
                   

                 

第４回新潟県景観懇談会 次第 

 

       日 時：平成18年10月30日（月） 

          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） 平成１８年度の取り組み報告について   資料④－３ 

（２） 景観懇談会報告書（案）について    資料④－４ 

（３） その他 

 

４ 閉会                               

 

 

 

 

   

 配付資料 

     資料④－１  第４回新潟県景観懇談会次第 

     資料④－２  新潟県景観懇談会委員名簿 

     資料④－３  平成１８年度の取り組み報告 

資料④－４(1) 景観懇談会報告書（案） 

資料④－４(2) 別冊資料編（Ａ３版） 

     資料④－５  第３回景観懇談会議事要旨（省略、第３回議事概要参照） 
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平成１８年度の取り組み報告 

景観懇談会  モデル地区支援 講演会 景観座談会・出前講座 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】 

・ 地域おける取組の模索 

・ 景観関連制度の周知 

【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７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】 

・ 演題；「景観から捉えた集

客地整備のポイント」 

・ 講師；堀繁 氏 

  （東京大学教授） 

【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 

・ 10/30（月） 

 第４回懇談会を開催 

 

 

【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 

・参加者１６０名 

【実施状況】 

・7/13（木） 

 新潟市で出前講座開催 

・ ９/２１（木） 

 三条市で座談会開催 

・１０/１７（火） 

 長岡市で座談会開催 

【実施状況】 

・ ７/２１（金）、９月２５日（月） 

 庁内景観担当者会議を開催 

・ ７/１０（月）、９月２６日（火） 

 公共事業景観担当者会議

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④－３ 

平成１８年度の取り組み報告 

平成１８年１０月３０日 都市政策課 
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平成１８年度 新潟県景観施策取り組み報告（１／５） 

 

景観モデル地区指定・支援事業 

 

 

目的 

 ○ 景観づくりの大切さを広く県民に周知すると共に、市町村の景観行政団体移行を促進する。

 

期待される成果 

 ○ モデル地区指定市町村の景観行政団体への移行 

 ○ モデル地区周辺地域への景観づくりへの刺激 

  

実施箇所 

 ① 佐渡市 両津湊地区 

 ② 魚沼市 大湯温泉地区 

 ③ 長岡市 摂田屋地区 

 

取り組み内容 

 ① 現存する町屋の保存、修景、統一感のある街並みを形成するためのルールづくりなどによ

り、昭和初期の活気ある湊町を目指す。 

   ○ワークショップを開催し建物のルールなどについて検討する。 

 ② 新たに整備した共同浴場と周辺広場を活用したまちづくりや景観形成のルールづくりについ

て住民主体で検討を行い、活気ある温泉街を目指す。 

○研究会の開催と周辺住民へのＰＲ 

 ③ これまで取り組んだ観光案内看板の設置や散策マップの作成等の活動を発展させ、地域に

残る酒蔵や味噌、醤油工場等を核としたまちづくりを目指す。 

○鏝絵をテーマにしたイベント（鏝絵教室、シンポジウムなど）を実施 

○協議会設立に向けた地域住民への働きかけ 

 

現段階(H18.10 末)での成果 

 ① ・平成１８年度中の景観行政団体への移行に向け準備開始 

 ・１１月７日に第１回ワークショップを開催し、ルールを決める範囲、建物の種類、建物の部位

等について検討 

 ② ・地域、温泉組合、行政で組織するまちづくり景観委員会を設立 

 ・１０月２６日に第１回研修会を開催し、今後の進め方について検討 

 ③ ・６月 28 日に地元小学校において鏝絵教室を開催 

 ・住民組織立ち上げに向けた取り組み開始（地域に参加案内を配布） 

 

年度内の予定 

 ① 景観行政団体への移行 

   景観協定を前提とした建物のルールづくり（案）の策定 

 ② 独自のまちづくりのルール（案）の策定 

 ③ 鏝絵をテーマにした荒俣宏氏の講演会の実施 
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平成１８年度 新潟県景観施策取り組み報告（２／５） 

 

景観講演会 

 

 

目的 

 ○ 景観づくりの基本的な考え方、集客地における景観的視点を取り入れた整備のポイントと具

体的な手法を紹介し、観光地における景観整備の重要性について地域の人たちの理解を

深める。 

 

期待される成果 

 ○ 集客地の景観整備の重要性の再認識 

 ○ 地域における景観をテーマにしたまちづくりの取り組み促進 

  

実施内容 

 ○ 日 時：平成１８年１０月１２日（木） １４：００～１６：３０ 

 ○ 会 場：佐渡市 佐渡島開発総合センター 

 ○ 講 師：東京大学アジア生物資源環境研究センター 堀 繁 教授 

 ○ 演 題：「景観から捉えた集客地整備のポイント」 

・良い景観とは何か 

・景観の地域づくりへの生かし方 

・観光集客地の整備のポイント 

 

具体的成果 

 ○ 参加者：約１６０名 

 ○ アンケート結果から観光地における景観整備の必要性を概ね理解して頂いたことを認識でき

た。 

 ○ 講師より景観づくりモデル地区に指定した両津湊地区の現地調査と地域が考えるまちづくり

計画について意見交換を行った。そこで具体的な整備メニューについて景観的視点で修正

ポイントの助言を頂いた。 

 ○講演会を聴講し、直接講師からの助言を受けた地域の景観に関する新たな試みが期待され

る。 
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平成１８年度 新潟県景観施策取り組み報告（３／５） 

 

景観座談会・出前講座 

 

 

目的 

 ○ 景観づくりに取り組んでいる地域、団体と行政が意見交換を行うことにより、地域で抱える問

題、活動に対する行政支援のあり方などの共通認識を図る。 

 

期待される成果 

 ○ 地域、団体が抱える問題点の把握 

 ○ 景観づくりに取り組んでいる地域、団体の行政ニーズの把握 

  

開催実績 

 ① 出前講座：平成 18 年７月 13 日（木）  新潟市内 

 ② 座 談 会：平成 18 年９月 21 日（木）  三条市内 

 ③ 座 談 会：平成 18 年 10 月 17 日（木） 長岡市内 

 

実施内容 

 ① 萬代橋周辺の景観を考える市民団体と萬代橋周辺景観を守るための取り組み状況や行政

ニーズについて意見交換を行った。 

 ② 歴史的な建物の保存、活用に取り組んでいる団体と歴史的な建物を保存、活用していくため

の問題点や行政ニーズについて意見交換を行った。 

 ③ 醸造の町としてまちづくりを進める団体とこれまでの取り組みや今後の予定などについてお

話しを伺い、問題点や行政ニーズについて意見交換を行った。 

 

座談会で得た行政に対するニーズ 

 ① 市民活動の限界を感じるため、法に基づく規制の強化に期待している。 

 ② 保存に係る資金調達が困難なことから、建物の補修費用の支援に期待している。 

 ③ 住民組織の立ち上げ運営に関する知識が不足しているため、住民コンセンサスを得るため

の手法等の助言に期待している。 
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平成１８年度 新潟県景観施策取り組み報告（４／５） 

 

庁内景観担当者会議 

 

 

目的 

 ○ 庁内の景観関係課が景観に対し共通に認識に立ち景観施策を検討、実施するため組織強

化を進める。 

 

期待される成果 

 ○ 職員の景観づくりに関する意識、認識の向上 

 ○ 景観施策に取り組む横断的組織の強化 

   

開催実績 

 ① 庁内景観担当者会議 

  （メンバー；観光、文化財、自然公園、建築、農地、庁舎等管理、漁港、担当者） 

  第２回 平成 18 年７月 21 日（金）   

  第３回 平成 18 年９月 25 日（月）  

  ※第１回は平成１７年度に開催 

 

 ② 公共事業景観担当者会議 

  （メンバー；河川、砂防、道路、街路、都市公園、面的整備、下水道、港湾、空港、担当者） 

  第３回 平成 18 年７月 10 日（月）  

  第４回 平成 18 年９月 26 日（火）  

  ※第１回、２回は平成１７年度に開催 

 

主な議題（①、②とも同議題） 

 ○ 景観法の概要説明 

 ○ 景観懇談会議事内容報告 

 ○ 景観懇談会施策提案に関する意見照会 

 ○ 各課の取り組み状況報告 

   

各課の反応 

 ○ 景観に関する情報の共有の必要性の認識 

 ○ 職員の景観意識の向上 
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平成１８年度 新潟県景観施策取り組み報告（５／５） 

 

その他の取り組み 

 

 

１．まちづくり団体等の連携 

 ○ 平成 18 年 10 月 28 日に設立された「新潟県まちなみネットワーク」主催のシンポジウムへの

参加 

 

２．景観行政ネットへの参加登録 

 ○ (財)都市づくりパブリックデザインセンターが運営するインターネットを介した国、県、市町村

間の景観情報ネットワークへの参加 

 

３．県職員、市町村職員を対象とした研修の開催 

 ○ 「美しいまちづくり研修」と題し、以下のカリキュラムで実施 

  ・景観法の概要 

  ・景観行政先進地の取り組み事例紹介 

  ・実際にまちあるきを行い、景観的視点にたった街なみの点検 

  ・グループワークによるまちづくりの提案 

 ○ 実施日；平成 18 年 10 月 23 日～24 日 

 ○ 参加者；１８名 （県地域機関；７機関 10 名参加 市町村；７市８名参加） 

 ○参加者アンケート結果から景観行政の必要性を認識できたことが読み取れる。 

 

４．景観形成地区現地調査の実施 

 ○ 「景観形成推進地区」等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

換を行った。 

 ○ 実施日；平成 18 年７月７日 

 ○ 参加者；景観懇談会委員４名と行政関係者等１７名 

 ○ 一部の地域で施設整備はできているが、その後の利活用の検討が不十分であったため、地

域住民の継続的な活動に繋がっておらず景観形成地区としての目的に対し十分な成果が

上がっているとは言えない状況であった。 

 

５．市町村アンケート調査の実施 

 ○市町村の景観行政に対する取り組み姿勢や県に対する要求等を把握するためアンケート調

査を行った。 

 ○実施日；平成 18 年６月 

 ○回答は県内３５市町村から回収 

 ○アンケート結果から景観行政団体となる意向がある市町村が少なく、県に対して財政、人材、

情報の支援を求めていることが読み取れる。 
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Ⅰ 新潟県の景観の現状 

１． 新潟県の景観の特徴 

（１） 自然的特徴 

長く続く県土と島嶼部からなる新潟県は、多様な地形・地質、水系、気象、植生

を持ち、それぞれの地域が特徴的な景観を持っている。 

○「海辺の空間」 ～変化に富んだ長い海岸線と砂丘列 

○「河川の空間」 ～悠々と流れる多くの河川～ 

○「湖沼の空間」 ～貴重な自然環境を残す多くの湖沼～ 

○「平地の空間」 ～県土の原風景である広々とした平野～ 

○「山辺の空間」 ～歴史に培われた山辺や棚田のたたずまい～ 

○「山地の空間」 ～緑と雪に恵まれた県土の背景～ 

○「都市の空間」 ～人々が住まう空間～ 

 

（信濃川の写真） 

日本海に沈む夕日 広大な大河信濃川 

  
貴重な自然環境を残す佐潟 広大な新潟平野 

 

 

 

 

（山古志村の写真） 
 

 

 

 

（妙高山の写真） 

日本の原風景である中山間地域 一面の雪に覆われた妙高山 
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（２） 歴史・文化的特徴 

城下町、新田開発、山村集落、漁村や港など、地域の成り立ちの歴史は、自

然環境とともに、それぞれの地域固有の景観を創りだしてきた。 

○数多く残る山城跡や地域のシンボルとなっている平城跡 

○町屋や雁木に代表される特徴的なまちなみ 

○穀倉地帯としての歴史を伝える農村集落や豪農の館 

○海を通じた交流の歴史が刻まれた港町 

○山辺や山裾に多く立地する神社仏閣 

○土木史に残る大河津分水などの近代遺産 

 

 

村上市街を見下ろす村上城址 高田の雁木のまちなみ（上越市） 

 
穀倉地帯の歴史を伝える農村集落 海運の歴史が刻まれた港町 

 

 

 

 

 

（大河津分水の写真） 
 

 

 

山辺に立つ慈光寺（五泉市） 土木史に残る大河津分水 
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【新潟県景観特性図】 

 

 

 

 



 - 4 -

２． 新たな景観の形成 

都市部においては、ランドマークとなる大規模な建造物の建設、景観に配慮した

道路や水辺空間の整備などにより、新たな景観が創り出されている。道路の無電柱

化も進められ、安全で快適な歩行者空間の整備と良好な街並みの形成が図られて

いる。 

○ランドマークとなる大規模な建造物の建設 

○道路や河川、公園など景観に配慮した都市空間の形成 

○街路事業や市街地開発事業と併せた新たな街並みの形成 

  

新たな新潟のシンボルなった朱鷺メッセ 
スポーツ通した交流拠点として賑わう 

新潟スタジアム 

  

 

デザインに優れた謙信公大橋 
市民に憩いの場を提供する 

信濃川やすらぎ堤 

  

（街路事業の事例） （区画整理＋地区計画の事例） 

良好な街なみ景観を提供する街路 良好な住環境を提供する市街地開発 
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３． 好ましくない景観の形成 

郊外開発に伴って乱雑なロードサイドの景観が形成される一方、都市の中心部

ではマンションの建設が続いて景観への影響が懸念されている。また、郊外や農村

部の大規模建造物や屋外広告物も、地域の景観に大きな影響を与えている。 

○市街地の拡大に伴う乱雑な景観の形成 

○信濃川沿いなど都市の中心部で続く高層マンションの建設 

○田園風景の中に建てられた大規模建造物 

○高速道路や幹線道路沿いの屋外広告物の乱立 

○都市化に伴う屋敷林、生け垣などの緑地の減少 

 

  

商業施設が雑然と建ち並ぶ 

郊外のロードサイドの景観 

マンション建設によって景観への影響が 

懸念される信濃川 

  

  

田園風景の中に忽然と出現する 

大規模建築物 
無秩序に設置された屋外広告物 
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４． 市民活動などの活発化 

地域の景観に対する関心が高まる中、歴史的な建物やまちなみの価値が見直さ

れ、その保全・再生に向けた市民活動が活発化している。さらに、アドプト制度によ

る道路や河川の美化活動や棚田の保全活動など、景観に関する活動が広がりを見

せている。 

○町屋や雁木など歴史的な建物やまちなみの保存に向けた市民活動 

○アドプト制度による道路、河川などの美化活動 

○棚田の保全など中山間地域の景観の保全に向けた活動 

  

周辺の景観保全に向けた運動が 

高まりつつある萬代橋 
糸魚川駅構内にある煉瓦の建造物 

  

 

町屋の再生プロジェクト 市民の寄付で取得された「丸井今井邸」 

  

（アドプトプログラム） （地域活動の写真） 

地域による道路河川などの美化活動 街なみ保存に向けた市民活動 
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Ⅱ 景観行政の現状と課題 

 

１． 景観行政の沿革 

 

○昭和４０年代は歴史的環境の価値が見直された時期であり、倉敷市や金沢市、

京都市で景観保存条例が制定された。昭和５０年には文化財保護法が改正され、

「伝統的建造物群保存地区制度」が創設された。本県では、妙高高原町、新発

田市、関川村、入広瀬村で自然環境の保全を目的とする条例が制定された。 

 

○昭和５０年代は「地方の時代」と言われ、地方の個性を大切にする動きが活発化

した。その中で、景観に関しても様々な形でモデル事業が実施された。また、都

市計画法の改正で地区計画制度が創設されるなど、地域の特性に応じたきめ細

かなまちづくりを行うことができる環境の整備が進んだ。 

 

○昭和６０年代以降、数多くの自治体で景観条例が制定されるようになり、県内でも

市町村による都市景観条例や歴史的な景観の保全条例の制定が進んだ。その

一方で、自主条例では実効性を十分に確保できないという問題が明らかになり、

景観をめぐる紛争も各地で発生した。 

 

○自治体による取り組みの広がりに合わせ、国土交通省の「街なみ環境整備事業」

（平成５年度創設）など、景観施策を支援する各種の補助制度が創設、拡充され

た。また、平成８年には文化財保護法が改正され、身近な文化財を幅広く保護す

る登録制度の導入が行われた。 

 

○平成１５年、国土交通省は「美しい国づくり政策大綱」を策定し、美しい国づくりに

向けて行政の舵を切ることを宣言すると共に、景観に関する基本法制の整備など

の施策を掲げた。また、同年に策定した「観光立国行動計画」でも、景観に関す

る基本法制整備が位置づけられた。それらを受け、翌年、景観に関する総合的な

法律である「景観法」が制定された。 
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【景観行政の沿革】 

法 国制度
他都道府県等
条例制定状況

新潟県 県内市町村条例
まちづくり団体
地域等の活動

昭和41年 (1966) 古都保存法

昭和42年 (1967)

昭和43年 (1968)
（倉敷市、金沢市　街並み保存の
条例）

昭和44年 (1969) 宮崎県

昭和45年 (1970)

昭和46年 (1971) 旧妙高高原町（自然）

昭和47年 (1972) 自然環境保全法 （京都市　市街地景観条例）

昭和48年 (1973) 都市緑地保全法

昭和49年 (1974) 新発田市（自然）

昭和50年 (1975)
文化財保護法改正（伝統的建造物
群保存地区制度の創設）

関川村（自然）

昭和51年 (1976)

昭和52年 (1977)
（高山市伝統的建造物群保存条
例）

旧入広瀬村（自然）

昭和53年 (1978) （神戸市都市景観基本条例）

昭和54年 (1979)

昭和55年 (1980)
都市計画法改正（地区計画制度の
創設）

昭和56年 (1981)

昭和57年 (1982) 歴史的地区環境整備街路事業

昭和58年 (1983)
ＨＯＰＥ計画、
都市景観モデル事業（建設省）

昭和59年 (1984)
伝統的文化都市環境地区等整備
事業

滋賀県

昭和60年 (1985) 兵庫県

昭和61年 (1986) 街並み景観総合整備事業

昭和62年 (1987) 都市景観形成モデル都市
熊本県
（小布施町並修景計画）

昭和63年 (1988) まちなみ整備促進事業
大分県、岡山県
（川越で個別改修が始まる）

平成1年 (1989) 埼玉県

平成2年 (1990)
山梨県
（湯布院町まちづくり条例）

旧小木町（歴史）

平成3年 (1991) 広島県、島根県 旧安塚町（都市）

平成4年 (1992)
長野県
（小樽まちづくり条例）

県景観づくり指針
新潟市（都市）、
湯沢町（都市）

平成5年 (1993) 街なみ環境整備事業
秋田県,石川県,鳥取県,岩手県,群
馬県（真鶴町まちづくり条例）

景観づくりのてびき 旧村松町（自然）

平成6年 (1994) 茨城県、沖縄県 「にいがた景観」策定

平成7年 (1995)

平成8年 (1996) 青森県 加茂市（自然）

平成9年 (1997) 東京都 景観形成地区選定

平成10年 (1998) 福島県、大阪府
顔づくり事業開始(～
H17)

弥彦村（自然）

平成11年 (1999) 村上市（歴史）

平成12年 (2000)
福岡県
（倉敷美観地区条例）

上越市（都市）

平成13年 (2001) 北海道 長岡市（都市）

平成14年 (2002) 富山県

平成15年 (2003)
（美しい国づくり政策大綱）
（観光立国行動計画）

栃木県、長崎県

平成16年 (2004) 景観法公布

平成17年 (2005) 岐阜県

調
査
中
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２． 景観法制定以前の取り組み 

景観法が制定されるまでは、自治体が景観条例（自主条例）や要綱を制定

して建物の規制誘導、歴史的な建造物の保存、自然景観の保全などを図り、

地域の景観のコントロールを行ってきた。 

（１） 全国の自治体における景観条例の制定状況 

○平成１５年４月時点で、全国３，１９０市町村のうち４５０市町村（１４％）が条例を制

定 

○同、４７都道府県のうち２７都道府県（５７％）が条例を制定 

全国市町村の景観条例制定状況

条例制定済み
450
14%

条例制定なし
2740
86%

条例制定済み 条例制定なし

都道府県の景観条例制定状況

条例制定
済み
27
57%

条例制定
なし
20
43%

条例制定済み 条例制定なし

 

（２） 新潟県内の市町村における景観条例の制定状況 

○平成１５年９月時点で、１１０市町村のうち１８市町村（１６％）が条例を制定 

○平成１８年８月現在、３５市町村のうち１０市町村（２８％）が条例を制定 

市町村名 条例名等 制定時期

1 新発田市 新発田市自然環境保全条例 S49.3.15

2 関川村 関川村自然環境保全条例 S50.7.1

3 新潟市 新潟市都市景観条例 H4.3.27

4 湯沢町 豊かな自然と調和した美しい湯沢町をつくる条例 H4.9.28

5 加茂市 加茂市自然環境保全条例 H8.2.29

6 弥彦村 弥彦村景観創造条例 H10.10.1

7 村上市 村上市歴史的景観保全条例 H11.12.17

8 上越市 上越市景観条例 H12.3.24

9 長岡市 長岡市都市景観条例 H13.4.1

10 佐渡市 佐渡市歴史的景観条例 H16.3.1

新潟県内の景観条例

 

 

（３） 自主条例による取り組みの限界 

自治体の景観条例による取り組みは、国の施策に先行する形で進められ、一

定の成果を上げてきた。しかし、自主条例では強制力を持たないことから、規制を

行おうとしても十分な効果を発揮できないなど、実効性の面で限界があった。 
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３． 景観法制定後の取り組み 

景観法の制定によって自治体の取り組みに法的な裏づけが与えられ、強制力を

伴う景観のコントロールを行うことが可能になった。この新たな枠組みの下、自治体

の取り組みが加速している。 

（１） 景観法に基づく取り組み状況（Ｈ１８．１０．１現在） 

①景観行政団体数 （表Ⅱ－１） 

・ 全国    ２４２団体 

・ 新潟県内     ３団体（新潟県、新潟市、新発田市） 

②景観計画策定数 （表Ⅱ－２） 

・ 全国   １７計画 

・ 新潟県内   なし 

③景観整備機構 （表Ⅱ－３） 

・ 全国    １０法人 

・ 新潟県内   なし 

④景観地区  （表Ⅱ－４） 

・ 全国   １２地区 

・ 新潟県内   なし 

 

（２） 景観法に基づく取り組みの傾向 

景観法施行後の状況を見ると、次のような自治体で景観法に基づく取り組みが

積極的に進められていることがわかる。 

○歴史的建造物や景勝地を持つ観光都市など、従来から積極的に景観行政を

進めてきた自治体 

 例） 日光市、鎌倉市、別府市、葉山町、日南市など 

○三大都市圏に位置し、生活環境の質に対するニーズが高い自治体 

 例） 市川市、秦野市、各務原市、逗子市、伊丹市など 

○高層建築物の建築紛争など、景観をめぐる問題を抱えた自治体 

 例） 小田原市、宇治市、尾道市など 

○景観をテーマに新たなまちづくりを進めようとする自治体 

 例） つくば市、守谷市など 

なお、市町村の取り組みには都道府県の取り組みが大きな影響を与えており、

岐阜県や神奈川県などでは、県が積極的にバックアップすることによって市町村

の景観行政団体への移行が進んでいる。 
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嬉野市宇和島市新庄村近江八幡市中津川市山梨市我孫子市〈茨城県〉

唐津市八幡浜市〈広島県〉大津市美濃市韮崎市柏市つくば市

早島町

〈岡山県〉

出雲市

大田市

津和野町

松江市

〈島根県〉

鳥取市

倉吉市

〈鳥取県〉

橿原市

〈奈良県〉

伊丹市

〈兵庫県〉

南丹市

宇治市

〈京都府〉

彦根市

高島市

三春町

南会津町

〈福島県〉

鶴岡市

酒田市

〈山形県〉

北上市

一関市

盛岡市

平泉町

〈岩手県〉

青森市

〈青森県〉

小樽市

平取町

美瑛町

清里町

東川町

〈北海道〉

〈佐賀県〉大洲市永平寺町各務原市大和市市川市

石垣市梼原町宇多津町大野市〈石川県〉茅ヶ崎市秩父市

〈福岡県〉善通寺市勝山市加賀市座間市川口市

志摩町〈愛媛県〉福井市〈岐阜県〉箱根町〈千葉県〉

日向市久万高原町〈香川県〉〈福井県〉〈富山県〉逗子市八潮市

〈沖縄県〉〈高知県〉直島町小浜市高岡市藤沢市草加市

日南市砥部町那賀町長久手町新発田市湯河原町戸田市

〈宮崎県〉愛南町三好市犬山市〈新潟県〉葉山町〈埼玉県〉

中津市伊方町上勝町〈愛知県〉松本市鎌倉市高崎市

杵築市

宇佐市

臼杵市

由布市

別府市

〈大分県〉

山鹿市

〈熊本県〉

武雄市

佐賀市

内子町

松前町

上島町

東温市

西予市

四国中央市

伊予市

西条市

新居浜市

今治市〈滋賀県〉多治見市〈山梨県〉市原市

〈徳島県〉伊東市小布施町秦野市富岡市

山口市三島市〈長野県〉大磯町伊勢崎市

光市富士市小菅村小田原市〈群馬県〉

宇部市熱海市富士河口湖町平塚市那須町

萩市〈静岡県〉早川町真鶴町小山市

〈山口県〉高山市市川三郷町〈神奈川県〉日光市

呉市大垣市甲州市浦安市〈栃木県〉

尾道市下呂市北杜市流山市水戸市

三次市可児市南アルプス市佐倉市守谷市

・都道府県（４７都道府県） 【新潟県】・政令市（１５市） ・中核市（３６市）【新潟市】
・その他の市町村（１４４市町村）【新発田市】

表Ⅱ－１ 景観行政団体数 ２４２地方公共団体（平成１８年１０月１日現在）

＜その他市町村の景観行政団体＞

 

表Ⅱ－３ 景観整備機構 １０法人 （平成１８年１０月１日現在）

・京都市： 財団法人京都市景観・まちづくりセンター（平成１７年５月指定）
・茨城県： ＮＰＯ法人茨城の暮らしと景観を考える会（平成１７年６月指定）
・茨城県： 社団法人茨城県建築士会（平成１７年７月指定）
・茨城県： 社団法人茨城県建築士事務所協会（平成１７年９月指定）
・長野県： 社団法人長野県建築士会（平成１７年１０月指定）
・静岡県： 社団法人静岡県建築士会（平成１８年２月指定）
・岡山県： 社団法人岡山県建築士会（平成１８年８月指定）
・大阪市： 社団法人大阪建築士事務所協会（平成１８年８月指定）
・大阪市： 財団法人大阪市都市工学情報センター（平成１８年８月指定）
・静岡県： 社団法人日本造園建設業協会（平成１８年９月指定）

表Ⅱ－２ 景観計画策定数 １７計画 （平成１８年１０月１日現在）

表Ⅱ－４ 景観地区 １２地区 （平成１８年１０月１日現在）

・沼津市 １地区
・京都市 １０地区
・倉敷市 １地区 ※いずれも旧美観地区を景観法整備法附則第２条に基づき、景観地区とみなしたもの

・滋賀県近江八幡市（平成１７年７月）
・神奈川県小田原市（平成１７年１２月）
・長野県（平成１７年１２月）
・京都市（平成１７年１２月）
・神戸市（平成１８年２月）
・大阪市（平成１８年２月）

・神奈川県秦野市（平成１８年４月）
・千葉県市川市（平成１８年４月）
・神奈川県真鶴町（平成１８年５月）
・神奈川県横須賀市（平成１８年６月）
・神奈川県逗子市（平成１８年６月）

・滋賀県大津市（平成１８年２月）
・長野県小布施町（平成１８年３月）
・岩手県一関市（平成１８年３月）
・岐阜県各務原市（平成１８年３月）
・兵庫県伊丹市（平成１８年３月）
・青森県（平成１８年４月）



 - 12 -

４． 新潟県における取り組み 

これまでに新潟県が行ってきた主な取り組みは以下のとおりである。 

 （１）取り組みの内容 

①「新潟県景観づくり指針」の策定（平成４年３月） 

景観づくり施策を総合的・計画的に進めるため、その目標や基本的考え方、圏

域ごとの景観づくりの指針などを示すと共に、その実現に向けた方策を提案した。

具体的な活用方法としては、次のようなもの想定していた。 

○市町村が策定する「景観基本計画」の基礎資料とする 

○各種の計画や事業に景観への配慮を取り入れるための手引きとする 

○県民や事業者が美しいまちづくりを実践するための手引きとする 

②「景観づくりのてびき」の策定（平成６年３月） 

「新潟県景観づくり指針」を踏まえ、市町村が景観に配慮したまちづくりを進め

ることができるよう、景観づくりの事例、景観づくり計画の策定の考え方などを示し

た。 

③「景観形成推進地区」の指定と「ふるさと新潟の顔づくり事業」の実施 

「新潟県景観づくり指針」に基づいて地域の個性を生かした景観づくりを進めるた

め、県の景観づくりを先導する地区として次の６地区を指定し、モデル事業を実施し

た。（平成７年から平成１７年まで） 

 ○村上市   「越後村上城下町地区」 

 ○関川村    「越後関川米沢街道地区」 

 ○阿賀町（旧津川町） 「津川旧本町地区」 

 ○長岡市（旧栃尾市） 「栃尾城址・秋葉公園地区」 

 ○出雲崎町  「海岸地区」 

 ○上越市    「寺町地区」 

 

（２）取り組みの評価 

県ではこのような取り組みが行われてきたが、残念ながら十分な成果が上がっ

ているとは言えない状況である。その原因は次のようなものであると考えられる。 

○「新潟県景観づくり指針」では景観形成の基本的な考え方や圏域ごとの景

観形成指針が示され、「景観づくりのてびき」ではその実現に向けた手法が

示されたが、その実効性を担保する仕組みが整備されなかったため、想定し

ていたような形での活用がなされず、具体的な取り組みに結びついていな

い。 

○「景観形成推進地区」では、核となる施設の整備と地域住民の活動支援など

ソフト施策を一体的に進めることを目指していたが、計画段階で施設整備後
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の行政と地域の役割についての検討が不十分であったことや、地域主体の

取り組みへの移行円滑でなかったため、多くの地区では地域住民の継続的

な活動につながっておらず、周辺地域への波及効果もあまり発生していな

い。 

 

５．新潟県の景観行政の課題 

これまで見てきたように、新潟県では景観に配慮した施設整備が行われる一方、

郊外開発に伴う乱雑な景観の形成など、早急に対応すべき状況が生まれている。 

豊かな景観資源を持ちながら、対外的にアピールできていないという指摘もある。

また、市民団体が活発な動きを見せる一方、市町村の景観行政団体への移行は進

んでおらず、行政の積極的な取り組みが求められている。 

それらの現状を踏まえ、今後、景観行政を進めていく上での課題を整理すると、

以下のようになると考えられる。 

（１）地域における景観づくりのビジョンがない。 

（２）景観行政はあらゆる分野の連携・調整が必要であるが、円滑な連携ができる組

織・体制が整っていない。 

（３）県には建物の形態意匠や色彩などをコントロールするルールがない。 

（４）これまでの社会資本整備は必ずしも景観に十分配慮した設計、施工となってい

るとは言えない。 

（５）景観が地域の共通した貴重な財産であることや、地域が主体となった景観づく

りの重要性に対する県民の理解が十分でない。 

（６）県内において、行政や地域に対し助言するアドバイザーや景観に対する専門

知識を備えた人材が少ない。 

（７）各地の景観づくりの取り組み情報を収集、整理し、発信できる環境が整ってい

ない。 

（８）景観づくりは地域の取り組みが重要であるが、地域が景観づくりに取り組むため

の行政支援の仕組みが十分でない。 
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Ⅲ  景観行政の基本的視点 

景観づくりは幅広い分野に渡り、また、息の長い取り組みである。そのため、常に

以下のような視点を持ちながら取り組みを行うことが必要である。 

（１） 良好な景観形成のための４箇条 

○新しい良いものを創る 

・ 例えば新たな建築物や公共施設の高さや壁面位置、デザイン、色などをチェ

ックし、周辺の景観と調和する形で街の一部に加えること 

○古い良いものを守る 

・ 例えば歴史的建造物や文化的遺産等に修繕を加えながら保全すること 

○新しい悪いものを防ぐ 

・ 例えば新たな建築物や公共施設の高さや壁面位置、デザイン、色などをチェ

ックし、周辺の景観と調和するものにならない限り街の一部として加えないこと 

○古い悪いものを直す 

・ 例えば周辺の景観と調和しない建築物や屋外広告物を撤去または修繕するこ

と 

（２） 活動の継続性、連続性の確保 

・ 景観行政組織の継続性とＮＰＯ、団体等の活動の継続性が必要 

・ 物理的な連続性として建物を周囲のまちなみや風景にあわせることも必要 

（３） 多様な分野の交流、連携の拡大 

・ 景観づくりは多様な側面を持っているため、産・学・官・民のあらゆる関係者と

の交流、連携が必要 

・ 観光や文化財などの分野との連携が必要 

（４） 景観づくりを担う景観を意識する人、グループづくり 

・ 良い景観、悪い景観を理解できる人材を育成する必要 

   ・ 景観づくりを行うグループの育成が必要 
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Ⅳ 景観行政の４つの目標と８つの柱 

 

新潟県の景観行政が抱える課題に対応し、より良い景観を形成していくためには、

以下の４つの目標を実現することが必要である。そのためには前述の基本的視点を

持ちながら以下の８つの柱を基本とし取り組みを進めることが必要である。 

 

 

 

景
観
の
最
低
基
準

づ
く
り 

知
っ
て
も
ら
う
た

め
の
媒
体
づ
く
り 

行
政
の
体
制
づ
く

り 

市
民
活
動
元
気
づ

け
し
く
み
づ
く
り

４つの目標 

（１）景観における地域将来ビ

ジョンの策定 

（２）景観行政を担う組織・体制

の整備 

（３）景観形成を推進する条

例・制度の制定 

（４）社会資本整備の事業主体

としての良好な景観形成 

（５）景観づくりの理解を深める

活動の展開 

（６）これからの景観づくりを先

導する人づくり 

（７）景観づくりを広げるための

ネットワークの構築 

（８）地域主体の取り組みの促

進 

８つの柱 
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Ⅴ 具体的な景観施策 

 

景観行政は、住民に最も身近な自治体である市町村や地域で活動している団体

等が主体的な役割を担って進めることが望ましい。県と市町村の役割分担を以下の

ように考え、具体的な施策を提案する。 

 

○地域の景観づくり施策は基礎的自治体である市町村や地域で活動している団

体等が主体となって行う。 

○県は、市町村に対する支援、複数の市町村に係る広域的な調整などを行う。 

○県は、自らが行う事業において、景観への十分な配慮を行う。 

     

１．景観における地域将来ビジョンの策定 

（１）広域的な視点に立った景観計画の策定   【県・新規】１ 

（２）市町村の景観行政団体移行と地域の景観特性を考慮した景観計画の策

定       【市町村】 

 

２．景観行政を担う組織・体制の整備 

（１）景観形成に継続的に取り組むための専門部署の設置 【県・新規】 

（２）自主的な景観行政団体への移行と組織体制の整備 【市町村】 

（３）景観施策を横断的に検討、実施するための庁内景観検討組織の設置 

             【県・継続】 

（４）公共事業における景観施策の検討、実施を行うための公共事業景観検

討組織の設置      【県・継続】 

（５）県と市町村の情報交換、意見交換を行うための市町村景観担当者会議

等の設置       【県・継続】 

 

３．景観形成を推進する条例・制度の制定 

（１）景観に配慮した、実効性を高める屋外広告物条例の規制内容の見直し 

                     【県・継続】 

（２）地域特性を活かした景観づくりを円滑に進めるための景観アドバイザ

ー制度２の創設      【県・新規】 

（３）地域に眠る歴史的文化遺産を発見、保存し、まちづくりに活かすかめ

                         
１ 【  】内の表現は、主な主体と継続施策か新規施策かを表している 

２
 景観に関する知識が高く、県民、事業者、市町村、県に指導、助言ができる人材を登録、派遣する制度 
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のヘリテージマネージャー（歴史文化遺産活用推進委員）制度３の創設  

                  【県・新規】 

（４）地域の景観づくりを応援するボランティアを登録し、派遣する制度の

創設       【市町村】 

（５）県独自の重要伝統的建造物群保存地区を選定し保存する制度の創設 

                 【県・新規】 

（６）歴史的建造物を発掘し、登録文化財制度などを活用し保存する支援制

度の創設       【市町村】 

 

４．社会資本整備の事業主体としての良好な景観形成  

（１）公共事業の景観形成に関する価値判断を行うための○○地域公共事業

景観評価検討会議（仮称）４の設置   【県・新規】 

（２）公共事業の景観評価等についての助言を行うための公共事業景観アド

バイザー（仮称）５の選定    【県・新規】 

（３）公共事業に景観の観点を取り入れるための公共事業景観ガイドライン

の策定       【県・新規】 

（４）公共事業の計画・設計における景観ガイドライン設計留意書６の作成 

         【県・新規】 

（５）美しい景観形成のための各種景観関連事業７の活用 【行政・継続】 

  

５．景観づくりの理解を深める活動の展開 

（１）県民の景観意識の醸成を図るためのイベント等の開催 【行政・継続】 

（２）景観づくりを県内各地へ広げるための景観づくりのモデル地区の指定、

支援         【県・継続】 

（３）景観アドバイザーと事業者、行政、住民相互の意見交換、情報共有を

                         
３
 市町村に登録されている文化財保存委員等の協力を得て養成講座を開催し、一定の知識を習得

した者を登録し、歴史文化遺産の活用推進を行う制度 

４
 公共事業の実施に当たり、事業の各段階（構想、計画、施行、完了）において、景観形成にあたり

配慮すべき事項や景観整備方針、評価、改善措置等の検討などを行う地域機関設置する会議 

５
 ○○地域公共事業景観評価検討会議からの報告に対し、指導・助言を行う地域の実情に精通し

た、公平な立場にある学識経験者等 

６
 公共事業の設計受託者が景観ガイドラインの考え方をどの様に設計に反映したかを示す調書 

  ※当面は国の景観ガイドラインの運用を想定 

７
 電線類地中化事業、景観形成事業推進費、街なみ環境整備事業、面的整備事業等 
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行うための景観アドバイザー等連絡調整会議（仮称）８の設置 

         【県・新規】 

（４）景観形成活動の活性化を促進するための各種表彰制度の制定、実施 

        【県・新規】 

（５）広域的な活動やモデル的な取り組みに対する財政支援 【県・新規】 

 

６．これからの景観づくりを先導する人づくり 

（１）行政職員の景観に関する意識や能力の向上図るための研修の実施 

         【県・継続】 

（２）総合学習や学校教育科目への景観教育の導入  【行政・新規】 

（３）景観づくりの取り組み拡大を図るための地域景観リーダーの発掘、育

成       【市町村】 

（４）良好な景観の形成に取り組む主体としての景観整備機構の育成 

         【市町村】 

 

７．景観づくりを広げるためのネットワークの構築 

（１）景観情報の取得ができる環境の整備   【行政・新規】 

（２）市民団体などのネットワーク化の支援   【行政・新規】 

（３）景観資源の発掘と情報提供    【地域・市町村】 

 

８．地域主体の取り組みの促進 

（１）地域と行政との意見交換の場の設定、運営  【行政・継続】 

（２）地域への行政職員やアドバイザー、ヘリテージマネージャーの育成、

派遣       【行政・新規】 

（３）景観づくりの道しるべとなる地域住民活動実践のてびきの作成 

         【行政・新規】 

（４）地域で大切にする景観の住民主体による合意形成の促進 

         【地域・市町村】 

（５）地域の実情に沿った景観計画の提案   【地域】 

（６）景観重要建造物や景観重要樹木の管理   【地域】 

（７）景観法に基づく景観協定等自主的なルールづくり 【地域】 

                         

８
 景観アドバイザーの考え方や活動実態を事業者、行政、市民に知ってもらうことによりそれぞれの 

立場や考え方を理解し互いが歩みよることにより良好な景観形成を図ることを目的とした会議 
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（８）意識啓発イベント等の開催    【地域】 

（９）継続的なまちづくりのための人材の育成  【団体・ＮＰＯ】 

（10）景観法に基づく景観整備機構への移行   【団体・ＮＰＯ】 

（11）各種職能団体による設計者・施工者への意識啓発 【事業者】 

（12）歴史的建造物を文化財として登録   【個人】 
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Ⅵ 県の取り組むべき施策 

 

 具体的な景観施策の中から県が取り組むべき施策を以下のように整理する。 

また、施策の推進にあたっては達成度、熟度などのフォローアップを実施する。 

 

１．継続して取り組む施策 

（１）庁内景観検討組織の設置    【主体】９ 

（２）公共事業景観検討組織の設置    【主体】 

（３）市町村景観担当者会議等の設置   【主体・支援】 

（４）屋外広告物条例の見直し    【主体】 

（５）各種景観関連事業の活用    【主体】 

（６）各種イベント等の開催     【主体】 

（７）景観づくりモデル地区の指定、支援   【支援】 

（８）景観研修の開催     【主体・支援】 

（９）地域と行政との意見交換の場の設定、運営  【主体】 

（10）県職員による出前講座     【支援】 

 

２．早急に取り組むべき施策 

（１）景観計画の策定     【主体】 

（２）○○地域公共事業景観評価検討会議の設置  【主体】 

（３）公共事業景観アドバイザーの選定   【主体】 

（４）景観ガイドライン設計留意書の作成の義務付け 【主体】 

（５）景観アドバイザー等連絡調整会議の開催  【支援】 

（６）各種表彰制度の制定、実施    【主体】 

（７）広域的な活動やモデル的な取り組みに対する財政支援 【支援】 

（８）総合学習への景観教育の導入    【主体】 

（９）景観形成事例のデータベース化と公開   【主体・支援】 

（10）市民団体などのネットワーク化の支援   【支援】 

（11）アドバイザー等の派遣     【支援】 

 

３．中長期的な実現に向けて検討する施策 

（１）専門部署の設置     【主体】 

（２）景観アドバイザー登録認定制度の確立   【支援】 

                         
９
 【主体】は主に県が主体的に行う施策 【支援】は主に市町村や地域への支援的な施策 



 - 21 -

（３）ヘリテージマネージャー登録認定制度の確立  【支援】 

（４）県独自の伝建地区１０の指定、保存制度の確立  【支援】 

（５）公共事業景観ガイドラインの策定   【主体・支援】 

（６）学校教育科目への景観教育の導入   【支援】 

（７）地域住民活動実践のてびきの作成   【支援】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
１０ 重要伝統的建造物群保存地区のこと 



●；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３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④－４(2)　別冊資料編
平成18年10月30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、市民の意見交換の場

（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
　　（周りの景観を含めた評価による表彰）

（住民として）①③
○景観協定の締結
○景観重要建造物・樹木の維持管理

（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（内部に景観に関する世話役を配置）
○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

○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

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
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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



◎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
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