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第４回新潟県景観懇談会議事内容要旨 

 

事務局 

本日は全員出席頂いている。（資料確認） 

前回、今井委員欠席ということで、挨拶願う。 

 

今井都市局長 

７月に赴任した今井です。第３回を欠席しまして申し訳ない。４回目で初の参加となる。よろしくお願いします。 

 

事務局 

課長より挨拶申し上げる。 

 

斎川都市政策課長 

県の取り組みは遅れているが、何とか前に進めたい。懇談会も大詰めを迎えており、活発なご議論をお願い

したい。 

 

事務局 

以後の進行は座長にお願いする。 

 

座長 

まず、事務局に平成１８年度の取り組み報告をお願いしたい。 

 

事務局 

資料④―３平成１８年度の取り組み報告の説明をする。 

県の今年度の取り組みについては景観懇談会を中心としてその他、景観づくりモデル地区支援、景観講演 

会、景観座談会、出前講座、庁内の景観担当者会議などを精力的に実施してきた。 

これら個別の取り組みについては景観懇談会からの意見を参考に始めたもので、本日その成果について報

告する。まだ、最終的な成果が報告できないものもあるが、現段階での報告ということでご了解頂きたい。 

○景観モデル地区指定・支援事業 

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ことを目的とし

て始めたもの。７月に佐渡市両津湊地区、魚沼市大湯温泉地区、長岡市摂田屋地区を指定して支援をして

いる或いは今後支援をしていくというもの。 

・佐渡市両津湊地区；ここでは、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している。県としては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場の提供、運営の部分を支援している。 

現段階での成果として、佐渡市が地域での景観づくりの取り組みの盛り上がりを受けて、平成１８年度中の
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景観行政団体への移行に向け準備を開始したところ。また、１１月７日に第１回のワークショップを開催しルー

ルを決める範囲や建物の種類、建物の部位等について検討する予定。 

年度内の予定として、佐渡市の景観行政団体への移行と景観協定を前提とした建物のルールづくり案の

策定を予定している。 

・魚沼市大湯温泉地区；ここでは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している。 

現段階では地域、温泉組合、行政で組織するまちづくり景観委員会を設立し、１０月２６日に第１回研修会

を開催したところ。 

年度内の予定としては、大湯温泉独自のまちづくりのルール案の策定を予定している。 

・長岡市摂田屋地区；ここでは、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してる。 

現段階では、６月 28 日に地元小学校において鏝絵教室を開催し、地域に鏝絵のすばらしさをＰＲしている。

また、住民組織立ち上げに向けた取り組みとして８月に地域に組織への参加案内を配布したところ。 

年度内の予定としては、１１月１０日開催される鏝絵をテーマにした荒俣宏氏の講演会の実施と住民組織

への参加募集を行う予定。 

県として大湯温泉地区と摂田屋地区については現段階では具体的な支援は行っていない。大湯温泉地

区からは専門家からの助言を頂きたいと聞いている。摂田屋地区からは住民の合意形成の手法などについ

てのアドバイスが必要と聞いている。人材と情報の提供という面で支援していきたいと考えている。 

○景観講演会 

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ことを目的に開催したも

の。 

当日は佐渡市において約１６０名の参加の下、東京大学の堀繁教授より「景観から捉えた集客地整備のポ

イント」という演題でご講演頂いた。 

成果としては、参加者アンケートの結果からは、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。 

また、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に入って頂き、地域が考えるまち

づくり計画について意見交換を行い、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。 

今後、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。 

○景観座談会・出前講座 

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得ることを目的に実施している。 

・出前講座としては、７月 13 日に新潟市内において、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に対するニーズについて意見交換を行った。そこでは市民活動の限

界を感じており、法に基づく規制の強化に期待しているという意見を頂いた。 
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・座談会として９月 21 日に三条市内において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対するニーズについて意見交換を行った。そこでは保存

に係る資金調達が困難なことから、行政には建物の補修費用の支援に期待しているという意見を頂いた。 

・もう一つ座談会として10月17日長岡市内において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意見交換を行った。そこでは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という意見を頂いた。 

○庁内景観担当者会議 

庁内の景観関係課が景観に対し共通の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こと

を目的に実施している。 

開催実績；庁内景観担当者会議は観光、文化財、自然公園、建築、農地、庁舎等管理、漁港の各担当者

で組織し、今年度は７月 21 日と９月 25 日の２回開催した。 

公共事業景観担当者会議は河川、砂防、道路、街路、都市公園、面的整備、下水道、港湾、空港の各担

当者で組織し、今年度は７月 10 日と９月 26 日の２回開催した。 

この２回はいずれも本景観懇談会前に実施しており主な議題は、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について議論している。ただ、

各課の反応については、景観に関する情報の共有の必要性の認識や職員の景観意識の向上には結びつ

いているものの、県の景観行政に対する方針が見えないという理由から具体的な施策提案の議論には前向

きな反応がないのが現状である。 

○その他の取り組み 

５項目記載がある。 

・まちづくり団体等の連携 

一昨日の 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参加した。 

今後もまちなみネットワークと連携して景観づくりを促進したいと考えている。 

・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

ネットワークに参加した。この景観行政ネットについては県から市町村に対して参加を呼びかけており、今後、

この景観行政ネットへの参加が増え、国、県、市町村の景観情報の収集、発信のツールとしての活用を期待

している。 

・県職員、市町村職員を対象とした研修の開催 

10 月23 日～24 日の２日間にわたり「美しいまちづくり研修」と題し、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

りの提案を行った。 

県地域機関；７機関 10 名 市町村；７市８名の１８名の参加で開催した。 

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た。 

次に景観形成地区現地調査の実施と市町村アンケート調査の実施の記載があるが、これは第３回懇談会

で報告したので省略する。以上が平成１８年度の取り組み報告。 



 - 4 -

 

座長 

今の説明について質問はあるか。 

 

委員 

両津湊地区で建物のルールを決めていくということだが、細かいデザインについて専門家というか地元の建

物が分かる人や、建築家が入っているかが心配。歴史的な建物のデザインはマニアックな（分かりづらい）分野

であり、ご留意願いたい。 

 

事務局 

地元 NPO「みなと昭和館」が中心となって活動しているが、その中に新潟市在住の建築家がおり、私どもも勉

強しているところ。11/7 のワークショップで説明したいと思っている。 

 

委員 

そういう人が入っているのは素晴らしいと思う。地元の方だから分かるとは限らない。そういうことをこれまでや

ってきたかが問題である。地元の方にやってもらわなければいけないが、一方で過去に全国的な視点でやった

ことがある人かどうかがポイント。地元で今後担っていくべき人材と、外でそういうことがわかる人とがうまく連携し

てやっていただきたい。当初の段階ではどうかわからないが、その点ご留意願いたい。 

 

座長 

造形大にも専門にしている人がいる。必要があれば協力できる。 

次に景観懇談会報告書案の説明をお願いする。 

 

事務局 

資料④―４（１）景観懇談会報告書案の説明をする。 

説明を始める前にこれまでの懇談会での議論と本報告書との関係について説明が必要と思われるので、ここ

で説明する。 

報告書の１３ページの景観行政の課題を抽出する際に資料④－４（２）の１枚目『第３回景観懇談会までの意

見の整理」にある県の現状やこうすべき的な意見をもとに課題を抽出した。 

また、報告書１５ページにある８つの柱や１６ページ以降の具体的な施策を考える段階で資料④―４（２）『具

体的な施策（案）』の中からもれが無いように施策を提案している。 

資料④―４（２）の着色は報告書案の課題や柱、施策と対応しているので、どの課題がどの意見を反映したも

のか、また、どの施策が資料④―４（２）のどこからきているかを確認頂きたい。 

なお、着色は最終報告時には黒一色となる。 

波線の下線については、事前にお送りした資料から変更があった部分である。 

「はじめに」については、後藤座長に執筆を依頼済。 
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本文は６章で構成している。その他資料編として、文章で分かりづらい部分を模式図として今後添付する。

（庁内委員会構成、取り組みのスキーム、前回資料３－３（今回４－２）、前回後藤座長に作成していただいた資料、

市町村アンケート結果、県内取り組み事例紹介、委員名簿を後日追加する。） 

 Ⅰ章 新潟県の景観の特徴 

     砂丘列や湖沼、近代遺産について追加、緑の減少について追加。 

  写真については使用写真、コメント等について議論いただきたい。 

Ⅱ章 景観行政の現状と課題 

    ８P の表と、それを年代別に文章化したもの。 

    全国の景観法制定以前の取り組み状況について。 

    新潟県における取り組み（手引き・指針、形成地区、顔づくり事業） 

     →実効性を担保する仕組みが整備されず、取り組みに結びつかない 

     →形成地区では、ソフト施策、地域への取り組みの移行に問題 

     →８つの課題（柱）（１３P） 

 Ⅲ章 景観行政の基本的視点 

    ４箇条（新しい・古い、良い・悪いのマトリックス）、など 

 Ⅳ章 景観行政の４つの目標と、８つの柱 

    ４つの目標と８つの柱との関連は資料④－４（２）にリンク 

 Ⅴ章 具体的な景観施策 

    景観づくりの主体は市町村だけでなく、地域で活動している団体も含む 

    ８つの柱ごとに具体の施策を整理 

    施策は新規か継続か、取り組みの主体はどこかを明記した 

    地域主体の取り組みについても、行政の関連を表現 

 Ⅵ章 県の取り組むべき施策 

    ５章の施策のうち、県・行政とあるものを網羅 

優先順位・緊急度により、『１．継続して取り組む施策』、『２．早急に取り組むべき施策』、『３．中長期

的な実現に向けて検討する施策』の３つに分ける（本日分け方についてもご議論いただきたい） 

具体的な景観施策１～７と、８では観点が違っている。８は地域主体の取り組みが重要であることをク

ローズアップしたく、あえて挙げているが、 １～７に含められるものもある。１～７に含めた上で８に再掲

するのがよいのか、このあたりについてもご議論願いたい。 

 

座長 

まず、報告書の大きな枠組みについて意見はないか。（なし） 

では、事務局で事前にこの辺を聞いて欲しいというところがあるのでその辺を聞きたい。 

「Ⅱ．景観行政の現状と課題」について、課題は大事なので現状と課題を分けて章立てしてはどうかという話

があるが、このあたりについてはどうか。 
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事務局 

事務局としては分けた方が分かりやすいと思っているが。 

 

事務局 

課題から、８つの柱、具体的施策の提案と流れていくので課題を分離した方が良いのではないかと考えた。 

 

委員 

分けない方が良い。課題の抽出と表現の仕方だが、今までの我われの議論のほかに景観形成モデル地区を

評価した結果を加えてこの課題がある。この一連の流れが読み取れ、かつ現状評価を踏まえて出された課題と

してその所在をセットしておくと分かりやすい。切ってしまうとどこから出てきた課題なのかが分かりにくくなる。 

 

委員 

見えてきた課題については委員のような話もあるし、私も迷っている。景観行政の課題だけで章立てするとす

れば、課題は書いてあるが、つながりがあった方が全体で考えていく上での方向性が見えてくる部分もあると思

うので、単に挙げたものを羅列するのではなく、つながっていても良いと思う。 

 

座長 

「Ⅱ．景観行政の現状と課題の５」に課題を入れてしまうとこれまでやってきた取り組みに対してのみの課題イ

メージとなってしまうが、行政以外にも課題はあるわけで、分けることで行政の課題だけではなく景観全体の課

題として捉えることができるのではないか。 

 

委員 

その辺でどちらを優先するのかが分からない。 

 

座長 

例えば１３Ｐの『（１）地域における景観づくりのビジョンがない。』というのは景観行政をやってきたからそれが

出てきたとは言い切れない部分がある。行政の中だけでなく、広くということであれば枠を外すということだと思

う。 

 

委員 

行政だけの問題として考えるか、それ以外の課題として考えるかで、大きく変わってくると思う。１３Ｐには行政

という視点を絞った課題として分かりやすく書いてあるが、これだけではないと思う。単に行政だけでなく別の広

いところに大きな課題があり、それを取り上げていく必要がある。 

 

委員 

『Ⅱ．景観行政の現状と課題』としての課題であればこの場所で良いと思う。『Ⅰ．新潟県の景観の現状』の中
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にも『３．好ましくない景観の形成』や『４．市民活動などの活性化』という記載があるので、景観行政の課題だけ

に絞って良いのかという気もする。Ⅱ章は景観行政の課題として、それ以外の広い意味での課題は別立てにし

てはどうか。 

 

委員 

今書かれていることは景観行政の課題であり、行政としてどう考えるかということ。整理の問題であり書き方次

第だと思う。 

 

委員 

モデル地区は、ただつくるだけでなくそれを検証して課題を明確にする場や行為として大事ではないかと考

える。その意味では７月に実施した現地調査会は有意義であったと思う。 

気になるのは、これまでの取り組みの評価をふまえて『５．景観行政の課題』としていると理解しているが、

『（３）ルール』」と『（４）設計施工』については、モデル地区の実態を検証した上での評価になっていない。制度

や関係性の評価だけでなく、目に見える景観のビジュアル面からの評価をきっちりしないといけない。仕組みと

仕掛け、そして実体としての景観の評価と課題をこの中に載せて欲しい。そうすれば観る・検証する・評価する・

課題を整理するという流れが見えてわかりやすい。再度言うが章立てが変わるとこれが分断されて流れが見えな

くなってしまう。 

 

座長 

１２P の評価は誰がしているのかはっきりしない点がある。懇談会なのか行政なのかその辺の主語をはっきりし

ていただく必要がある。また、委員の意見である細かい形の評価までいくと、論点の主旨がずれてしまうので別

の場でしかるべき人が評価をして頂ければと思う。 

まとめると、ここでは『５．景観行政の課題』として残し、重複するが『Ⅰ．新潟県の景観の現状』『Ⅱ．景観行政

の現状と課題』を含めた課題として『Ⅲ．これからの課題』と言うことで、事務局にまとめて頂いて後日委員の皆さ

んに確認して頂きたいと思う。 

次に、『Ⅲ．景観行政の基本的視点』と『Ⅳ．景観行政の４つの目標と８つの柱』について、順番がどうかという

議論がある。 

 

事務局 

『Ⅲ．景観行政の基本的視点』は『Ⅳ．景観行政の４つの目標と８つの柱』を考える視点でもあるが、『Ⅴ．具体

の施策』を考える視点でもある、どちらかといえば後者との関わりが強いと思っておりその点を議論頂きたく議題

とさせて頂いた。 

 

座長 

１４P、１５P の記述順序が逆になるという件についてどうか。 
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委員 

入れ替えるだけでよいのか疑問。『Ⅴ．具体の施策』は『Ⅳ．景観行政の４つの目標と８つの柱』を受けている。

入れ換えると『Ⅳ．景観行政の４つの目標と８つの柱』を受けるものが無くなってしまう。 

『Ⅲ．（３）（４）』は『Ⅴ』が受けているし、『Ⅲ．（１）（２）』は『Ⅳ』が受けている気がする。単に左右入れ替えで済

むのかというのは気になる。 

 

事務局 

委員の言われるように、『Ⅲ．（１）（２）』と『Ⅲ．（３）（４）』では性質が違う。Ⅲ章をⅤ章の前に持ってくると『Ⅲ．

（１）（２）』が浮いてしまう。この位置で『Ⅲ．（１）（２）』を残し、『Ⅲ．（３）（４）』はⅤ章にも同じ意味合いのものが出

てくるので省いても良いのかもしれない。 

 

座長 

『Ⅲ．景観行政の基本的視点』の位置は変えず中身の『Ⅲ．（３）（４）』を削除するということになるか。 

 

委員 

『Ⅲ．（３）（４）』が悪いとは思わない。８つの柱には出てきているが、こういう視点を持っているということは意味

があると思う。消してしまうのはもったいないと思う。 

関連して一言。委員の言われる形の評価については大事である。一般論として景観は最終的には収まりレベ

ルの細かい話まで考えないと良い景観にはならない。景観形成に一生懸命取り組んで失敗することも良くあり、

これを避けなければならないということもどこかに書いて欲しい。これを書くならばⅢ章になるのだろう。 

具体的にはアドバイザーなどにつながっていくし、キーワードとしてはオーセンティシティ（本物志向）となる。

これまでの（第１回で）オーセンティシティの議論はしているが出てきていないので記載してほしい。 

例えば町家と言ってもどこに行っても全て違う。多少の興味では分からず、専門的知識が必要。景観は誰で

も議論ができるし誰でも興味が持てるし、取り組めるのだが、誰にでも分かるものではない。そこが難しいところ。 

 

座長 

『Ⅲ．（１）』の良いものに説明を加えることでよいか？ 

 

委員 

景観懇談会報告書に美醜のことを盛り込むと大きな話になるので、別刷りのような形がよいのかなと思う。資料

④－４（２）の１枚目『美醜を議論し、合意形成を図ることが必要』という部分を入れていただきたい。 

見た目で語られることの怖さが景観ではあると思う。景観は文化と直結したものであると思うし、その点で美醜

が語られなければならない。 

 

委員 

これまでの話を聞いてきて合意形成しても、独善的になりがちで、プロがいないと正しい方向に導けないという
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ことを改めて感じている。どんな形で美醜について合意形成を図っていくか方向性が示されればわかりやすいと

思う。 

 

座長 

オーセンティシティはどの辺りに入るだろうか。『Ⅲ．（１）○新しい良いものを創る』に入れて良いか。 

 

委員 

『Ⅲ．（１）』の意味は全体の景観は、古い良いものを壊してそこにいくら新しい良いものを作っても良くならない。

4 箇条を全てやらないかぎり良くならないということ。オーセンティシティは別の切り口なので、『Ⅲ．（１）』の次に

『Ⅲ．（２）』として書いていただけるとありがたい。 

 

座長 

専門家が言うものだけがいいものとは限らなくて、住んでいる人の評価もある。京都の町家などでは旦那衆が

しっかりしているから上手くいっている。 

 

委員 

専門家は誰かという話だが、ここで言う専門家とは「本当に分かっている」専門家のことである。この点をしっか

り書こうとするのは難しい。専門家といっても建築士も専門家かもしれないけど、建築士であるだけでなくあるとき

には特定の知識を持っていなければいけないかもしれない。それに関して本当に専門知識を持っている人にな

るべく相談すべきだということが言いたい。アドバイザー制度などはそれに近いわけだが、アドバイザーが必ずし

も専門家かどうかわからないがそれに近いことをやろうとしている。 

本物の話を細かく書いていくのは難しいため、委員が言われたように、その視点を書いておくことが大事だと

思う。 

 

座長 

 まとめると『Ⅲ．（２）』として本物が大事である。オーセンティシティが大事である。それには本物が分かる専門

家の目を通すことが大事であると記載頂ければと思う。みなさん如何か？ 

 

委員 

そのような話を『Ⅲ．（２）』に「本物志向の景観づくり」として入れるのは賛成である。『Ⅲ．（１）』の４箇条は４つ

だからわかりやすく光っていると思う。問題はオーセンティシティという言葉をどのように伝えればよいのかもあ

る。 

 

委員 

オーセンティシティという言葉は専門家にはわかるのだが、何か日本語の説明が必要である。 
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委員 

本物という言葉に引っかかる所がある。例えばインターロッキングは本物かにせものかという議論がある。ある

人は本物と言うし、ある人はにせものと言う。要するに使用の状況次第で受け止め方が変わる。道路や歩道など

敷いては剥ぎ、剥いでは敷く場所で御影の石張りやコンクリートの洗い出しをするのかということを考えれば、や

はりインターロッキングのように必要な部分を剥いでまた張ることができる材料はその場にふさわしい一面もある。

ここで大切なのはしかるべきところにしかるべきものがある状態をいかにつくるかが美しい景観に繋がっていくの

だということ。あまり本物・にせものというのにだけ固執してしまうとかえって違和感のあるものになってしまうので

はないかということがある。 

 

座長 

「周辺環境にあった」と言う部分がないので肉付けしてはどうか。 

 

委員 

本物とは、全て石でやるという話ではなく、「適切なもの」を「適切にやる（使う）」ということなのだが、それが伝

わりにくい。それがここでは本物かと言うことを考える。本物という視点を持つということ。その次に本物の中身を

考える。 

 

委員 

美しい景観の形成は、ある程度マニュアルやチェックシートを使うことで可能ではないかと思う。場所々々で違

う地域性とその場の特徴と材料とデザイン・技術・工法、維持管理などをうまく繋げて最終的にしかるべきものに

行き着くようなシステム、プログラムで、具体的な技術デザイン面からの景観形成のダイアグラムは可能ではない

かと考えている。 

 

委員 

景観は古いものに対する見方（歴史的認識）も重要なので、地域性・風土性・コンテキスト（文脈）を理解し、そ

こにあるべきもの（あったはずのもの）を地域の本物と考えてはどうか。 

 

委員 

それ自体はよいが、それもまた難しい。とかく「その場所っぽい」ものでごまかされる場合もある。歴史的町並

みに合わせるときに歴史的なデザインでなければいけないかというとそうではない。平成の時代に江戸時代の技

術もないのにそれを作ってしまうのもおかしい。景観を合わせるために偽物の江戸時代風の建物を造ってしまう。

これは私のオーセンティシティの考えからいうと良くないことである。平成のデザインに合わせていかなければな

らいのだが、地域の文脈に合わせる時の合わせ方が問題で、その時に大事なのが「本物」という視点である。

（善意の景観破壊、なまこ壁がない地域でなまこ壁など、土木構造物でも多い） 

 

 



 - 11 -

座長 

「本物」というキーワードが報告書になじむかということもあると思うが。 

 

委員 

細かいところは先ほど土沼委員が言われたようにマニュアル的なもので対応していくこともあるだろうが、重要

なことなので、視点だけでも挙げた方が良いのではないか。本物という言葉を使いながら何らかの補足をしてい

くことになるのではないか。 

 

座長 

載せるキーワードをどうするか。 

本物を作る視点を持つことをまず入れて、それに対して周辺環境、歴史的環境の文脈を的確に捉えたものづ

くりといった内容でどうか。 

 

委員 

環境に合わせることも大事だし、個別建築が本物であることも大事、両立することがポイントである。必要条件

である環境だけでもだめ（調和のみ）、十分条件である個別建築だけでもダメ（個性のみ）、全体として調和して

いて且つ、個別の建物が個性を持ったデザインとしての完結している、両立した本物であるということを視点とし

て書いていただきたい。 

 

委員 

個人の資質も含めてほしいが、これは客観化が難しい。 

 

事務局 

時間の流れと地域性を含めた場に合わせたデザインということになるのではないか。 

 

座長 

『Ⅲ．（１）』のあとに『Ⅲ．（２）』として「本物をつくる視点を持つこと」という言葉はできるだけ分かりやすく。この

場で作文は難しいので事務局の方で案を考えて頂いて後日確認するということにしたい。よってⅢ章は１４Ｐに

残すことにする。 

 

座長 

県の懇談会なので、県の施策を考えなければいけないので、課題（１３P）から話していきたい。それから『Ⅲ．

景観行政の基本的視点』『Ⅳ．景観行政の４つの目標と８つの柱」について議論していきたい。 

 

委員 

この（１３Ｐ）課題はどうやって出したか。 
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事務局 

資料④－４（２）の１ページ目「第３回景観懇談会までの意見の整理」と、県の取り組み課題から７項目抽出した。

簡単に言うと、ビジョン、組織、制度、公共事業、意識啓発、人づくり、情報発信となり、そこに地域の主体的なと

りくみを追加した。 

ここで出している課題については、県下全てがこうというわけではなく、大部分がこうであるということ。 

 

座長 

  （１）地域における景観づくりのビジョンが無い。についてはどうか？（１３P） 

 

委員 

これくらい過激に書いて良いと思う。実際は無い。頑張っているところでも計画はあってもビジョンはない。 

 

座長 

（２）、（３）、（４）、（５）、（６）、（７）、（８）、について（異議なし） 

では課題についてはこのとおり進めたい。 

 

座長 

次に（１５Ｐ）『Ⅳ．景観行政の４つの目標と８つの柱』であるが、前の８つの課題に対して８つの柱を立て、4 つ

の目標と関連付けている。（１５P）知ってもらうための媒体づくりについての「媒体」という言葉が引っかかると事

務局から聞いている。媒体に代わる言葉は何かないか。（事前に事務局と良い言葉は無いか話したが「場」、「土

俵」、「しくみ」などがあったが）「土俵」が良いのではないかと思うが如何か？（異議なし） 

それでは『Ⅴ．具体的な景観施策』についてどうか。 

 

委員 

今までの議論で申し上げたことを細かく取り上げてもらって感謝している。細かいことだが、『Ⅴ．５．（３）』につ

いて、景観アドバイザーだけでは語弊がある事例を思いついた。佐渡の宿根木では景観審議会がアドバイザー

的な細かいことをやっているのでここではアドバイザーだけでなく審議会も羅列する主体に加えた方がよい。 

 

座長 

アドバイザーだけでなく審議会もという意味では「等」で良いと思う。前段と後段が結びつかない、どういうイメ

ージか。 

 

委員 

各地のアドバイザーが集まって意見交換することにより様々な主体についても、例えば市民についても傍聴、

場合によっては議論に参加してもらうことで一石四鳥くらいになるということでご提案申し上げた。名称は考えな
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ければいけないと思っている。 

 

事務局 

１８P 下にイメージを注釈している。 

 

委員 

その注釈には行政は入らない。行政は知っているはずである。 

 

座長 

注釈から行政を外し、手段を書きましょう。（広報などを通してなど） 

その他先ほど事務局の方から『Ⅴ．８．地域主体の取り組みの促進』で重複しているものを『Ⅴ．１～７』にちり

ばめたらどうかという提案があるがどうか？事務局の方で前に出すべきものの例をお願いします。 

 

事務局 

『８．（２）アドバイザー等の育成、派遣』、は『６（人づくり）』にも入るし、『８．（３）住民活動実践のてびき』は『３

（条例・制度）』にも入るのではないか。『８．（８）意識啓発イベント』は『５（理解を深める）』、『８．（９）まちづくりの

人材育成』は『６（人づくり）』に入るなど、何かしら入れようと思えば全てどこかに入るのではないか。課題として

上がったのは７つであり、『８』は地域主体で取り組んでほしいし、行政はそれを後押ししていくという意味で追加

して起こしたもの。 

 

委員 

逆に、『８．地域主体の取り組みの促進』にしか書けないことはないか？（１）や（４）は？ 

 

事務局 

確かに『８．（１）と（４）』は難しいと思っている。入れるのであれば『８．（１）地域と行政の意見交換の場の設定、

運営』は『６（人づくり）』かなと思う、『８．（４）』はちょっと難しい。８を無くしたいわけではなく、再掲する中で８の視

点を出していきたい。 

 

座長 

想いが伝わって良いと思うので、今後その方向で事務局に整理していただく。 

 

座長 

『Ⅵ．県の取り組むべき施策』の優先順位についてどうか？たくさん並んでおり難しいがどうか。『１．継続して

取り組む施策』とあるがこれは継続して取り組んでほしい。『２．早急に取り組むべき施策』はやらなければならな

い取り組みであるし、『３．中長期的な実現に向けて取り組むべき施策』もやらなければならない取り組みである。 
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委員 

質問だが、『３．（５）公共事業景観ガイドラインの策定』についてガイドラインを作らなくても公共事業景観アド

バイザーがアドバイスできるのか？ガイドライン策定についても早急に取り組むべき施策にならないか？ 

 

事務局 

国はガイドラインを策定済だが、県はこれからつくるにしても時間がかかるので、当面は国のガイドラインを使

いながら試行的に進めていきたいと思っている。ガイドライン策定を待っていると先へ進まないためこのような表

現になっている。 

 

委員 

『３．中長期的な実現に向けて取り組むべき施策』の中にも早急ではないが次の段階でやるものと、やれるか

どうか分からないものが混ざっていると思うがそれを分けた方がよいのか分からないが、見通しを伺いたい。 

 

座長 

例えば「３．中長期的な実現に向けて取り組むべき施策」の中にも今できないにしてもその準備は必ずやらな

ければいけないとすれば、それはみんな『２．早急に取り組むべき施策』に入るのではないか。それでは準備も

要らないものは何か？例えば『３．（１）専門部署の設置』などはどうなのか？ 

 

事務局 

これからある程度組織の問題になってくるので、景観の位置づけも含めて議論していく問題であると思ってい

る。ただ、今すぐにできるかというと見通しが立っていない状況である。 

 

座長 

専門部署がどういうことをするのかということ自体は話し合われていなければならないと思うが？ 

 

委員 

それが『２．（１）庁内景観検討組織の設置』と言うことになるのではないか。 

 

事務局 

ここで言っているのは「景観」と名の付く係だとか具体的に組織として立ち上げることを指している。（今、担当

しているのは景観だけでなく他のこともやっている） 

 

座長 

それでは『１．継続して取り組む施策』の中に「庁内景観検討組織の設置及び専門部署の準備のための小委

員会をつくる」といったことを入れておかないと本当に『３．（１）専門部署の設置』はやるのかということになるので

はないか。そこまで書けないのか？ 
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委員 

継続して取り組んできたものがある程度目に見えてきて、具体的な支援を行ってくると、今の体制では済まな

い、それも土木だけでは済まないかもしれない。そうなった暁には小委員会を設けてこのままじゃダメだね、みん

なを集めようね、というものが出てくると思うので何かやっぱり最初に取り組んだ後の話ではないかと思う。 

 

座長 

そこまで持って行くよというものを『１．継続して取り組む施策』の中に言葉として入れておく必要があるんじゃ

ないか。 

『３．（２）景観アドバイザー登録認定制度の確立』とあるが、これは確立していないとしても県にはあるのか。 

 

事務局 

県にはない。 

 

座長 

それでは本報告書の中で景観アドバイザーと会議をしましょうと言っているのはどういう根拠によるものか？ 

 

事務局 

これから考える公共事業景観アドバイザーについては、１７P 下にあるとおり。 

 

事務局 

さきほどのアドバイザー会議とは県のアドバイザーではなく、市町村が抱えているアドバイザーを県が束ねて

会議を開催するという意味である。 

 

委員 

『３．（２）景観アドバイザー登録認定制度の確立』で【支援】と書いてあるが、これは県のアドバイザーをつくる

ということではなく、市町村がアドバイザーを登録認定する時の【支援】ということか？ 

 

事務局 

ここでの【支援】という意味は、県の制度で市町村にアドバイザーを派遣することが【支援】にあたるという意味

である。 

 

座長 

『３．（３）ヘリテージマネージャー登録認定制度の確立』も同じで何らかの制度を県が作って市町村に派遣す

るということですね。それではその勉強会をすることというのは『１．継続して取り組む施策』の中の『（１）庁内景観

検討組織の設置』の中でやると言うことでよいか。 



 - 16 -

 

事務局 

 そういうこと 

 

座長 

『３．中長期的な実現に向けて取り組むべき施策』の『（４）『県独自の伝建地区の指定、保存制度の確立』に

ついてであるが、これは教育委員会との調整が必要になるということで『３．中長期的な実現に向けて取り組むべ

き施策』にいれているのか？ 

 

委員 

（私が答えるのも変であるが、）伝建であれば教育委員会であるが、別に県の横断的部署ができればそこがや

ればいいので、どこでもいいが、今の体制のままだと文化行政課となるのでそこの協力が必要となる。ただ、県

独自の伝建地区は別に文化財保護法でやるわけではないので、県独自の保護制度確立というのは必ずしも伝

建選定だけとは限らず、県の景観条例で地区指定するということもあり得るわけだから、そうなると教育委員会と

関係せず進めることができる。 

 

座長 

『３．（６）学校教育科目への景観教育導入』については 

 

事務局 

一度に学校教育科目の国語、算数と同じようには行かない。まずは総合学習から初めて徐々に底辺を広げ

たいと考えたため『３．中長期的な実現に向けて取り組むべき施策』に入れている。 

 

委員 

参考に、先日相談を受けたのだが、中学校美術の副読本があって、その後半に地域別（県単位）につくるペ

ージがあって、その中に新潟の町家のことを書きたいので教えてほしいと美術の先生が相談に見えた。 

そういうものを工夫して活用すればできそうである。実際にやりたいと思っている先生もいらっしゃる。 

 

委員 

（背景としては、）景観とは時間がかかるものである。現時点で解決できる問題ではない。子供達が自分たち

の住む場所を美しいと思う価値基準を持って生活できるように一つの指針を学校教育の中に取り込むことで将

来の景観、美しい国ということも言われてますので、そういうところと繋げて教育というものは今からやって行かな

ければいけないものということであえて言葉として入れていただいた経緯がある。 

 

事務局 

事務局としてはみなさまのこれまでの意見としてこのような形で挙げさせて頂いたが、学校教育科目への、と
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いう表現になっているが、これについては難しいと思っている。『２．（８）の総合学習への景観教育への導入』に

ついてはやられているところも多いし、これから十分可能、実際にその中でというのはあろうと思っているが、『３．

（６）の科目』という表現は私どもとしては無理だなということは正直なところある。総合学習という言葉にこだわら

ないのであれば「学校教育に対する景観の学習の導入など」の表現にしてもう少し軟らかいレベルで『２．（８）総

合学習への景観教育の導入』中に入れておいた方がいいのかなという気がする。 

 

座長 

 それでは『３．（６）』は消しましょう。それで『２．（８）』は導入ではなくて今できる、例えば教科書づくりを目指すと

かを入れなければいけない。 

 『３．（７）地域づくり活動実践のてびきの作成』というのは『１．（９）地域と行政の意見交換の場の設定、運営』を

しながら最終的にその成果品として地域住民活動実践のてびきの作成へと導くと考えて良いか。 

 

事務局 

そういうことです。 

 

座長 

 それでは『３．中長期的な実現に向けて取り組むべき施策』の中のできること、できないことの話はこの辺でよろ

しいか。 

 

委員 

『３．（３）（４）』は文化行政課サイドの関係が出てくると思うのですが反応を教えて欲しい。【支援】というのはど

ういう意味合いか。 

 

事務局 

【支援】は２つ種類があると思っている。一つは直接的に【支援】する、それから県が制度を作ってその中で市

町村に利用して頂く【支援】と２通り考えている。アドバイザーやヘリテージマネージャーなどの派遣については

直接的な【支援】になると思っている。ここで言っている県独自の伝建地区というものは県がしくみを作って市町

村にそれを使って頂くという意味合いでの【支援】であると思っている。 

 

座長 

実行の担保として、取り組みの準備を何かの形でして頂きたいと思う。 

『２．早急に取り組むべき施策』の順位付けについてはどうか。 

 

委員 

早急にとすれば１年とか想像するが、日限を入れるようなことはイメージしているか。また、中長期的というのは

５年なのか１０年なのかよく解らない。報告書の中に数字を入れるのは難しいのか。 
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座長 

中長期的といってもやることに変わりないけども準備がかかるということで『３．中長期的に実現に向けて検討

する施策』の方に入っていて、準備にあまり時間がかからないものが『２．早急に取り組むべき施策』に入ってい

るのではないか。 

 

事務局 

施策の効果や必要性と実現の可能性について考えている。『３．中長期的な実現に向けて取り組むべき施

策』については実現の可能性も含めてこれから考えなければいけないものを含んでいる。 

 

事務局 

懇談会の報告書の段階としては私どもの財政上の問題もあり、いつからどうやるという議論はこれからである。

ものによってはすぐ出来るもの、数年かかるものが出てくると思う。今後、実行に移すための準備作業に入るので、

もう少し時間をかけて議論する必要があると思っており、今日の段階で回答するのは難しい。 

 

委員 

達成度・塾度のフォローアップとあり、大事だと思うが、その結果を知らせていただきたい。情報公開として知

らせていただけるのが一番良いが、委員も継続して興味を持っているし、『３．中長期的な実現に向けて取り組

むべき施策』あたりが知らない間に立ち消えしないようにしたい。 

 

座長 

その辺についてお願いする。やる側と監視する側が必要と言うこと。 

 

委員 

『３．（４）県独自の伝建地区』について、正確に言うと、「選定」である。また、注釈１０は「重伝建」ではない。 

 

事務局 

準じた制度を設けたいという意図であり、「指定」「選定」という細かい表現には現段階ではこだわっていない。 

 

座長 

時間もないが『１．新潟県の景観の現状』のところで（例：４Ｐのビックスワンと５Ｐの焼却場と何が違うのか？な

ど）意見があるか？枠があって写真が無いものもあるがこれは後で事務局の方で用意してほしい。 

 

委員 

５Ｐの『３．好ましくない景観の形成』のところで、『都市化に伴う屋敷林、生け垣などの緑地の減

少』とあるが、屋敷林はもともと人為的に植えたものが多数であり、生け垣は人為的緑である。そして
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「生け垣」はもともと新潟には少ない。しかし、近年では助成制度や緑化協定などで見かけることが多

くなってきた（つくる景観）。無くなってきているのはむしろ都市周辺の人為的ではない「自然林、自

然地」である。「生け垣」を「自然林、自然地」に変えて、美しい景観形成にもとからある自然景観が

寄与する視点（まもる景観）を加えてはどうか。 

 

委員 

「自然林」が無くなっていることも確かであるが「生け垣」もなくなっている。「自然林」とちょっと違うニュアンスだ

が、緑の中で占める「自然林」の減少より、都市の中にある個人の敷地にある緑が減っていることのほうが大事。

特に都市部の新潟市などの場合はかろうじて残っていた「生け垣」や「屋敷林」が駐車場スペースの確保などの

ためにコンクリートで固められどんどん無くなっている。こんな意味合いのものと考えているので、「自然林」の減

少も問題であるが別の話として「生け垣」も問題である。 

 

事務局 

委員の言われる「自然林」のイメージというか場所はどこを想定しているか？委員は都市景観の部分での意見

であったと思うが。例えば里山とか都市近郊とか。ここでは都市部に限っての話なので都市部に限らないのであ

れば別項目として起こしても良いのではないか。 

 

座長 

全体の傾向として「自然林」の話はあるが、それが無くなることの問題としてのコンセンサスがあるかどうかが問

題である。手の入った自然だけでなく、手つかずの自然の視点もいれてはどうかということ。 

 

委員 

自然景観の項目がない。土沼委員が言われるような自然的土地利用の減少や歴史的資源の減少などの見

方がない？ 

 

委員 

新潟県の美しい景観形成には手つかずの自然、つまり人工物ではないもともとある自然が美しい景観に優位

に寄与することに気付いて、これらを大切にする視点がここにあればよい。 

 

事務局 

『２．新たな景観の形成』と『３．好ましくない景観の形成』は新たに出てきた良いもの悪いものを項目だてして

記載しており、本来保全すべきものに対しての記載が無い。緑地の減少という表現はしているが、「屋敷林」、

「生け垣」が無くなって別の悪いものができてきたこととして裏返して表現した部分であり、ここにダイレクトに「自

然林」は馴染まないかもしれないが。「自然林」が無くなってなにができてきたかが表現できればいいと思うが。 
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後藤座長 

その辺の整理を事務局の方でお願いする。全体を通した意見はないか。 

 

委員 

１４P 本物の大切さについて言葉に表現するのは重要なところだと思う。乱暴かもしれないが言葉で説明する

ときに、「美しい」という言葉と「きれい」という言葉の違いを説明したことがある。そこで本物につながる美的感覚

は「美しい」であり、表面的な美しさは「きれい」と解釈して使っている。「美しい」は時間の流れとか地域、風土こ

こにあるべき姿として繋がっているような気がするので、何かうまい言葉にしていただけるとありがたい。 

 

座長 

国の方針も「美しい日本」をつくると言っているので「美しい」を使って「美しいものをつくる視点」をもつこと、

「きれい」との違いを表現してほしい。 

 

委員 

本物は本物で書いて欲しい。その上で、「美しい」と「きれい」の違いを説明して欲しい。 

 

委員 

文字の色が最終的に黒い印字になるということであるが、今のまま（カラー）のほうが流れがわかってわかりや

すいと思うのでカラーのままで良いと思う。 

 

事務局 

色弱の方への配慮やユニバーサルデザインの考えから黒と考えたが、黒とカラーの２パターン考えてみたい。 

 

座長 

これで議事を終了する。 

 

事務局 

かなり修正が入ると考えており、時間がかかると思うが、各委員にメール等で送らせてもらう。後日意見があれ

ば早めに事務局に頂きたい。やりとりの後、座長にまとめの案を提示したい。 

最後に今井局長から挨拶申し上げる。 

 

今井都市局長 

熱心なご議論を頂き、改めて御礼申し上げる。本来県がすべきこと、すぐ行うべきことなど整理していただいて

ありがたいと思っている。事務局が申したように報告書をまとめていくが、委員会後も意見を頂くことがあるかと思

う。その時はご協力願いたい。ありがとうございました。 


