはどうすれば

よいのか考えながら支援しなくてはならない。地域では住民による取り組みが始まっており、意識が高まっていくとその

ようなことが可能になる。 

新潟県全体で考えたとき、国には重要伝統的建造物群保存地区制度があり、全国で７０地区以上あるが、新潟県に

は佐渡の宿根木しかない。佐渡は本土ではなく文化庁も本土側にも欲しいという想いはあると思う。農村集落の代表で

あれば旧高柳の荻ノ島があるし、町場の集落の代表として関川も有力候補であると思う。県としても、戦略的に本土側

にも重要伝統的建造物群保存地区指定を目指していくべきであり、そういった戦略的な目標に沿った支援があっても

良い。 

オーセンティシティは非常に重要。公共事業についてもそうだが、うわべだけの整備になりかねない。善意でやった

民間の取り組みがやりすぎで、地域に合わないといったことも出てくる。城下町のシンボルといって駅前に偽物の長屋

門をつくろうなどという動きが実際に出てきてしまう。何が本物かというのは一般の人には解りにくいが、ずれ、やり過ぎ

などをチェックする仕組みは必要。そういった意味で、景観アドバイザー制度が県内３市で導入されているが、他の地

域でもこのような仕組みが必要。宿根木でもオーセンティシティはチェックしているし、関川が今後保存地区になるとす

ればそういった仕組みが不可欠である。少なくとも、県の公共事業については、一定のものについては景観的なチェ

ックが入るようにしないと、オーセンティシティが確保できない。出来るところからやってほしい。 

地元が大事だという委員の話には賛成だが、一方で地元では出来ないこともある。広域景観など複数市町村にまた

がるような問題は市町村では解決できないので県がやる必要がある。そして道路、河川などについては県としての見

解がどうしても必要であり、地元にだけ任せればよいというものではない。 

事務局の出したものは網羅的で結構だが、全部出来ないということで、どこからやるのかという話をしてほしい。確実

に出来ることを１つでも２つでも見届けてからこの委員会を閉じたいと考えている。今後、ストーリー付けや優先順位付

けなどを事務局にはお願いしたい。 

H18 年度施策資料は分かりやすくて良い。シンポジウムに関連して紹介するが、10 月28 日に新潟県まちなみネット

ワークのシンポジウムを上越市で開催する予定である。これは観光が主なのだが、景観との関連が強く、同じようなこと

をやっている。今後ぜひ連絡を取り合ってほしい。 

 

座長 

今の岡崎委員の話は戦略的支援（人に対して）についてだったように思う。 

モデル性の問題、骨格づくりについて議論していきたい。何に戦略的に支援していくのかを話してみたい。 

 

委員 

新発田の方との座談会でサークル的という点は少し感じている。メンバーの入れ替えはあるが、そこから輪を広げよ

うという方向には向かっていないと思った。せっかく良い活動をしているのだから、輪を広げ、他の地域に波及していく

ように、もうワンアクションがあると良い。結局は人と人との付き合いなので、面倒ごとを回避したいという意味合いもある

のだろう。 

事務局が出している施策案は非常に多岐にわたり、どこから手をつけるかが問題だ。ストーリーをつくるというのは委

員に賛成、地域だけに任せておくのではなく、他者が定期的に介在することにより活性化につながるというのはある。

お金だけでなく、人的な支援として、例えば専門家に加わってもらうとか、景観リーダーの発掘・育成、ヘリテージマネ

ジャーの育成、景観アドバイザーの育成など、そういった活動に NPO 団体なども加わっていただくと、違う風が起きた

り、見えなかったものが見えてきたりするのではないか。 
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座長 

NPO も私的な団体でなく、公共性があるという認識でよいか。 

 

委員 

公共という意味をどう捉えるかだと思う。少なくとも閉じられた団体ではない。参加したい人が参加すれば良い。次の

人材育成ということは NPO 組織の中でも常に考えているが、非常に難しい。なかなか輪が広がらずにサークル的にな

ってしまう。人が限られており仕方ない部分もある。市民団体の自助努力も必要だが、行政による市民意識の底上げも

必要だ（専門家を育てるヘリテージマネジャー制度とはちょっと違うが）。 

世田谷区では、市民が自ら活動できるように行政が仕掛けている。最初に様々なテーマで講習会をやり、その後、

そこに集まった人たちでグループを作らせ、行政がグループに調査を依頼するなど様々な形で関わることで、まちづ

くり活動の輪が市民に広がるようになっている。結果として、５年くらい経つと立派な市民団体と、活動の実績が出来て

いる。行政としてこのような働きかけをやっていくことはできる。 

 

座長 

景観アドバイザーは技術的な支援となるが、組織維持、組織の公共性、普遍性のための NPO への人材支援も必要

ではないか。ＮＰＯにはある種の資格的、基礎条件などを教えてあげることが支援である。 

 

委員 

世田谷区の上手なところは、人材発掘と育成を一連のものとして捉え、個々のイベントが単体でバラバラに行われる

のではなく、連携し、全ての取り組みが無駄にならないようにしているところである。個々のイベントはどこでも普通に

やっていることだが、それらを上手に連携させ、確実に様々な成果につなげている。（講習会による知識の普及、住民

団体の組織化、地域マップの作成など行政との協働、活動の広がり、意識の底上げ、住民組織の強化等） 

 

座長 

その辺りについてどうか。 

 

委員 

私の団体でも、何か具体的にメディア等にアピールしていくことによって、市民に「ちょっとやってみたい」という気持

ちを起こさせることが最初である。大変だけど、やってみたら面白かったと言って参加してくる若者世代に継続してもら

うためにも、アピール性の高いものを具体的にやっていかなければいけない。理念的なものだけでは幅が狭くなって

しまう。人材的には未開発の、若者、子供、女性に、さらに拡大していくにはどうすればよいか。 

村木委員が関わっている大地の芸術祭には東京から造形・芸術関係の学生がどんどん入ってくる。学生活動は継続

性がありながらも、顔ぶれは少しずつ変わっていく。地域活動に新しい血を入れていく非常に良い仕組みだなと思っ

た。最初はどうなるかと思ったが、続いているということは、都会の大学の若者の継続的な関わりによるのだろう。 

団体活動では、人間関係の煩わしさもある。イベント団体で終わるのではなく、継続すること。さらに次の段階に進む

には、固定メンバーに作業や責任が集中しやすい。サークル化してしまうか、もしくは自然消滅してしまうほど実態は弱

いと感じる。 
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座長 

団体の透明性の維持が大事という意見かと思う。 

 

委員 

団体の透明性と、県がどう支援するかということはあまり関係がないのかもしれないが、一般の人も興味を持つような

ちょっと柔らかいことにまで活動を広げ、それに乗ってきた人たちをさらに少し上の取り組みに導いていくというようなこ

とは戦略として必要であり、まちづくりのマニュアルにも書いてあるところ。 

そこでの県の役割としては、一般の人は NPO の取り組みなど殆ど知らないので、どの様な団体がどんな活動をして

いるのかの情報発信を行政や NPO サポートセンターなどでやるべきだろう。 

 

座長 

市民団体にある役割を担ってもらうには、しっかりした組織であってほしい。そのためには、組織の体力や透明性が

ある程度ないといけないのではないか。 

 

委員 

住民団体には公的責任はないので、いつ潰れても行政には関係がない。しかし、例えば地域団体のいるところに事

業を入れたのに、託した団体がいい加減な組織だったり、潰れてしまったりしては困るということはある。 

新潟市は景観条例で景観形成推進団体に補助金を出しているので、その成果を出してもらわなくては困る。地区協

定を作ってほしいという意図からなので、地域団体でなければ補助金はもらえない仕組みになっている。そういうところ

は後藤座長の言われるような責任があると思う。 

 

委員 

景観整備とは、地域に住んでいる人達にとってどんなメリットがあるのかについて、特に若い人達が明確に知ること

が大切である。さきほど大地の芸術祭の話が出たが、都会の若い人たちが心地よい汗をかいて都会に戻っていく。里

山という風景の持っている力、自然に根ざした生活をする人との会話、肉体労働など、都会が失ったものや、自分の存

在理由を求めて若者が来ているように感じる。若者は地元の老人との交流を通して元気になり、地域の人も若い人との

交流で元気になっていくという良いギブアンドテイクの関係が出来ている。 

新潟市のような中途半端な都会では、若い人の心の部分で景観とどうつながりが出てくるのだろうか。景観は財産で

あり、誇りをもって守り、創っていくものであるという意識が若者と共有されないとサスティナブルナな取り組みにはなら

ないのではないだろうか。 

 

座長 

国がこうしなさい、と言うことがいい景観づくりにはつながらない。住民が景観を共有財産として大切にしていく意識

をつくっていこうという話であると思う。 

 

委員 

サスティナブルということに関連してひとつ。委員はソフトの方からサスティナブル性についてアプローチされた。私

の場合、現場からサスティナブル性を考えてみたい。今回の視察で高価な材料と、高尚な技術が見られた。このことは、

一つはコストの問題、もう一つは技術の伝承性の問題を提起している。つまり、整備コストがこれ以上期待できない場合
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の高価材料の将来における供給、継続普及が可能なのか、また、巧みな石張りや石積み・植栽技術の伝承継続が可

能なのか、この２つの要素が将来におけるサスティナブル性に大いに影響するのではないか。そして仮に将来継続さ

れなかった場合には、これらの空間だけが周りと孤立して浮き、周辺と異なり、新たなる景観の不調和を起こすのでは

ないかという懸念である。 

この解決策の 1 つとして、ある種（視覚的、地理的、歴史・文化的など）の景域を設定しもしくは注意深く読み込み、そ

の単位ごとにひとまとまりの手法でもって景観を整えていくこともある。 

 

座長 

今の話は技術論であり、技術に支援する話は別にあるのだと思う。市民団体のようなものをどう育てるかについては

どう考えるか。 

 

委員 

新発田での話し合いで、議論がかみ合わないということを市民団体の方々はおっしゃられた。特に景観に関して住

民主体で話し合うときには、市民は行政・専門家などの話していることが分からないと混乱するので、少し話を噛み砕

いて整理してあげられる人が必要だろうと思う。 

 

座長 

市民活動元気づけしくみづくりについて、今までの議論とかみ合わせて解説願いたい。 

 

事務局 
（資料③―４） 

行政職員の市町村への派遣というのは期間限定のイメージ。サポーター制度は、何かやってみたいと考える人達を

増やすということ。表彰制度については、活動に対する表彰、デザインに対する表彰。 

景観協定をつくるためには地権者全員の同意が必要であり非常に労力が要る。市町村にお願いしたいのは、そこに

財政的な支援や人的支援ということ。また、景観資源の掘り起こしなども住民がすぐに出来るものではないので、掘り起

こし方の支援、または財政的な支援もお願いしたい。今までの議論とかみ合わせて説明するというのはちょっと難し

い。 

 

委員 

市民団体を支援するといっても、誰が支援するのか。県が支援する部分とそうでない部分がある。基本的には、地域

の団体を支援するのは本来市町村の仕事である。しかし、市町村の中には余裕や実施体制がないところもあり、県は

間接的に支援することとなる。しかし、ソフト的なサスティナビリティを考えると、支援は未来永劫ではなく、一定期間後

には市町村が引き継ぐなど、市町村との役割分担をはっきりさせておく必要がある。 

 

委員 

その意図を事務局案の中にも表現しなければならない。 

 

委員 

資料③－４ Ⅰ景観の最低基準づくりに景観形成事業推進費の活用とあるが、どのような事例があるか。それを人材
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育成の方に回すことは可能なのか。 

 

事務局 
（景観法パンフレット参照） 

これは国の補助事業であり、国には省庁を問わない予算がある（年間２００億程度）。どういった形で支援するかとい

うと、例えば道路事業であれば、既にある事業について、そこに追加して別事業として景観上の取り組み行うことが出

来る。 

 

委員 

これは公共事業に対する補助であり、景観に取り組めば予算が付きやすくなるということ。ぱっと見た感じでは住民

活動についての補助というものではない。街なみ環境整備事業では住民活動への支援がある。 

 

座長 

我々は予算には詳しくないので、この会では、県に対してこうして下さいとお願いをしていくスタンスで良いと思う。 

県にはこんな制度が必要である。そのためには予算を確保してほしいというお願いでよい。 

 

委員 

人材育成の話がこれだけ出ているので、人材に関する支援事業を県は具体的に提示できないかというのが私の言

いたいことである。 

 

委員 

今年県がやるモデル地区についても、どのように住民支援に結びつくのかを聞いてみたい。 

 

座長 

例えば市町村への行政職員の派遣という支援では、派遣された職員がどういう活動をするのかが分からない。 

 

委員 

市町村には景観のことを分かる人がいないから、人事交流で行って支援するというイメージであろう。まちづくり団体

についても同じ。 

 

事務局 
景観行政団体が景観計画策定に関して不足する部分について手伝うということ。 

 

委員 

ここにあるのは市町村に対してということであるが、まちづくり団体に対しても人材が不足していれば研修などサポー

トする代わりに、最低限何年続けるなど、条件としていくことが必要。規約の整備なども条件になる。 

 

委員 

まちづくり団体への行政職員の派遣ということだが、住民組織の立ち上げ期には莫大なエネルギーが必要。この時
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期に手慣れている人がいると非常に助かる。本来は組織内部で行うべきことだが、世田谷区の事例のように、特殊な能

力ではなくとも、コツが分かっている人が増えると楽になるだろう。ノウハウを持った人が手伝うことで、そこにまた新た

な人材が育っていく。各種補助制度の申請なども考えているうちに締切になってしまう。手伝ってくれる能力と時間のあ

る人がいると助かる。 

また、対外的な対応も結構大変であり、連絡に追われてしまう。岡崎委員の言われた県のまちなみネットワークは、

市町村の中では出来ない行政間の調整など、県が関わることにより期待する面がある。助言窓口の設置についても、

マニュアルがあれば良いという安易な考えではないが、何事も２回目以降はやりやすい。 

 

委員 

行政の職能と市民活動の職能とはちょっと違うので、団体支援を県が直接やるのも難しい。例えば行政が直接では

なく、外郭団体（NPO 財団法人など）の嘱託職員などでもよいだろう。例えば京都であれば「京都景観まちづくりセンタ

ー」であったり世田谷であれば「（財）世田谷トラストまちづくり」がある。そういうことのプロ（まちづくり団体出身の嘱託員

など）がいる部署をつくり、人を置くということはできるが、行政本体がやることは難しい。 

 

座長 

景観に関するセンターづくりをⅢに入れるということでよいか？ 

 

委員 

 ＮＰＯサポートセンターは上越にもあるが、景観に詳しい人はなく、現状では上越市の歴史景観まちづくり推

進室が担っている。 

 

委員 

出来るか分からないが、あると良い。NPO サポートセンターもそれに対応できるかといえば今はそうではない。セン

ターを新しくつくるのは今のご時世困難かもしれないが、既存のセンターの内部にそういう景観の担当を置くことは良

いことだし、あり得ること。 

 

委員 

Ⅲの「行政機関として」のところで、「優れたデザインの建築物や土木構造物に対する表彰」とあるが、景観デザイン

の観点から言えば、モノの表彰から総合空間（景観）の表彰に表現を変えた方がよい。 

Ⅲの「住民」のなかに「樹木の管理」と記載されているが、これを「樹木の維持管理」に直してほしい、そうすると、「仕

立てる」という緑の本質が含まれてくる。 

 

座長 

Ⅲについてはこの程度にする。 

関委員から頂いた上越市のパンフレットを見ながらⅣについて話していく。 

 

委員 

上越市が広報誌「景観」７号を出した。私は３号から関わっている。県内でも上越市は景観意識が高いという県民アン

ケートの結果が出ていたということだが、景観と言うと固いのだが、景色とか、生活ぶり、時間の流れ、歴史が関わった
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風景のようなものを市民の視線から捉え、伝えることを目的に作成している。アンケートでは、これまで高齢者からの意

見が多かったのだが、最近、他県から引っ越してこられた若い方の積極的なご意見が入ることがあり、景観に対する意

識のボトムアップを感じている。 

 

座長 

Ⅳについて、事務局より解説願いたい。 

 

事務局 
（資料③―４について） 

県として考えているモデル地区というのは、景観形成をしていく地域の団体をつくるということ。活動のノウハウとして

は「汎用性」、出来上がったモノについては地域独自のものであり、「希少性・特別性」というものになるのではないか。

モデル地区は１年限りの支援ということで地域には示してあり、その後も続くような取り組みにすることをこの１年で考え

て行かなくてはならない。 

・アドバイザーと業界団体との意見交換の場（景観連絡調整会議）づくり。 

・ホームページを中心とした情報発信。 

・ヘリテージマネジャーは県だけでなく市でも取り組めること。 

・学校教育までいかなくても、単発的な総合学習など出来ないか。 

・情報の掘り起こし、集積、データベース化。県内外への情報発信。 

・各種意識啓発活動。タウンウォッチングなど。 

・人材の育成。 

 

委員 

上越の広報誌は立派だが、歴史景観まちづくり室という景観を考える専門部署があるからこそ出来ること。新潟市に

も景観と名の付く組織があり、コンクール等では冊子をつくっている。長岡市については把握していないが、県もこうい

った組織や窓口が必要である。 

広報誌２３P には、有名な飲食チェーン店が指導により外壁色を変えた事例が紹介されている。 

景観連絡調整会議の意味合いについて補足させて頂く。アドバイザー制度は新潟、長岡、上越にあるが、横の繋が

りが無く、互いの取り組みが知られていない。行政にとっても横の情報交換になるし、業界団体にとってもそうである。

そして、会議をオープンにすることで、市民にも取り組みが伝わる。現在、市民にとっては情報が全く無く、景観につい

て何がどうなっており、何が問題なのかが全く伝わっていない。そういう状況では何も良くならない。年に１回か２年に１

回でもいいが、そのような場が必要。 

 

座長 

このような冊子が束ねられていつでも見られるようになっているだけでも違う、まずはそのあたりから始まるのかもし

れない。 

 

委員 

県などで、各市町村の情報が網羅されると良い。そのためにも、県に景観の窓口が必要。 
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座長 

時間がないが、景観の最低基準づくりについて話していく。 

 

委員 

最低基準づくりに緑の観点が入っていないので、入れてほしい。つくる緑、育てる緑、維持する緑を入れてほしい。 

具体的に言うと量と質と目的とする緑のイメージの３点セットで考えるということ。さらに詳しく言うと、一つは植栽基盤の

問題で、改良改善の視点から新しい基準を作ることが必要。もう一つは樹種・形態・デザインの 3 点セットで景観形成を

行なうこと。もう一つは維持管理、仕立てるということ。つまり、通常の一元的管理とは違った新しい維持管理計画の観

点を加えてほしい。 

こういったものを景観計画の中に盛り込んでもらいたい。また、公共事業の事業主体についてのところにも緑の観点

を入れてほしい。緑がいかに美しい景観に寄与しているかは自明であり、この点をしっかり押さえてほしい。 

 

座長 

具体的に計画をつくるのは市町村であり、県が市町村にどうつくってほしいと示すということか。 

 

委員 

この段階で緑に関する項目が落ちていたということであり、具体的な取り組みについてでなくてよい。ただ、ここでは

緑の大切さを言えばいい。 

 

 

岡崎委員 

景観計画には緑は当然入るが、表現的には落ちている。私も新潟市の緑のマスタープランの見直しに関わっている、

県としての緑の総合計画のようなものはあるのか。 

 

事務局 
県としては緑化推進計画がある。 

 

委員 

そういった物との連携をしなくてはならない。 

新潟市の話題として提供するが、新潟市では、松林などを除くとまとまって緑が残っているのは屋敷の庭が大半を占

める。それがどんどん減っている。そういう民間の緑地を守らなければ新潟の緑が守れないので対策が必要。東京で

は市民緑地制度がある（NPOが管理をする代わりに屋敷を公開してもらう）が、そういった新しい仕組みを県も考えてい

かなければ危険な状況である。 

 

座長 

最低基準は個別に考えると難しいので大括りで表現しているということとして理解したい。 

行政の体制づくりについてはどうか。 

 

委員 
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各地域に公共事業景観アドバイザー会議（仮）設置とあるが、これは県の各地域機関が持つものか。 

 

事務局 
国土交通省が現在試行しているが、一つの事業に対して１名のアドバイザーを入れている。県とは事業規模が違う

のでそこまでは出来ないが、１２地域機関単位で助言を頂きながら計画段階から景観に留意した事業を進めていくこと

を想定している。 

 

座長 

我々のような大学の先生がアドバイザーに任命されるのだが、本当にそれで大丈夫なのだろうかという問題がある。

本来は地域をよく知った人が行うべきであり、そういった地域の人材の育成が必要であると思っている。 

 

委員 

私もそう思う、新潟市のアドバイザーは、建築以外の委員は業界団体がやっている。業界が積極的にやっていただ

きたい。人材が足りないので、県の地域機関にアドバイザーを揃えるのは急には難しいかもしれない。本庁である程度

事業を絞ってやっても良いし、ゆくゆくは事務局が言ったようになればいいが人材育成とセットで考えてほしい。業界

団体と連携してやれるようにならないといけない。 

 

座長 

施策の展開イメージについて、これは外に出る資料か。 

 

事務局 
 まとめる段階では使いたいと思っている。 

 

委員 

③―５について、資料とサスティナブルな景観形成で括られている中に、ビジョン・計画・システム・ルール・組織と書

いてあるが、ルールというのをビジョンと計画の中に持ってきて、システムとプログラムという解釈で整理をしてはどうか。

多くはシステムとプログラムの問題であることが多いのであるから。 

 

事務局 
ここでは、便宜的に大枠でビジョン・計画という言葉づかいをしている。それを細分化したものをシステム・ルールと

標記している。よっておっしゃるとおり左２つは同じもの。 

プログラムについては今後どうしていくか別途議論していくものと理解していただきたい。 

 

座長 

ルール・システムというのは方法であり、ビジョン・計画は目標、組織はその具体的な実施母体ということで考えれば

よいと思う。 

議論が最後まで行かなかったが、意見があれば事務局に後日連絡願いたい。 

 

委員 
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最後に、信濃川の萬代橋景観について、新聞記事の紹介をする。最近、大きな建物が萬代橋周辺に出てくるように

なり、住民が景観の観点から、自分たちの地域に規制をかけてほしいと言ってきている。こういった活動が新潟市では

起きているということを知っていただきたい。国立市の例を見ても分かるように、この手の活動は後手にまわってはだめ。

新潟市はこれまでの景観条例の指針を具体化した景観ガイドラインを発表し、信濃川沿いに高さ５０ｍ以上の建物規制

を打ち出した。このような問題は今後長岡でも上越でもどこでも起こりえるので、市町村も県も注意し、考えていかなけ

ればならない。 

 

座長 

次の議事進行「その他」について事務局に説明願いたい。 

 

事務局 
次回までに事務局で報告書（案）を策定したい。報告書の構成は①景観行政の現状の課題、②景観行政の基本的

な考え方、③具体的な景観施策、の 3 つの柱で整理していきたいと考えているが、まとめ方について意見があれば頂

きたい。 

 

委員 

優先順位まで行くか分からないが、「これは早期に出来そう」、「これはやる方向」など見えるように示していただけれ

ばありがたい。 

 

座長 

メニュー一覧にならないよう、やりたいことの骨格がしっかり見えるようにすることが大事である。 

 

委員 

後藤先生のつくられた骨格モデルも何らかの形で反映していただきたい。 

 

事務局 
今回は広範な内容だった。県としても早期に報告書（案）を示していきたいが、これだけのものがあるので難しい部

分はある、最低限、緊急度、優先度など大事なことだと思うので、プログラム的なものも含めた形で色分けをしていきた

い。 

 

座長 

それでは議事を事務局に戻す。 

 

事務局 
今後、メール等でやりとりしながら作業を進めさせていただきたい。今日の議論を見ると、まとめる作業にはもう少し

時間が必要かと思う、次回懇談会は９月の県議会前後頃になるかと思う。本日はどうもありがとうございました。 


