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公･民･学連携の景観まちづくり学習会 

 

□開催日時：令和元年 8月 24日（土） 18：00～20：10 

□開催場所：中標津町役場 3階 301会議室 

□参加人数：33名 

□開催目的：中標津町の景観と町民による活動を軸とした協働の景観まちづくりを

推進するため、東京都練馬区みどりのまちづくりセンターや福井県の

アーバンデザインセンター坂井での活動を学び、まち全体の資源を活

かしたまちづくりを考える。 

 

プログラム 

 

1．開会挨拶 中標津町役場建設水道部長 望月 正人 

 

 

2．情報提供「景観と空き家対策について」 

      根室振興局産業振興部建設指導課 伊藤 翼 技師 

 

3．講  義 「景観からはじまる公民学連携のまちづくり」 

       講師：東京都市大学都市生活学部 中島 伸 氏  

 

4．意見交換会 講師 中島 伸 氏 

ファシリテーター 東田 秀美 

 

5．閉  会 

 

講師略歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催：みんなの景観なかしべつプロジェクト設立準備会・中標津町 

後援：北海道根室振興局 

 

中島 伸（なかじま しん）氏 

東京大学工学院工学系研究科都市工学専攻修了、博士（工学）専門は都市デザイン、都市計画

史、都市形成史、景観まちづくり。中野区政策研究機構研究員、（公財）練馬区環境まちづくり

公社練馬まちづくりセンター専門研究員、東京大学大学院工学系研究都市工学専攻助教を経て

現職。昭和女子大学非常勤講師、アーバンデザインセンター坂井副センター長など兼任。日本

都市計画学会論文奨励賞、日本不動産学湯浅賞（研究奨励賞）博士論文部門受賞。 
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（１） 開会挨拶 中標津町役場建設水道部長 望月 正人 

みなさまこんばんは。建設水道部長の望月です。どうぞよろしくお願い

いたします。本日は時節柄何かとお忙しいところ、またお仕事でお疲れの

ところ景観まちづくり学習会に参加いただきましてありがとうございます。

また日頃より本町のまちづくり全般にあたり、ご理解ご協力いただきまし

て厚く御礼申し上げます。 

中標津町は平成 29 年 4 月 1 日に景観行政団体に移行しております。そし

て景観計画を策定しております。この景観計画では、景観まちづくりの基

本理念や、歴史・文化・産業との融和、自然との共生による景観まちづく

りとしております。また４つの基本方針があるのですが、その中の１つに

協働による景観まちづくりを進めますと書かれております。現在まさにそ

の様々な協働による景観まちづくり活動が行われている最中でございます。

景観まちづくりを進めるには町民一人ひとりが景観に関心を持つことから

始まり、活動に参加し、楽しみ、発見し、それを共有しながらやがて多く

の人がつながり、その活動が広がって展開することになります。また景観

の価値を共有する団体相互のネットワーク化により、情報やノウハウの共

有、相互理解によって永続的な景観まちづくりへと発展させることができ

ます。 

本日はこの景観まちづくり活動をさらに推進するため、東京都市大学都

市生活部の中島先生から「景観から始まる公民学連携のまちづくり」と題

して講演いただきます。その後、みんなの景観なかしべつプロジェクトの

東田さんがファシリテーターとなりまして、意見交換を予定しております。

この学習会が景観まちづくりを実践していくための大きな契機となること

を期待しております。 

最後になりますが、後援をいただき

ました北海道根室振興局様に感謝す

ると共に、本日お集まりの皆様に景観

計画の着実な推進、そして景観整備機

構への実現に向け、ご理解ご協力をお

願いいたしまして学習会開催に当た

ってのご挨拶とさせていただきます。

本日もこれからもどうぞよろしくお

願いいたします。 
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（２）情報提供 「景観と空き家対策について」 

   北海道根室振興局建設指導課 伊藤 翼 技師 

北海道根室振興局建設指導課の伊藤です。本庁に代わりまして簡単ではご

ざいますが、「景観と空き家対策について」ということで、情報提供という

形でご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 

中標津町におかれましては平成 6 年に景観形成ガイドラインの作成、平成

9 年 1 月には景観条例の制定など、良好な景観形成の取組みをされており、

平成 29 年 4 月には道内として 17 番目の景観行政団体へ移行され、協働によ

る景観まちづくりが推進されておりまして、道としましても今後とも積極的

に情報提供などをしていきますのでよろしくお願いいたします。それでは景

観と空き家対策についてご報告させていただきます。 

お手元に配布しております北海道の良好な景観という見出しの資料をご

覧ください。北海道の良好な景観はお手元の資料の写真でお示ししている通

り、施設や山、海などの広大な自然、そして私たちが住む町や、事業活動等

の営みの様子など、皆さんがご存知の通り北海道は雄大な美しい風景がたく

さん存在しております。過去はそれぞれの地域ごとの歴史、風土、文化や伝

統、そして私たち一人ひとりの暮らしなどが重なり合い、私たちの目に映し

出される大切な光景です。 

次のページをご覧ください。このページ

は景観のまちづくりにつきまして、私たち

の生活にどのように関わっているかを簡易

的に表した図です。例えば自然景観、農山

村景観など地域の景観資源を守り、育てて

いき、観光地として SNS やホームページな

ど情報発信を行うことにより観光客が訪れ、

そして再び訪れ地域が活性化していきます。

また道内の動きではここ数年間太陽電池及

び風力発電施設の建設が増加し、一部の地

域では景観を阻害しているなど問題が生じていますが、各市町村にて周辺環

境への配慮に向けた取組みを行うことにより、再生可能エネルギーと環境と

の両立をしていくことができます。ここ最近の話題として考えられるものと

しましては、海沿いの地域で、特に国で進めている洋上風力発電施設につき

まして、道内においても檜山沖で環境影響評価の手続きが始まる予定と、8

月 1 日の北海道新聞朝刊に掲載されており、今後活性化していくと予想され

ます。 

次の資料に移ります。空き家等対策についてのお知らせです。空き家情報

バンクについてですが、人口減少や既存住宅の老朽化によって全国的に空き

家が年々増加しております。また、管理がされていない空き家の崩壊による
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危険性、景観悪化やゴミの放置等により、衛生環境も問題となっております。

そこで空き家等の活用が課題となっております。道では空き家及び空き地の

循環利用を目的とし、道内の空き家の所有者から空き家情報を募り、空き家

等の利用を希望する方へ情報提供をする北海道空き家情報バンクを運営し

ております。身近な方で空き家等を売却したい、貸したい、買いたい、借り

たいなどの話題がありましたら、ぜひ当取組みの活用も含めたご検討をお願

いします。 

次のページに移ります。北海道景観形成ビジョンを策定しましたという資

料をごらんください。道内において風力発電、太陽光発電設備、リゾート開

発などの経済的な事業が先行している状況であり、景観への認識をいっそう

高める必要があるため、まずは地域における景観の価値に気づき、地域の

方々が協働により守り、育て、整えていき、この良好な景観を将来にわたっ

て引き継いでいくことが必要でありま

す。そのことを踏まえ、今年 3 月に道

では良好な景観の形成に関する基本構

想である北海道景観形成ビジョンの見

直しを行い、道のホームページにて公

表していますので、お知らせいたしま

す。 

以上、手短ではございますが、道か

らの情報提供という形で終わらせてい

ただきます。ありがとうございます。 

 

 

（３）講演「景観から始まる公民学連携のまちづくり」 

   講師：東京都市大学都市生活部 中島 伸 氏 

皆さんこんばんは。東京都市大学の中島と申します。今回はお招きいただ

きありがとうございます。普段はまちづくりとかそういったことを研究した

り、地域の皆さんと一緒にまちづくりの活動をやりながら、まちづくりを研

究対象に大学で活動しております。今

日は「景観から始まる公民学連携のま

ちづくり」ということで、わたしが普

段活動をしていてこういうところがま

ちづくりをやっていく上で大事かなと

思う話をしていきたいなと思っており

ます。 

最初に自己紹介ということで、先ほ

どご紹介がありました通り今日は２つ
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の話をしたいと思います。東京の練馬区の話と、もう１つがアーバンデザイ

ンセンター坂井という、福井県坂井市の三国という港町があって、そこを中

心に活動しているまちづくりのセンターがあるんですけども、そこのセンタ

ー長を兼任していまして、東京と福井を行き来したり、普段はほとんどイン

ターネット上で現地とやり取りをしているのですけど、そこでの活動につい

て紹介したいと思います。色々な立場の人たちがやはりまちづくりに関わっ

ていくんですね。その色んな立場の人たちがどう関わっていくと進んでいく

のかということでしたり、中標津はこの景観まちづくりというのが重要なキ

ーワードとなっていると思うので、そこでの今までわたしが取り組んできた

ところを、練馬まちづくりセンターというところで、大学で研究者として職

を得る前にそこで実際に地域の方と一緒にまちづくりの活動を支援すると

いうことを仕事でやっていましたので、そこでの話も少し紹介していきたい

と思います。 

今日のテーマですが、景観まちづく

りを様々な立場の方たちで連携しなが

ら進めるために考えたいことってどう

いうことだろうかということを、少し

私のほうから練馬と三国の事例を情報

提供させていただいて、後半に皆さん

と一緒にそれについて、じゃあ中標津

だったらどういうことが必要だろうか、

どういうことを考えるのか、普段わた

しはこういう活動をやっているんだけど、それってこういう話とどうつなが

ってくるかなどを、皆さんと意見交換したいなと思っております。今回景観

まちづくりの運動的な側面を始めにイントロダクションとして、練馬まちづ

くりセンターが景観まちづくりをどんなことしてきたかという話と、アーバ

ンデザインセンター坂井でやっている公民学連携のまちづくりの話を少し

したいと思います。今日 1時間ちょっとのお時間をいただいていて、要望い

ただいた２つの話ですが、大体いつもこういうレクチャーをさせていただく

ときにはどっちかの話をしたらもう 1時間がいっぱいになっちゃう話をです

ね、佐瀬係長から２つやってくれと言われたので、スライドが飛行機に乗る

前に 200 枚くらいあったやつを 160 枚くらいに減らしてという感じで、2 倍

速で喋るのは無理なので、少しぱっぱっぱと見ていただいて、こんなことな

のかと掴んていただいたところで、意見交換でさっき見せてもらったあれだ

けどどんな話なのという感じで、引っかかるところがあれば聞いていただけ

ればと思います。こちらからは手裏剣方式にスライドを投げていきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

最初にまず景観まちづくりを考えるための、わたしが考える今日的な論点
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というのをご紹介したいと思います。今日飛行機で中標津に来させていただ

いて、色々とお話もこれまで佐瀬係長や東田さんから伺っていたところもあ

るのですが、話にもありました景観計画ができました、景観まちづくりを推

進していくために景観整備機構という仕組みを使っていきたいという意向

がある。練馬ではこれを使っています。それで今みんなの景観なかしべつプ

ロジェクトというのを 9月に任意団体を作られると伺いました。それをさら

に景観整備機構の指定を町から受けて、法人化するんだという話も伺ってお

ります。そんな中で、中標津町らしい景観まちづくりってどのような立場の

人たちが、どうやって連携して進めていくことができるのかということが問

われているところですね。そこに向けてまちづくりで多様な主体が連携して

いくと考えましょう。まちづくりを進める上で、町にはそもそもどんな人た

ちがいるのか。伺うと 23,000 人くらいの人口だと伺いましたが、今日いら

っしゃる方たちがまちづくりを進めたい人たち、現にやっている人たち、今

日は 30 人なので、人口 23,000 人のうちの 30 人です。まちづくりに関心の

ない人たちというのもいらっしゃる。ご近所にもいらっしゃる。ご家族にも

いらっしゃる。ご家族にいる場合

はなかなかつらいと思います。理

解が得られないのにこれだけ一生

懸命頑張っていって、わたしも各

色んな全国のまちづくりを頑張っ

ているところで、まちづくりをす

ごく頑張って町はハッピーになっ

ているんだけどご家庭が上手くい

っていないというのを、よく見か

けてしまいます。それぐらいまちづくりって没頭してハマッてしまうという

危うさみたいなものがあって、わたしも常にそこを気をつけながら仕事をし

ております。もう１つまちづくりに関心がないと言っているんですけども、

まちでの暮らしだったり、それぞれの活動に関心があって一生懸命頑張って

いる人たちがいらっしゃると思うのですけども、まちづくりを進めたい人た

ちは、まちづくりを進めたいのでそれをどうにか共有したいと思っているか

ら、まちづくりに関心のない人たちに、どうしてこんなに良いことをしてい

るのに、気づいてくれないんだろうと線を引きがちです。ですがその人たち

も実は何かしら活動をしていたりとか、お仕事だったりとか、色んなことで

町に関わることで関心があることがあるのです。ここをどうやってつないで

いって、共有点を見つけるかということがすごく大事なんです。それを考え

たい。まちづくりに関心のない人たちにとって、まちづくりをやっている人

たちがどう映るのかということを考えることが、実は大事なんじゃないかな

と思いながら、これは全てのことに言えるわけじゃないですがわたしはこれ
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をモットーというか、気にしながらなるべく活動をしたいと思っております。

特に景観まちづくりというのは、その地域らしい風景を育んでいくという作

業なので、非常に途方の無いことをやっております。でもすごく大事だと思

います。今日も中標津のあちこちを紹介していただいたのですけども、酪農

風景の中で、酪農をしているからこそ、実はここの見えているもので、林が

こういう形になっているとか、色んなものがあって、人の手が加わって加わ

って、その風景ができているというのを色々と見させていただいて、何度か

このあたりを車で走ったりしたこともあるのですが、聞くと見え方が全然変

わってきて、誰か人の手が入っていて、景観を作りたくてやっているわけじ

ゃないんだけど、そこに町らしさみたいのが、理由だったりとかが見えてく

るわけですね。そういうことを共有していって、その先で手を入れていくと

いうことをよりみんなにとって馴染みのある、ここの町にいてよかったなと

思えるものにしたいという作業だと思うのです。ただそれがなかなか結果と

して表現するというのが難しいことだと思うのです。そうするとそれに打ち

込んでいる人たちをそうやってはたから見ると、好きでやっているだけの人

たちに見えがちです。ここがやっている側としてつらいわけです。それをど

うやって超えていくのかということを考えるのがすごく大事です。今 30 人

ここにいらっしゃる方たちは、それぞれ色んな活動をやっていると思うので

すけども、それをどうやってそこに気づいていない方たちと共有していくか

ということを考えたいわけです。 

そんなところで、景観まちづくりというのは地域にとって目的なのか手段

なのかということも合わせて考えていきたいです。正解は両方なんです。目

的でもあるし手段でもあるんです。景観まちづくりの活動を続けていくと地

域が改善されていきます。だから

景観まちづくりをするというのは

目的になります。一方で地域を改

善する活動のために、景観まちづ

くりを行うということも考えられ

るわけです。この２つをぐるぐる

と目的と手段をつないでいきまし

ょう。そうすると、皆さんのやっ

ている活動がなにか地域にとって

良くなって、地域にとって良くな

るために頑張っているそれぞれの活動は、景観が良くなるということにつな

がってくるのがきっとあるはずです。そこを考えるということがすごく大事

だと思うのです。まず 1点目。景観まちづくりの活動をしていると、地域が

良くなるというコンセプトがどこかにあると、周りの人たちにも何か気付き

があるかもしれない。逆に地域の課題解決、何でもいいと思うのです。それ
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をやると地域で見えてくるものが変わってくるんじゃないかと。この２つを

こうやってつなげていく、両方行うということが、凄く大事だと思います。

景観まちづくりの活動をやっていると思っている方たちは、地域がどう良く

なっているのかというところを意識することも大事だと思いますし、横で何

かをやっている人たちのことを見たときに、それをあなたがこうやってくれ

ていることが、結果地域の景観が良くなっていることにつながってくるよね

という話ができたりとか、そこを実感できるようなことをつなげられると、

たぶん景観まちづくりって途方も無い作業なんですけど、多くの人たちと理

解し合える最初の一歩が見つかるんじゃないかなと思います。ということで

その中で今から練馬まちづくりセンターというわたしが関わってきた景観

まちづくりについて簡単にですがご紹介いたします。 

練馬まちづくりセンターでは、わたしは都市デザインなどを専門にやって

いたのもあって、景観をテーマにした活動や事業を中心に関わりました。中

標津町では景観計画ができたわけですが、練馬区も景観計画の策定にアドバ

イスとして事業制度をどう作っていくのか、仕組みづくりを助言してですね、

その制度を実際に作るところのお手伝いをして、そのままそれを区からの受

託事業として受託して、それで動かすということをやりました。それはどう

いうことかというと、景観資源選定会議を運営したりとか、大学や専門家と

連携を行って、見た目から始まるまちづくり、これも景観ですが、景観の色々

なコミュニティづくりを含めたイベントをやったり、地域の方に普及啓発な

ど、まちづくりの活動の具体的な

支援も行ってきました。 

それで簡単に練馬まちづくりセ

ンターというのがどういう背景で

出来たのかですが、練馬区では

1998年に住民参加を本格的にやっ

た都市計画のマスタープランを作

りました。ここで 200 人くらいの

人たちが毎回集まって、まちづく

りをどうやったらいいかを議論を

していってこの都市計画を作りま

した。それでみんなで言いたいことをわーっと言って、計画はできた、じゃ

あ後は行政がやってくださいねじゃあちょっと 200人は置いてけぼりになる

わけです。そうはしたくないねと、せっかくこれだけみんなで議論を熱くし

たのだから、自分たちが具体的に何か活動できるようなことをしていきたい、

そのためには仕組みがもう１つ必要だということで、住民が主体的に関わっ

て実際に活動をしていくことを支援する体制を行政側で作ってください、ま

ちづくり条例として作ってくださいというのをやりました。これで住民が自
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ら提案をしてまちづくりのルールを決められる仕組みを作ったのですが、仕

組みだけ作ってもなかなか活動ができないと困る。そこでまちづくりの支援

組織が必要じゃないかという議論もその中で起きたので、区の持っていた外

郭団体、公社の中の１つのセクションとして、まちづくりセンターという組

織を作りました。そこに専門家であったり、まちづくりに関わる人たちを雇

用して、そこで住民の主体的なまちづくりの活動を支援しましょうというこ

とで立てました。その後に練馬区では景観計画を作ろうということで、それ

で景観計画、景観まちづくりの活動支援をする担い手として、この公社まち

づくりセンターを景観整備機構として指定することで、具体的に景観まちづ

くりをサポートしていきましょうとなりました。ということで、練馬のまち

づくりセンター、今はみどりのまちづくりセンターという名前になったので

すが、練馬の町を区民の皆さんが自分たちの手でもっと良くしていくための

まちづくり活動を応援支援する組織です。ここでも区民や事業をやっている

方たちと行政を中間的な立場でつないでいきます。そういう中間支援も組織

として立ち上がりました。わたしがいた当時は公募の所長が居て、区からの

派遣の方もいましたし、専門研究のわたしはここに入ります。そして都市計

画系や緑の専門家、ユニバーサルデザインの専門家といった、どこかしらで

専門的なまちづくりの教育を受けてきた人たちが活動の支援をしていきま

した。今もしています。練馬まちづくりセンターが区民主体のまちづくりの

お手伝いとしてどういうことをやっているかというと、市民の色々なアイデ

ィアをまちづくり活動として助成する、お金を出して支援するという事業を

しておりました。公募型で公開審査をして、そこでわたしたちはこんな活動

をやりたいというのに、最大 1 年で 30 万円ぐらいのお金を出す。これは公

社で自転車駐輪場を運営する事業をやっているのですが、そこで出てきた事

業収益を使って、公益還元をしましょうということで、公共的事業なんです

けども、駐輪場の利用代金でどうしても儲けが出てしまうので、儲けは懐に

いれるというか、株として配当していくと民間の事業になってしまうので、

もう 1回儲かった分を公益還元しましょうということで、区民のまちづくり

活動団体に支援するお金にしまし

ょうということで、進めていく事

業です。年間 10団体ぐらいが、そ

れぞれ区民の目線でこの町はこう

やって改善するんだとか、こうい

うことやったらいいんじゃないか

と、キッカケのための活動支援を

30万円ぐらいでやってもらうとい

うことをやっています。そこで出

てきた活動団体『ネリマ・ベジタ
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ブル・カフェ』、地元で自然とつながれる農園ライフということで、練馬は

東京にあるのですけども、都市農業が盛んな地域です。その都市農業を近所

の農家と地域がつながる青空カフェをやっています。農家さんから分けても

らった野菜をみんなで食べるという活動をやりながら、地域のコミュニティ

スクールと、地域にこういう農業資源があるんだよと伝えます。例えば枝豆

の収穫体験、地元の農家と一緒に地元産の枝豆収穫体験を子どもたちとやっ

て、実際に校庭で茹でて食べようと、その時に PTAの校庭の芝生管理をして

いるグループと一緒にサマーデイキャンプをやったりとか、そうやって地域

の人たちとつながりながら、農業を身近なものにしていくという活動です。

そこでこの地域にはこんな農家さんがいるよというマップを自分たちの活

動団体で作って、ちょっと枝豆の話とか地域にこんなに散歩のできる、こん

なに農家があるんだよというマップをみんなに配布したりする活動をやっ

ています。練馬は東京の 23 区になるのですが、ちょっと郊外のところにあ

って、基本的には東京と聞いたときにイメージするビジネス街では全然なく

て、みんな都心に通っていく場所です。70万人区民がいるんですけども、住

宅地とその間にポツポツ残っている農地がある、そういう自然が比較的にあ

るという場所です。なので普段通っているだけの人たちからすると、自分の

近所に、マンションの 1個ブロック離れたところに新鮮で美味しい野菜を作

っていて、しかもそこに行くと直売所があって食べられるなんて知らない人

たちがいっぱいいるわけです。そういう人たちに向けて先ほど言ったまちづ

くりや町に関心のない人たちにちょっとこういうつながりを作っていって、

実はここにこんな素敵な農家さんが、こんなに美味しいトマトを作っている

んです、どうですかという活動ですね。これはまた都市河川の中にある、白

子川というところで、月１回の川の清掃活動で水辺の会というところが、自

分たちで源流を大事にしましょうと

いうことでお祭りをやっています。

地域の色々な団体がお祭りというベ

ースの部分に乗っかって、色んな活

動を展開しています。こういう活動

にまちづくりセンターでは活動支援

をしています。あとはまちづくりセ

ンターがよくやるのが、まちを知る、

共感を生むために、まち歩きのプロ

グラムを色々と開発してもっていま

す。町の各地でまち歩き、今日伺ったら中標津の方はあまり普段町を歩かな

いとお話を伺ったのですが、なぜまち歩きをするのかというと、みんなで見

て回るというのがすごく大事だからです。今日はこの 30 人いますので、30

人で一緒に見て回ると同じ時間に同じ場所で同じ物を見て、あれ、って指を
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さして、あれなんとかあったよねという話をするわけです。その体験がすご

く大事です。まち歩きで体験を共有するというところが実際に協働のまちづ

くりの始まりで、そこで良いところや悪いところが一緒に見えることで、情

緒も共有される。じゃあそこをどうやったら良くしていけるのかというまち

づくりにもつながっていきます。それで景観でもテーマにしたまち歩きを年

間かなりの回数をやってきました。具体的に歩いてそこで何が見えるのかで

すとか、ここは実はこういう理由があって、こういう風景、景観になってい

るんですよとか、解説をしたりしながらそれについて皆さん現場で色々と意

見を言ってもらいながら町を歩くということをやっています。それと具体的

に住民の方たち一緒に、まち歩き調査活動をやっています。景観調査は中標

津でも皆さんが実際に活動されていると聞いたのですが、ここではまちづく

りの情報誌というのをセンターで出しているのですが、これのまちの調査を、

一緒にまちを歩いて、まちの取材をして、それを最後年間 3回出している情

報誌にまとめるということをやっています。これはもっと後で紹介します。

これは宿場町だったところの歴史を一緒に調べようと、それで町の名残を一

緒に探しながら地元の人たちにインタビューしたりしながら、町について紹

介していくという調査をしています。 

ここから景観の話をしていき

ます。練馬のまちづくりセンター、

まちセンといつも略しています

が、まちセンでは先ほどあった景

観整備機構として景観条例や景

観法による景観計画の中で、区が

独自でこうやって事業設計した

ものです。それの運営を区からま

ちづくりセンターに委託という

形をしています。実際にこの事業

をどういうことをするのかとい

うのは、僕が区と協力しながら書いて、こういう事業をやったらいいんじゃ

ないか、予算は大体これぐらい必要ですとかを書いて、区で議会を通しても

らって、翌年また委託という形で仕事を請ける形なので、若干自作自演なと

ころもあるのですが、景観まちなみ協定や景観資源登録などの事業を実際に

区から受けてやりました。区から受けてやるのに必要だったのが景観整備機

構です。景観整備機構というものを指定しているからこそ、まちづくりセン

ターで受託していいよねというお墨付きを手続きを踏んでとっていって、な

のでやれる。区のほうとしてどういうことを考えているかというと、まちづ

くり条例を作りました。住民主体のまちづくりをどんどんやりたい、住民か

ら提案で町のルールをこうやって自分たちで決めていいですよという仕組
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みを作ったのです。ですがこれが公正に作りすぎてしまったゆえに、なかな

か手を上げてやるというグループが出てこなかった。そうしたときにもうち

ょっと身近なところから始められるまちづくりを進めていってほしい、でき

ないだろうか。そのためにまちづくりセンターがあるのに、まちづくりセン

ターがいきなり住民の皆さんと一緒にやりましょうといっているところの

ハードルがあまりにも高すぎて、いきなり住民の皆さんは飛び越えられなか

った。そこをもうちょっと簡易な、皆さんの身近なところからできるまちづ

くり活動を支援できるようにしましょう。そのために見た目、みんなで見て

共感できるところから始められる景観まちづくりをやろうというのが、練馬

区の思惑でした。その時に練馬区は思惑があるのですが、どうしたらまちづ

くりセンターに仕事として出せるだろうか、そのためには何でその組織に仕

事を出すのですかというところの説

明ができる必要があるのです。そこ

で景観整備機構という景観計画の仕

組みを使って、だから練馬まちづく

りセンターにお願いしましょう。そ

れで一緒にやっていきました。もう

一方でまちづくりセンターとして大

事なのは、役所に言われたことを右

手あげて左手あげてという形で操り

人形をやっていては誰でもいいじゃ

ないかという話になってしまう。まちづくりセンターだからこそ出来るまち

づくり、住民目線でやれるまちづくりのお手伝いをしましょうということで、

そこで自主事業ということで色々と住民の方たちと一緒に新しいプログラ

ムの事業を起こして、それはまちづくりセンター独自の事業としてやります。

そういうことをドンドンと自分たちでこうやって開発していったり、考えた

りしてくれるからこそ、景観整備機構として区は少なくともこれはお願いし

ますというのを継続して仕事をお願いできるということをやりました。とい

うところまで実は僕が役所の人と一緒に考えて、これだったら 70 万区民が

いるところに向けて、ここからずっと継続的に安定的に事業をやっているこ

とに対して文句が出ない。区としては受託事業なのでどこかのタイミングで

違うなと思ったらやめればいいのです。そういう関係を作ってまいりました。

そこまで事業の仕組みについて色々と考えていたのですが、先ほど北海道の

ビジョンという言葉がありましたが、練馬の景観まちづくりでビジョンって

なんだ、何を大事に練馬の景観まちづくりを考えたらいいだろうかとずっと

考えていました。練馬区は景観計画を作っていくときに、まちづくり条例の

市民団体が『歩きたくなるまち 住みつづけたくなるまち ねりま』、こうい

うのをテーマにして景観計画を作るべきだと条例を使って提案してくれた
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のです。なので練馬区の景観計画の目標は、この文章をそのまま目標として

設定されています。市民がこれを大事に景観まちづくりを進めてほしいとい

うことを受け止めたのです。これ実はまちづくりの講座をまちづくりセンタ

ーで景観をテーマにずっと地元の市民のまちづくり会や、地元の建築士の会、

まちづくりセンター、区の都市計画課の 4段階でずっとまちづくりの勉強会

をやっていたのです。そこから始まってこのテーマが設定されました。なの

でこのテーマはすごく大事なわけです。ただ行政の人たちがなんか考えてこ

うやったのではなくて、住民の人たちが自分たちで練馬の景観まちづくりっ

ていうのはこれじゃないかということでやりました。それでいくつかそれを

やっていくための制度作りをお手伝いしたのですけども、練馬区が景観計画

策定をキッカケとしてこれから新たな景観まちづくりってなんだろうなと

区の方や地元の住民の方たちと一緒に議論していました。練馬区らしい景観

ってなんだろう、70万人いる区民にとって、向き合うまちづくりというのを

考えなければいけない。 

それで練馬でまちづくりをする上で大事にするべき景観とはいったいな

んなのか。おそらく練馬に生活している人たちの景観なんじゃないか、生活

景ですね。その時わたしが考えたのが、住宅都市。住宅ばかりです。働いて

いる人たちは、都心に働きに行って寝に帰ってくる場所。そこにどうやった

ら愛着をもてるんだろうか。そうは言っても時間の中で生活が積み重なって

いって、生活の多様化をそれぞれしていると思うのですよね。だけどそれが

また景観の多様化を生んでいる。だから統一的な何かの方法を受け継ぎまし

ょうではなくて、多様さ、個々人の思いや暮らしというものとちゃんと向き

合いたい。これが景観まちづく

りに大事だと考えています。ま

ちづくりを進めるための景観と

いうのはキッカケとしての景観

というのがあります。町の様子

を知ったりとか興味をもつとい

う意味の景観でもあるんですけ

ども、先ほどと一緒でアクショ

ンの結果としてそれを確認する、

成果としての景観というのがあ

るのです。これをそれぞれが色んな立場の人たちが暮らしている中で、わた

しが思う町の風景ってこれだなと思うものがきっとどこかにあります、それ

をどうにか掬い集めたいと思いました。それで景観保全をトップダウンで行

うというのはなかなか限界があります。これをこう守りたいというのを上か

ら決めていって守らせるというのはなかなかまちづくりとして進まない。し

かも守りたい景観は私有財産なわけで、公共空間とはちょっとわけが違う。
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そうするとボトムアップでのまちづくりがすごく重要になってきます。そこ

で僕たちが考えたのが地域景観資源登録制度ということで、まちづくりの運

動のための事業を始めました。地域の景観資源というものを登録していこう、

リストにしていって情報発信していこうという制度です。1 年目の当初目標

が 300 件。300 の景観のポイントを資源として集めていく。それで地域で愛

着の持てる身近な景観資源を集めよう。それは区民の皆さんが普段生活の中

で愛着を持てる状況を生み出さなければいけない。『歩きたくなるまちねり

ま』というのがキーワード、コンセプトとしてあった。なので地域内、徒歩

5 分圏内に必ず 1 件はあること。これを練馬の面積が約 48k ㎡なので、まず

300 ぐらい必要だった。なのでまずは 300 用意しようと。そうすると必ず歩

いて 5分で散歩しているところに必ず 1箇所誰かがいいなと思う魅力的な場

所がありますよというのをまず紹介していこう。それで景観資源登録なんで

すけども、資源登録というのは景観を守る制度とはちょっと違うのです。登

録といっています。指定ではない。これは登録文化財という制度が文化財に

あります。中標津にも登録文化財があると思うのですが、これを作ったとき

のコンセプトがあるんですよね。それまでは文化財は指定文化財だったので

す。登録文化財という制度を文化庁の役人の方が作ったときに、説明すると

きによく言うのは、指定という言葉でよく聞くのが、指定暴力団がある。登

録暴力団はない。指定暴力団というのは、上から指定するわけです。登録と

いうのはグループのほうからわたしたち暴力をする人たちなので登録して

くださいと、ないですがそういうわけです。なので景観資源登録も指定する

のではなく、これは大事だから上から順番に大事なものを優先順位をつけて

1 番 2 番 3 番と上から順番にやっていくのが指定ですが、登録というのは他

にも色々あるかもしれないけども、これを登録してくださいというのを登録

する。それをリストとして並べるということですね。というのに価値がある。

なのでまずそこの仕組みが違うわけです。これを作ったときに景観まちづく

りの僕たちは営業担当なわけですね。自薦他薦を問わない制度にしました。

そして必ず登録をするときには資源をお持ちの方に承諾の確認を取ります。

この作業をつけるということをこの事業制度の仕組みの中で絶対に大事だ

と必須にしました。私有財産の物を登録するときには、こちらから必ず行っ

て、登録してもいいですかと。これをやるとですね、街中で普段お散歩して

いたときにあそこすごく素敵だなと思っている人がいる。それを登録したい

なといったらまちセンに言ってください。まちセンはそれを持ち主のところ

に持っていって、あなたの作っているこの素敵な風景、景観を資源登録した

いと言っている方がいるんですけどと伝えに行けるわけです。これはラブレ

ターです。町の中でこれがすごく素敵だなということを伝えることができる。

しかもそれについて情報公開していいですかと言うだけなんです。それ以上

のことはなにもしません。お金も出ません。だけど町の中で例えば自分の庭
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木の凄く綺麗な花を咲かせる木があって、これをいいなと言ってくれる人が

いますということを伝えて、なのでそれの情報だけ出していいですかと言い

ます。出すのが嫌だよといわれることも当然あります。なので登録承認され

ないことです。だけども１回片思いで思っているということを伝えるという

ことをできるわけです。そういう告白の機会が 70 万人の人たちに今までな

かったのです。日常的に社交的な人は素敵ですねとか、このお庭いいですね

とかと言うことができると思うのですけども、それがなかったわけです。そ

れをわたしたちが変わりに代理人として伝えにいくということができれば

いいのです。これでやって 3年目には 300点近い登録になりました。僕たち

もあちこち探しにいったというのもあるですけども、これはたぶん国内でも

まれに見る登録数です。この個人の想いをリストとして集約して、可視化す

ることができるようになりました。こういう景観まちづくりの波を立ててい

こう。それで生活している地域の人たちとそれをもっている所有者の人たち

のコミュニケーションの橋渡しをするということが目的でした。気になるも

のを最近こうやって改めて見返してみると、ここまできたなとっておきの風

景ということで、こうやってタイトルとコメントがリストで登録されていま

す。これが大賞なんですけども、このリストのタイトルが『一昔前は「そろ

そろ田植えの準備をするかな～」』と登録されていて、件名がこれなんです。

コメントが「毎年見事なハクモクレン

の白い花が咲きます」園芸屋さんの庭

木なんですけども、「これだけ大きな樹

木は珍しく、練馬区が誇る自然遺産で

す」。ここからいくつか紹介していきま

す。これは『電話ボックスとけやき憩

いの森』ということで、NTT にいいで

すかということで聞きに行きました。

けやき憩いの森という民地ですが公共

開放している森です。ここをバックに電話ボックスのある風景。「最近あま

り電話ボックスがなくなってきている。せっかくの緑をバックに人工の建造

物が若干ミスマッチがあるが、毎日見ていると割と溶け込んでいるように思

う。万が一のときの安心のためにぜひ残していただきたい風景。」これが文

章もセットで登録されています。なので区の都市計画関係担当のところに行

くとこれが公的なものとしてリストになっているわけです。それをまちづく

りセンターが情報発信の委託をして、ホームページに出したりとか、マップ

にして紹介したりということをやっています。これは『リズモ大泉学園の屋

上庭園とその眺め』ということで眺めが登録されています。これも 2015年 4

月にオープンした新しい商業施設なんですけども、誰もが利用できる屋上庭

園は、気持ちが良いと休憩するが、今後もっと多くの知られて使われるよう
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になると良いと思いますと、商業施設に対して若干余計なお世話だろという

感じがしますが、素敵なところだよという紹介です。これはお祭りの風景で

すね。神輿の担ぎ手は一般募集もしており、地域の人なら誰でも参加できる

お神輿です。ということでこれもお祭りの若干 PR になっている。だけど愛

があっていいじゃないかということです。これも長いので読みませんが、大

泉学園長の由来を伝える石。この石碑が登録されているわけです。大正 13

年に開発された住宅地であることとかを、この公園の石碑がかつての風景を

今に伝えてくれています。そういうこの人の非常に熱い想いがありますよね。

あとはさらにここまでいってしまいます。『ラジオ体操終えて（石神井公園）』

という、再現性があるのかというものもあるわけです。「朝のラジオ体操、

多くの人たちが集まります。」、行ってみようかなとなるじゃないですか。そ

うするとこの風景に出会えるわけです。なので風景といっても額縁の中に入

っているものではなく、生活の中にあるワンシーンで、あぁいいなと思うも

のを、いいでしょと伝えるための仕組みなんです。これは先ほどの個人宅み

たいにですね、松を守るために家の形状まで変えて大切にしていて、この門

扉をちょっと切ったりして松を守ってくれていて素晴らしい。松だけでなく、

門扉が素晴らしいのです。門扉をこうしてまで松を守ってくれているという

ことが素晴らしいですよと思っている方が地域の中にいらっしゃって、これ

をこういう形で紹介したいと思っているんですけど、どうですかといったと

きに、プライバシーとかを凄く気にされる方は嫌だよという方もいるのです

が、そこまでしたいと思ってやってくれている気持ちを汲んでくれる人が地

域にいるんだということが伝わるということが凄く良いことだと思うんで

すよね。だけどなかなかここまでの話は行政がやる景観風景を守りましょう

という動きがなければとてもできない作業なんです。それをどうやって市民

と行政との間に入って橋渡しをするかというためにこの仕組みを作ったわ

けです。こうやって専門で入っているわたしみたいのが、ここにそういう想

いがあるからこそ、大事なんだということを翻訳していく作業も両者にとっ

て大事だと思うのです。住民の方にとってもですし行政にとっても。例えば

さっきのを行政に持っていったときに、こんなの登録できるかと言われます。

言われました。だけど朝のラジオ体操のここに再現性があります。なので必

ずラジオ体操があるたびにこの風景が見られるんです。１回限りのものじゃ

ありませんということをこっちが言うわけです。しかもそれによってコミュ

ニティも生まれていって、風景ができるわけです。こういうのが何も無けれ

ばこの場所は閑散とした何もない朝しかないところが、そうじゃないことが

あるんだよと伝えることに意味がないわけないじゃないかというわけです。

これが非常に大事なことです。そういうのがいくつかこうあって、最後の極

めつけがこれです。石神井の空です。この人は少し厭世的な感じで、建物の

変遷はあっても変わらない石神井の空ということで、最後ここまで来たかと
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いう感じです。風景をこうやって記入してくださいというときに、空という

ものがありますよというところまでメッセージが込められるわけです。いか

がでしょうか。景観というものや風景というもので捉えられる広がりが、し

かもそれが個人が生活している

中で誰かに伝えていくメッセー

ジになっていく。そこが何か人

と思っていることに変わってい

くキッカケになるんじゃないか

というところで、この事業が行

くんじゃないかと思っていまし

た。個々人の想いあふれる景観

資源がこれだけあるということ

が成果なんです。練馬の風景は

それまでは都市計画やまちづくりの中でなかなかそれを公的に位置づける

ことができていなかったわけなんですけども、この仕組みを通じて色んな人

たちが色んな想いで普段生活しているところに、色んな景観や風景があるん

だということを認識できるってところまではきました。これからはこの登録

された資源をどうやって活用するのかということが問われてはいるのです

けども、まずは第 1段階としてそういうことをしました。 

次にもっと具体的にまちづくりの活動としてどういう支援をしてきたか

というと、歴史でつながる地域と主観、先ほどの情報誌を宿場町だった商店

街のことについて地域の人と調べて、情報誌に出しました。すると自分たち

の町の歴史を調べてみよう、そういう長老がいるからその人の話を聞いて旧

跡、町の歴史を調べている活動を町会や商店街に呼びかけて活動団体を発足

しました。これを立ち上げからずっとお手伝いをしていきました。こうやっ

て具体的に聞き取りの作業をやったりなどお手伝いをしたりするので、地元

の小学校でやられていた地域祭りの研究発表でやったりなど、色々な資料が

出てくる出てくるみたいなことがあるわけですね。さらにそこから始まって

「旧川越街道の歴史を活かしたまちなみ協定」、これは景観計画で文句を作

った活動支援のものです。3 人以上の人が集まって景観、まちの見た目に関

わる活動をなにかやる、やりたいねと取り決めてくれたら、まちづくりセン

ターがその活動をコーディネートしてお手伝いしますという仕組みです。な

ので汗はかきます。お金は出ません。だけどお金の生み方だったりとか、ど

うやったら予算が考えられるかということの最初のステップを一緒にお手

伝いしました。誰かアドバイスが必要だったら専門家を呼んできます。そう

いうところまでをやりましょうと。それで商店街の人たちが地元由来の花畑

飾りをお店の中で飾ろうという活動を始めました。これが商店街の中でお客

さんの話題づくりにつながれば商店街としては儲けもんだねと、それでちゃ
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んと自分たちの町の歴史をこうやってお客さんとのコミュニケーションを

していこうよというのがここでの活動でした。先ほどの歴史を調べるグルー

プと協働して、商店街のこういうものをどうやって作るかを連携しながらず

っとやってきました。先ほどの七夕飾り、これ実は区の無形文化財になって

いるんですけども、技術者の人たちと商店街と一緒に作った。これを地元の

児童館と一緒にコラボレーションしたりということもしました。児童館とい

う組織は子どもたちを色々と地元らしい遊びだとかをやりたいんですけど

もアイディアがそんなになかったのです。それを地元のほうからこういうの

があるよと間に入っていって、コーディネートしていくと、これが地域に見

える形で子どもたちも参加して活動ができる。こういう輪の広がり方をやっ

ていって、七夕飾りもこのように実際にやっていて、『これからも練馬らし

く本当にみんなが無理せず幸せでありますように』と、本当にそういうこと

なんだなと思っておりまして、そういう活動をやったりしていました。そう

すると１つの旧跡研究会という、歴史を活かしたまちづくりが、商店街の景

観の賑わいづくりみたいな、話題づくりにつながったりですとか、区が進め

ている都市整備の事業の中で新しい公園を作るといったときに、せっかく公

園を作るんだったら歴史をちゃんと反映した名前をつけようとこっちから

提案したりとか、区側もそういう活動で歴史があるんだったら、よくありそ

うななかよし公園とかをいきなりぱっとつけるのではなくて、地元らしい名

前をちゃんとつけようじゃないかと話を聞いてくれたりとか、地域の教育や

コミュニティの活動、児童館の連携

などにつながったりとか、そういう

風に景観、さっきの商店街だったら

いきなり周りの看板とかを大工事し

ていったりということではないこと

からなんですけども、始まる活動を

支援しました。もう 1 個は、公園化

した町内でお花育て、安心安全のま

ちづくりということで、主人公はこ

の方です。菜の花を育てるのが大好

きな人です。この人がいきなりまちづくりセンターにきて、わたし菜の花を

育てるのが大好きなんですといきなり言ってきたわけです。はいわかりまし

た菜の花が好きなんですね、それで最初はそれだけだったんですけど、話を

聞いているうちに、町会で菜の花を育てる活動を先ほどの方がサポートした

い、してもいいと言ってくれたのです。そこで町の人たちが集まって、一緒

に菜の花を育てる、それでそれを専門家に来てもらって菜の花の育て方を、

種のまき方から講習を道端でみんなでやって、花を育てるということになり

ました。このプレートづくりみたいなのもデザイナーを派遣してワークショ
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ップをしたりなどもしたのですけども、それを通じて菜の花がこうやって育

つまでにはこうやって道端に菜の花を置くわけですが、楽しいですよね。次

にもう 1人の主人公が彼ですが、菜の花を育てるのにはまってしまって、毎

日菜の花の見回りをしてくれている。その見回りをせっかくだから町会でや

っている独居の高齢者の方に声をかけて回る活動を一緒にやりましょうと

いうことで、そういう高齢の独居老人のお宅に声かけと、お花の調子どう？

というやり取りが様々なコミュニケーションを生むようになって、いい雰囲

気になって、最終的に花見という形でみんなで近所をみんなで見て回ってお

花見をすると、それで町を歩いて花がどう育ったとか、最後に打ち上げをす

るのですけども、おでんを防災の炊き出し道具を、実験的に使ってみるとい

うのと合わせてやる。菜の花も食べられるのでみんなでおいしく食べると。

そうやって色んな活動をこうやってつなげていきながら、景観は一つのきっ

かけにすぎないとか、先ほどの彼女が菜の花を育てたかっただけです。この

人はやりたかっただけだったのですが、町会長さんとかがこういう安心安全

の活動とつなげたらどうだとか、防災の話と合わせて最後にみんなでお花見

会ということで成果を美味しく食べて共有しようじゃないかと、そういう活

動をつなげながらやっていくということができました。そういうアイディア

をまちづくりセンターが横で伴走しながら、こことここをつなげていくと、

この活動が単なる活動じゃなくていろんな意味につながっていくよねとい

うことを相談しながら活動を展開していきました。この練馬の区民主体のま

ちづくり活動支援の中で考えたことは、コミュニティデザイナーの山崎亮さ

んがよく言っていたことですが、や

りたいこと、さっきのお花育てたい

ということ、わたしができること、

地域社会が求めていること、この３

つの輪がありそう。それぞれが重な

っているところが、わたしがやりた

いことと、やりたくてできることの

重なっているところ、でも地域は求

めていません。これは趣味です。わ

たしがやりたくてわたしができる

こと。わたしが出来て、地域や社会が求めている、でもわたしはやりたくな

い。これがなにか、労働です。ある種やらされているわけです。仕事好きな

人ももちろんいると思うので、労働という言い方をしました。それで地域は

求めています、大事だとやるべき、わたしがやりたいこと、だけどわたしに

はそれができない。それは夢です。わたしにはできない、だけどやりたい、

やるべき。なのでこの真ん中にくるところ、これを考えることが大事なわけ

です。わたしはやりたいし、わたしにもできるし、地域も求めていること。
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このところに重なってくる活動を多分皆さんもうやっていると思うのです。

それかまだ趣味の領域を出ていなくて、地域が求めていないことかもしれな

いし、地域は求めていてわたしもやりたいんだけどわたしにはなかなかでき

ないなと思っていることかもしれません。これをどうにかここに重なるよう

にアイディアを考えていくということが、活動をしていく上でとても大事な

ことですし、それができるような環境を整えるために、仕組みを作っていく

ということが凄く大事なわけです。その時に住民という立場もあると思いま

すし、働いている職場というのもあるかもしれませんし、それぞれ色々な立

場を持っていると思うのですけれども、公民学あとで説明します。色々な立

場の人たちが連携しながらまちづくりを実践していこうというのを福井の

坂井でやっているので、これを駆け足で説明します。 

時代背景ですけれども、今、

少子高齢化が中標津でも少

し人口が減ってきていると

伺いました。そのときにどう

いうまちづくりが必要か。２

０世紀はそれぞれが頑張れ

ば全体が勝手に豊かになっ

ていく時代だったのですけ

ども、今は限られた資源をそ

れぞれが連携して分け合い

ながら協働して豊かにしないとなかなか豊かになってきません。アーバンデ

ザインセンターはですね、行政とか NPO などの公と呼ばれる人たち、民は住

民とか民間企業もここに含まれます。あとは大学教諭や専門家、私の師匠だ

った北沢猛という人がアーバンデザインセンターというのを提唱して、千葉

の柏にまず一個目を作りました。それが今全国に広がっています。このいわ

ゆる産官学って言い方もあるのですけれども、公共は自治体だけじゃなくて

NPO とかも含みます。民間は企業だけじゃなくて地域住民も入ります。ここ

がすごく大事です。色々な人たちが集まりながらまちづくりを進めていきま

しょうということなのです。人口が増えていたときは税収が増えていたので、

充実した行政サービスが行えた。だけど人口が減るので税収が減ります。そ

こで、充実した行政サービスでは財政が破綻します。同じように行政のサー

ビスが減ると住民は困ります。これをどうにかして変えていかなくちゃいけ

ない。そのときに公民学それぞれに強みがあります。弱みもあります。これ

を補いあいながらやっていくことが大事ですね。行政、政府はですね条例を

作ったりするのに強いです。なので、これをやらなきゃいけないことと、こ

れはやっちゃだめよということを決めるのが強いです。あと、予算も多少あ

ります。政策を最初に動かすところのスタートは結構得意。だけど、住民が
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合意してくれないとなかなか決めるということはできません。あと、公的な

財源が減ってきているので民間の力を入れないと政策は実現しません。あと、

一方で政策の議論のための知見が不足している。それもあって今日私が呼ば

れているのですけれども、学術的な知見も必要なんじゃないか。逆に住民や

民間企業は実行力があります。なんといっても地元の人たちが動くというこ

とがすごく大事で、それが実際生活にもつながっているわけです。民間企業

の資本力、技術力ここでは酪農家もそうですし、民間企業も色々あると思う

のですけれどもあります。このもてる力を発揮するためには実は政策とか制

度よりも仕組みとか環境がないとできないので、ここは行政にぜひサポート

してもらいたいと思いますね。民間企業にしても住民にしても。想いを形に

するには知見が必要なわけです。そのときに大学とか専門家が入ってくれる

と、非常にこの人たちをサポ

ートしてくれる皆さんの立場

をサポートしてくれるところ

があります。一方大学、学っ

ていうのは確かに学術的な知

見があります。あと利害関係

者とは異なるので、調整する

力があります。だけどですね、

アイディアがあっても実際に

現場や体力がないと出来ない

ので、学だけで論文だけ書い

ていても町は絶対によくならないです。そこにどうにか地域の人と一緒にな

って何かやるってことがないと学はなかなか動けません。とくにまちづくり

っていうのは、町は実験場じゃないわけです。ビーカーでもないわけです。

当然相手がいます。そこに対して、ぼくらがちゃんと敬意をもって信頼関係

を作らないと大学でこれが素晴らしいですよと、どこでどれだけ言っても何

にもならないわけです。そこを行政の人たちや地元の人たち、企業の人たち

と一緒になってやっていくことがまちづくりの研究にとってもすごく大事

なわけです。そういうことから今全国に２０のアーバンデザインセンターが

出来て、福井の坂井でもできました。それぞれアーバンデザインセンターは

拠点があって、そこに色々な人たちが集まってオープンに開け放ったような

ところで、ここでまちづくりの議論をしながらここにいる人たちを巻き込み

ながらちょっとずつ実験をやって、社会実験や活動をやってそれをまた地域

の人たちに見てもらって、これいいねってなったら行政の方で公的にこの場

所はこういう使い方しましょうかと決めたり、そういう活動をやっています。

なので、公民学がそれぞれに持ち寄りで、共同責任で運営しているのがポイ

ントです。行政が主導でやっているわけでなくて、住民の人が持ち合わせの
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中で自分たちの責任でこれをやったり、大学もそこに研究プロジェクト持ち

込んだりということをやっています。あと拠点があるというのがすごく大事

です。今日も先ほど中標津の拠点を見させていただきました。ああいう場所

に人が集まって情報が集まって活動が生まれるようになるっていうのがす

ごく大事です。そのためにどういうふうにその場所を作りこんでいったら良

いかということが、デザインとして問われてくると思います。そこはアーバ

ンデザインセンターの１個のポイントにしています。具体的にやればですね

調整とか交流を促進していったりとか、研究活動だったり具体的な提案をリ

ードして進めるとかがすごく大事。あと情報発信をやっています。今のがア

ーバンデザインセンターの概要で、次は福井の坂井でどういうことをやって

いるのかを少し紹介します。 

福井県の北側にある坂井市というところは三国町、春江町、丸岡町、坂井

町の４町が合併してひとつになりました。人口が９万２千人。そのなかで、

私たちは三国町をモデル地区としています。２万人くらいですね。とくにこ

こは北前船という港が栄えた歴史的な市街地です。この場所を重点地域にし

て、ここの空き家の問題を中心にまちづくりを進めるということをやってい

ます。何で三国町なのかというと坂井市も人口減少してきているんですけど、

三国町はさらにそれよりも１０年早くピークを迎えていて、人口減少が４町

の中でも一番早いです。まずここで手を打ってモデル的な事業を展開できれ

ば他のところでもこのあと使えるじ

ゃないかということで、三国を位置

づけました。これは言ってしまえば

後付けです。元々は三国の方たちが

ずっとまちづくりを盛んにやってい

て、三国でアーバンデザインセンタ

ーを作ろうと話になったのですけれ

ども、行政的な判断ももちろんあっ

て何で三国だけで作るんだ、オール

坂井で作ってください。オール坂井

で作るのだけどオール坂井でいきなり４つに展開できないので、まず三国だ

け、三国でやらなきゃいけないテーマをちゃんと次につなげていくっていう

ことでこの場所をやることになりました。これが三国の旧市街地でこっち側

に工業のエリアもあるのですが、九頭竜川という福井県の７０％を流れてい

る川が集まっている川なんですね。そこのところに栄えた町です。こんな雰

囲気の歴史的な市街地です。まち並みはこういう伝統様式の町家があったり、

こんなまち並みでお祭りも盛ん。あとは東尋坊といって火曜サスペンス劇場

で最後追い詰められるところですが、それもすぐそばに景勝地としてありま

す。それで元々戦前まではこのエリアに大体の人が住んでいたのですが、戦
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後住宅地がどんどん広がっていって、町は大きくなったんだけど密度は薄く

なって、ここがどんどん空き家が増えてきている。ここの場所をもう 1回ど

うやって次の新しい活動で満たしていけるのか、というスポンジ状になって

いるところをもう 1回まちづくりで満たしていこうと、今どんどんこういっ

た空き家がボロボロになっていったり、空き地になってしまいます。これを

まち並みを守っていきながら景観をどうやったら維持できるかということ

にチャレンジしています。今はもう全体の２１％が空き家になっていて、非

常に深刻な状態です。そこで三国の人たちが色んなプロジェクトをやってき

ていて、その中に大学も入って、アーバンデザインセンターみたいなものを

作っていきながら、地元の人たちだけじゃとてもやりきれない、行政ともも

うちょっと考えなければいけないし、地元の色んな企業を入れ込んでいって

やらないとまちづくりが次にいかないんじゃないかということで、アーバン

デザインセンターというのを提案したところ、これがとんとん拍子に地元の

人たちも反応していただいて、設立準備委員会という形でいろんな人たちが

集まって、これからのまちづくりをやるために新しい仕組みを作っていきま

しょうということを 1年間集中的に議論して、作って走りながらやっていこ

うということで、後はセンターを行政のほうで、こういう組織が公共施設と

してありますよということを、簡単な条例でアーバンデザインセンターとい

う条例を作って、それで公民館、図書館、アーバンデザインセンターという

感じで、横に並べてそういうのがありますとしました。それで施設をまず先

に作ってしまって、後から団体を作ったり、運営体制を固めていきながらや

ってきました。福井の坂井の

人たちはそのように非常にせ

っかちです。僕もたまに追い

ついていくのが大変だなと思

っているのですけども、場所

は築 130年の古民家で 50年間

空き家だったところをモデル

化して壁を放って、人が集ま

れたり、中で活動をしている

様子が見えるような場所を作

って、ここを拠点にして、国のお金も入れて再生しました。それで町家を拠

点にしているというところがなかなか全国的にもなくて、空き家空き地の再

生に重点を置いて、まち並みの再生を、歴史や文化の継承、地域の活性化に

取り組みますよということで、景観まちづくりと重なるようなテーマでアー

バンデザインセンターを作りました。それで地元の企業とか銀行関係などに

入ってもらいながらそこと連携していって大学も東大、東京都市大、地元の

大学が入って一緒にやっています。スタッフは大学研究者とかがきています。
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地元の企業とか地元の活動団体の人たちが一緒になってやり取りしていま

す。普段はインターネット上でメールのやり取りとか、Line みたいなもので

今日○○さんがきました、これもってきましたみたいなやり取りが全部入っ

てくるので、僕はネットにつながると身体の半分は常に三国に頭があるとい

うというのが毎日あります。年間そんなに回数は行けないのですが、常にそ

ういう情報がきて、先生こういうやり取りがあって、ここの人がこういうこ

と言っているんですけどどうですかといったら、その場でばばばっと返すと、

僕はそこにいないけどその人とコミュニケーションがとれるような状態が

ずっとあって、そういうことをやりながら活動をしています。施設としては

地域の方から使ってもらえるような和室だったり、会議室を貸し出したり、

基本的にこの施設は市の持ち物を社団法人で借り受けて指定管理という形

で、その指定管理の業務委託で基本をまず平常運転しながら、そこにプロジ

ェクトをそれぞれ各組織が持ち寄り、その場所を使ってそういう人たちを使

って、一緒になってやりながらアクションをします。具体的に、これも大事

なので後で紹介します。三国の歴史文化、新しい感性との融合、湊町という

のは、変わらずにいつもいつも変わり続けることをやっているという文化が

あるじゃないかと、それを活かして新しいものを受け入れていく湊町の気風

を活かしたことをやっていきながら、三国の歴史と文化を活かしてこの空い

てしまっている側を埋め戻していこうということをやろうということを言

い続けました。先ほど言ったように空き家の利活用をすると町の課題が解決

するようなこと、また町の課題を解決すると結果として空き家の需要が増え

て、空き家が生まれてこない。

このサイクルをグルグル回して

いくというのをイメージしなが

ら活動をしています。とはいえ

1個 1個は非常に地味な作業で、

練馬と同様にやっています。こ

この公共空間を使ってもらった

りとか、地元の方たちで色々展

示をやったり、自治会で場所を

使ってもらったり、大学生がき

てここで社会実験をやったり、研究発表の場として使ってもらったりですと

か、物販の社会実験みたいなことをやったり、地元の子と関わり合うような

場所を作って、地元の人たちと色々議論するということをやったり、後は三

国祭りという山車を引くお祭りがあるのですが、その時の会場として使って

もらったり、大学の授業の演習として三国に来てもらって、授業で使っても

らう。その授業で使ってもらった成果をまた地元の方たちに発表してもらっ

て、その中に良いアイディアがあればまたやろうと、そういうことで地元の
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人たちの学習会になったりとか、福井県の県立大学が、リコージャパンとい

う企業と一緒になってデジタルマップを作って、それを公開したり、授業な

んだけど実践的な授業を、大学ではどんどんやっています。大学は地域貢献

が社会的な要求として非常に大きくなってきているので、地域に入っていっ

て、こういった勉強をやったりということをどんどんとやるわけです。また

アーバンデザインセンターは高校に出張していって、まちづくりの授業をや

っています。ここで空き家問題について伝えて、高校生たちが空き家を実際

に地元の方たちから借りて、一日だけの文化祭みたいな活動をやったりとか、

そういうことをやったりもしています。アーバンデザインセンターや大学が

空き家の所有者に一日だけ貸してくださいと、比較的大学が言うんだったら

いいよというのはあるんですけども、高校生はさらにそれよりもハードルが

ぐっと下がるんですよね。僕らが通ってもなかなか、うーん家財道具がまだ

あるんだよねと言うのですが、高校生が翌週行くとオッケーが取れましたと

いうこともあったりするわけです。地元の人たちからすると、地元の伝統あ

る、歴史ある高校の学生が勉強のために使うんだったらそれはいいよとなる

わけです。こうやって高校生に行ってもらうと、高校生は自分たちの町につ

いて知る。場合によっては知らないでそのまま大学行ったり就職して出て行

ってしまう子たちもいるので、中学生高校生、小学生もですが、なるべく濃

ゆい町体験をさせるということがすごく大事。必ずこれが 10年後 20年後に

効いてくるんじゃないかと思って活動をしています。今では小学生たちが放

課後に宿題をやる場所としてこ

の場所を見つけてくれたりとか、

場合によっては小学校低学年く

らいの子どもがいるお母さんが、

ちょっと買い物をしてくるから

見ておいてとかって子どもを置

いてって買い物いったりとか、う

ち託児所じゃないんだけどなと

思いながらも、まちづくりを教育

したりするわけです。そういうこ

とをやりながら多様な主体がそれぞれ関わりながら地域のシンクタンクと

しての活動をやったり、空き家の再生事業をやったりとやっています。まだ

出来て 2年目なので、まだ具体的な成果がほとんど上がっていないとも言え

るのですけども、認識はされてきているので、そういうところから活動をや

って展開しているところです。それで将来的には文化財や歴史的な資産を活

かした色々な事業をここで展開していったりとかをやっていこうと、空き家

もマネジメントをしたりとか、不動産屋さんとの仲介をやったり、そういう

ことも今後考えております。歴史的な市街地で、空き家がたくさんあるので
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すが、地元には不動産屋さんが 2件しかなくて、空き家になっている町家を

扱っているところがほとんどないのです。なので空き家がそもそも出回って

いない。これまでは誰か知り合いのつてで紹介していけば空き家は埋まって

いたのです。現代でこそ不動産屋さんというのがあって、不動産仲介情報サ

イトでこうやって不動産情報が出てきますが、それがある前からそういう顔

見知りのところに不動産を次の人に継承するという仕組みのまま来ている

ので、基本的には空き家になってしまったところの取引先がないのです。そ

れをどうやってもう１回仕組みを作っていきながら埋め戻していくかとい

うことを、今進めているところです。わたしは建築設計系でもあるので、具

体的に空き家の活用の提案をしたりとか、そういう活動もしています。後は

高校とか教育ですね、こういうプログラムも非常に大事にしているところで

す。今後ももうちょっと地元企業を巻き込んでいきながら色んな事業が出来

るといいかなと思っているところです。地元の企業も地元で働いている企業

にお勤めの方たちは地元出身で地元にずっといらっしゃる方がほとんどな

ので、町が良くならなかったら企業の活動だっていかなくなってきていると

いうのはわかっているので、しかも自分の町が好きだからここを何かあった

ときに出て行くという発想じゃないわけです。今はどんどんと規模が小さく

なっていく状況に危機感があるわけなので、それをどうやったら変えていけ

るだろうかというのを思っているけども、中々行き着く先がないわけです。

なぜなら行政の産業振興系のところは、行政の持っている産業振興の方法し

かないわけです。町を良くしていく活動のために企業がどう動いたらいいか

ということについてのアイディアがまだなかなか無いと思うのです。それは

地元の人たちが、色々な立場の人たちで例えばこんなことできないかなとい

うのを試していくということがすごく大事なはずです。それを今ここで実験

をしているという、まだ日本社会というか、世界的に見てもこんな縮小して

いく規模の状況って、今までの特に近代以降の世界で経験していないと思う

ので、そういうことを実験している段階だと思うのです。それを色んな形で

試していこうかなと考えております。なので、まちづくりの僕が考える目指

すべき姿というのは、何か１つの

方向に向かってみんなで議論を

していって、１つの答えを出して、

こうしようという、それもあるべ

き姿として大事だと思うのです。

それを人はよく調和といいます。

これを音楽として１つのメロデ

ィをみんなで同じメロディを一

斉に、音楽の授業でもやりますが、

ああいう歌い方です。それもそれ
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で素晴らしいのですが、なかなかそれって難しいし、１つだけが答えじゃな

いわけです。かえるの歌を歌っているときに、別の歌を歌いたい子っていた

と思うのです。それがむしろ普通だと僕は思っています。なのでもっと公共、

ここでは色んな音がガチャガチャ鳴っていても、トータルで見たときに、そ

の町らしさみたいなものがあるような状況を作れないかと思うのです。ここ

で今 30 人の方たちがそれぞれの活動をやるということが基本だと思うので

す。やりたいことをやる。だけどそれが最終的に１つのハーモニーになって

いくようなことをこの中で考えられるといいんじゃないかなと、そのために

はコミュニケーションがすごく大事ですし、間に入って指揮したりするとこ

ろが凄く大事だと思うのです。そういう即興的に指揮する人として、アーバ

ンデザインセンターのアーバンデザイナーと呼んでいますが、そういう間に

ある人たち、そこの人たちが絶対に必要です。その人たちが働ける、活躍で

きるような場所を作っておくと、それぞれが活動をしていくところをベース

にしながら、何か無理に新しくなにかを始めるということではなくて、その

延長線上で新しく価値が生まれたりとか、響き合うことってできるんじゃな

いかなと思うのですよね。それを今、アーバンデザインセンターというのを

やりながら試しているところです。中標津にも中標津らしいたぶんハーモニ

ーというか、シンフォニーがあると思うのです。それを何かここで一緒に後

半で議論できたらなと思います。盛りだくさんになってしまったので後でち

ょっと紐解きながら意見交換できたらと思います。どうもありがとうござい

ました。 

 

（４）意見交換会 

   講師：中島 伸 氏 

   ファシリテーター：東田 秀美 

 

（参加者） 

先生がそれぞれ関わった町、練馬と三

国にはそこそこ短くて長いキャッチコピーがちゃんとあって、みんなそれで目

標に向かっていこうというビジョン、まちづくりのテーマがありました。それ

はみんなで話し合って決めたということですが、そのみんなとはどこのどうい

うメンバーなのか聞きたいです。 

 

（中島先生） 

練馬はまちづくり条例によって提案することができます。区の政策とか計画

について提案ができるという仕組みがあります。その提案できる団体に認定さ

れるという手続きも必要。先ほどの練馬景観まちづくり会議という市民団体が

出来ました。ベースは練馬区建築士会です。建築士の人たちが練馬で長らく 10
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年以上まちづくりの活動をやっていて、その人たちとそこの活動に共感してい

る市民の人たちが集まって、その組織を作りました。そこで何回も公開型の勉

強会をやったりしながらディスカッションをして、そこで『歩きたくなるまち 

住みつづけたくなるまち ねりま』というコンセプトを提案しようということ

でやりました。なのでベースはそれまでずっとまちづくりをやってきた活動だ

ったりします。 

三国のビジョンは今日のみんなかみたいな集まりです。アーバンデザインセ

ンターを設立しようということで、行政も地域住民もいたし、大学のわたした

ちも入って、こういうグループで月に１回くらい集まってアーバンデザインセ

ンターってどういうものだろうかということの理解から始まって、議論をして

いきながら、三国が目指したいまちづくりってなんだろうと、三国でやらなき

ゃいけないことってなんだろう、それにアーバンデザインセンターでどうやっ

て期待に応えるのかというやり取りを半年ちょっと、8 ヶ月くらい議論してい

った中でビジョンが必要だと、これだというものを作ろうというので、いくつ

か提案をわたしも含めた事務局サイドでして、それで作りました。 

 

（参加者） 

素晴らしくコンパクトで、分かりやすくまとめられて

いるなと思いました。中標津町の景観計画から何かを引

っ張ろうと思ったら、ちょっと長くてわかりにくいかも

とわたし自身思ってしまったので、どうやって決めたの

かと思いました。内容が盛り盛りだからわかりにくい。 

 

（中島先生） 

盛り盛りなのは盛り盛りなんですが、そこの上に一言、これだよねというの

を立てておくというのが大事なのかなと思います。 

 

（参加者） 

やっぱり中標津は調和ができるんです。もちろん中標津の皆さんと私たちも

含めて調和がいいと思ってたから、そうかそこって、先生のは調和じゃないん

だと思いました。 

 

（中島先生） 

調和も大事だと思うのですが、活動をしていこうと思ったときには、調和だ

けで活動しようとすると息苦しくなってしまう。それぞれがやるということも

オッケーというところにむしろ向かっていきましょう、みんなで１つのことを

決めないと活動し始めないのではなくて、活動し始めちゃえばいいんじゃない

かというのを進めていこうというのが最近考えていることです。調和はもちろ
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ん大事です。先ほどのビジョンみたいな、事業を決めようみたいなものは、な

るべく多くの人たちが共感できるものにしなくてはいけないので、そこでは調

和するような議論をしたほうがいいと思います。 

 

（参加者） 

先ほど景観資源の登録というのが、区民でもできそうだ

ねというお話をされていて、目標が３００件だったのが、

結果的に１０００件近くなったという、そのあたりの背景

や色々なコツと、逆に注意事項などもお願いします。 

 

（中島先生） 

あまり種明かしになってしまうので言いたくないですが、例えばそれまでに

練馬区のほうでやっていた景観事業で、景観計画を作る 15 年以上前に練馬区

景観 100選というものを作ったりしていたのです。それをそっくりそのままス

ライドさせていただきました。まずは３００件と言っておきながら最初に大き

な下駄を履いています。なのでこれまである既存のデータはなるべくリストに

載せようという努力はしました。あとは僕らが実際に町場を歩いていて、まち

づくりセンター、事務局側から推薦してというものもかなりあります。それは

僕らで景観まちづくりが起きるキッカケになりそうだなと思うような素敵な

自宅で持っているお庭には、こちらからピンポンを押していきました。そうい

う意味で飛び込み営業も大分やりました。それをやりながら推薦書のようなも

のはなるべく簡単にして、ちょっと書いてもらえれば後はこっちで持っていき

ますのでという形で、なるべく多くの人に書いてもらって、それをそのまま持

っていって、推薦してもらった人にも必ず連絡するようにしました。あなたの

推薦したやつがこういう感じで登録できましたというのを出して、併せてもし

こんな要領で 2 件 3 件 4 件 10 件とあったら教えてください。全部また僕らが

その人のところにラブレターを届けに行きますとやったので、大分そこで汗を

かいています。そうするとそこで初めてピンポンを押して話すキッカケがその

人と出来たので、向こう側で思っていることとかもわかったりして、この 1本

の大木を抱えているだけで、1 年間でどれだけお金がかかると思っているんだ

みたいな話を聞かせてもらったりなど、そういうコミュニケーションをさせて

もらって知ることもたくさんあったので、そこが結構大事だったかなと思って

います。それを中々市民だけでやるのは、1000件目指すというのは大変かもし

れないですが、この中の 30人が 10人ずつ声をかけていけばいけますよね。こ

の辺はねずみ講式でやっていけばいいと考えればいいと思います。 

 

（参加者） 

これから中標津も高齢化していくので、年寄りに散歩してもらえれば健康に
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も良いから、そのためにはさっき言っていた景観資源が

5 分以内でどこからでもいけるというのはすごくいいア

イディアだと思いました。 

 

（中島先生） 

それは本当に素晴らしいアイディアだと思います。例

えば景観の事業をやるのに福祉関係や医療関係のとこ

ろから予算を引っ張ってきましょうと、そこのお金をこ

ちら側にもってくればいいのです。そこでアイディアを使っていけばいい。今

は健康保険の仕組みも変わって、ソフトな事業だったりとかにも予算がつけや

すくなったりとか、ハードの拠点整備だったりもできるようになったので、景

観を見ながら歩く道までの間のところに目的地を作ってあげたりなど、これか

ら歩くためにはどうしたらいいのかというのを考えるのがすごくいいテーマ

だと思いますし、お金の引っ張りどころがあるじゃないですか。それをまた庁

内の横でつながっているところとアイディアを出していって、景観事業ではな

い他所の事業のふんどしで景観事業をやるというのもいいんじゃないかなと

思います。 

 

（参加者） 

今、郊外で沿道景観調査というのをやっていて、農業景観の写真を撮って回

ったりをしているのですが、中標津では畑があって、その先に山が広がってと

いうような風景が多い場所なのですが、そういうところに太陽光パネルとか、

要は景観を隠してしまうものが建たないようにした

いなという想いがあってやっているのですが、それ

を実際にやるにあたって、建てたいのはやっぱりお

金になるから建てたいというのがあるところを、上

手く調整するキッカケは、上から言われるとそんな

ん言われたってとなってしまうと思うので、そうい

うのをどうやって作っていくのがいいかなというの

はやりながらいつも思っています。何かいいヒント

はありますか。 

 

（中島先生） 

地元の住民の方たちだけではソーラーパネルがどういう作りになっている

などを知らないと、どのようにしたらいいかという手立てもわからないという

のがあるので、やはり専門家をなるべく多く味方につけていくというのがすご

く大事なんじゃないかなと思います。空間で上手く森の中に、防風林の向こう

側にソーラーパネルを隠すにはどうしたらいいだろうかなど、こういう話って
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たぶん誰も今までに議論していないと思うのです。だから中標津でそれが大事

なら、色んな立場の人たちで議論したほうがいいのです。酪農家の方も、今ま

で防風林の管理だとかを色々やられていると思うので、その立場からすると防

風林ってこういう形で成り立ちがあるから、この向こう側だったらいいんじゃ

ないのというアイディアが例えばないですかとか、一人で頑張って勉強だけし

てというのは中々解けないと思うのですけども、色んな立場の人たちでそれの

目立たないようにする方法ってどうやったらできるだろうかと考えられたら、

中標津モデルができると思うのです。そうすると、北海道さんが例えば中標津

がモデルを作ると言っているので、サポートしたら全道で広げられるじゃない

かと話していくと向こうから応援が出てくるかもしれない。もっと言うと道じ

ゃなくて国がいくかもしれない。ここだけで、自分たちだけで、自分だけでと

いうのではなく、広がりで行きながら、この問題を切実な問題だと思うのです。

ソーラーパネルだとかそういう今新しく起きている問題って、新しいからこそ

まだ解けていない、答えがない課題だと思うので、色んな人たちを外側の人た

ちも使っていきながら、呼び込んでいったりやれるとできるかなと思います。

僕も答えはないですが、答えの探し方は例えばこうやったらというのがあるの

じゃないかと思います。だからこの場が大事になるわけです。 

 

（参加者） 

発言してもよろしいでしょうか。今の話、実は先生がおっしゃったのとまっ

たく同じで、わたし東京にある再生エネルギーの NPO 法人 ISEP さんとお知り

合いで、そこのメンバーと国交省の偉い人たちが集まった再生エネルギーの場

があって、私があまりにもうるさく言うので、そこで初めて景観の話が出たの

です。エネルギーのことで困っているとか、自然保護の観点で困っているとい

うのは今までに聞いたことあるけど、再生エネルギーが景観に対して阻害して

いると、初めて知ったと言われました。それでもしよかったら呼んでもらえな

いかと、中標津さんでそういう議論の場があるのだったら、いつでも行きます

よというのを国交省の方と ISEP の方が言ったので、わたしは真面目に来年度

呼ぼうと思っているのですけども、本当に今までそういう議論がどこの町でも、

文句は言うけどちゃんとした議論の場を設定したことがないのです。だから設

定してくれたら行きますと言っていただいて、何が問題かがわからない、景観

的に問題があるというのはわかる、どうすればいいのかとか、何を紐解けばい

いのかが全然わからないのでぜひ呼んでくださいと言っていただけました。3

週間前の話です。だから本当にその場をちゃんと作っていければと先生の話を

聞いて気付きました。ぜひみんなかで作りたいです。あとはイタリア語の目立

たないやり方の論文は見つけましたけども、とても読めませんでした。 
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（参加者） 

ソーラーパネルの周りにぶどう棚を作れば、ソーラーパネルを見せなくして

太陽だけは当たるというのがいいですよというのも聞きました。 

 

（参加者） 

ソーラーパネルで思い出したのですが、ちょうど南 1号の農機具屋さんの裏

にソーラーパネルがあるのですよね。それがずっと気付かなくて、飛行機でた

またまグルッと回ったときに、あそこに何があるんだろうとずっと思っていて、

そこに勤めている友達に聞くと、いや裏にあるよ言うんだけど、ちょうど木で

綺麗に隠れていて、上から見ないと見れないというのがありました。そうやっ

て考えると、防雪柵だったり、色んなハウスメイカーさんや太陽光パネルの会

社から連絡がくるのですが、測量屋もやっているので、どこか空いているとこ

ろは無いかときて、そういうときに凄く困る。町外からたくさんきて、空いて

いる農地を紹介してくれという話も来るのですよね。休耕地で休んでいる畑と

いうのが多くて、最近だと計根別に行くところの左に、新しく今出来ています

よね。あそこも畑だったのです。だけどあそこは休耕地でずっと農業委員会で

見ていてどうしようもないところで、逆にそこの持ち主の人にとってはそれは

すごくありがたいことでした。だけど農業委員会としてもあれをそのまま置い

ておくよりは、使ってくれるほうがよかったのかも知

れないけど、だとすれば逆にそういった呼びかけをし

て、あそこに並木じゃないけども、木を植えて囲うよ

うな形を作ってもらえたらと思う。ただ交差点のとこ

ろだったりするので、道路に出るときに車通りが見づ

らいとかという欠点も出てくると思うかもしれないけ

ど、そうやって囲って見えなくするという、緑で隠す

という方法もあるのかなと感じていました。 

 

（事務局） 

平成 25 年に景観計画ができる前に景観審議会で審議をしまして、一定規模

の大きさのソーラーパネルには、影響の無い範囲で木を植えましょうというの

を作っております。なので大規模なものは当然我々行政と協議しますので、そ

の時に木を植えてくださいというお願いから、今回は景観計画を作ったので割

りと義務的な方向には進んでおります。ただいきなり大きな木を植えられない

ので、どうしても苗木になります。それに関しての補助も町からは出しません

ので、最低限の低い木になり、それで隠れるまでには十数年かかると思います

が、その頃には隠れているのかなと思います。まだ始まったばかりの制度なの

で効果は見えておりません。実は釧路に行く途中の左側にパネルがずらっとあ

るのですが、あそこもアカエゾマツを植えてくれています。アカエゾは成長が
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遅いので隠れるのに 20年くらいかかるのですが、地味な作業で進んでいます。 

 

（参加者） 

マツの選定についても少なからず、何回かみんなで議論

をして、アカエゾがいいよねとなっている。そこの部分は

例えば太陽光パネルの話をすると、例えば中標津の町の中

の話をすると、パネルを作って、今度は送電するだけの電

気量がないという部分があって、どうしても豪華になって

しまう。ここがそれだけ逆を言えばソーラーパネルを作る

ぐらい天候がいいという、逆の発想をするのも面白いのか

なとは思います。 

 

（参加者） 

僕が生まれた頃、防風林には太い木がたくさんありました。今の防風林はな

ぜか太い木があまり無いのです。たまにありますが。今の子どもたちはそんな

太い木がいっぱいあったということの想像がつかないと思うので、その太い木

がまだ中標津にあるのか知りたい。そういう景観を今後に残していくというか、

太い木がたくさんあったんだよと、子どもの頃には畑にも

こんなでかい株がいっぱいあった。その中で芋作ったり麦

を作ったりしていたのが、今の畑はまっ平らなわけですが、

なんにもない。防風林にいっても細い木しかない。そうい

う点からいったら、太い木に出会う事業というか、活動が

できればいいなと思いました。中標津で一番太い木はどこ

にあるんだよとか、太い木をもうちょっと大事にしようと

か、そういう活動ができたらいいなと僕は常々思っていた

ことがあります。 

 

（参加者） 

昔、指定樹木というのがあって、今は保存樹木と言っているのですが、最初

の頃はそういうのがブームでした。昭和 34 年くらいです。それで決めるとき

によ養老牛なら養老牛地区で良いやつ、この地区で良いやつと、地区別でやり

ました。それでそのうち倒れたりしてなんだかんだ減ってしまったのですが、

一応教育委員会としては 20 本弱くらいは押えていて、例えば太い木といえば

養老牛温泉の藤やさん前のニレの木も太いですね。あとは森林公園の中でも両

手でやっても届かない直径２ｍくらいのもあったりするので、いくつか押えて

おります。ただ普段人が行かないような場所にも実はあったりするので、鉄道

林の横にすごく太い木があったり、それはわたしが知っているだけで特に登録

はしていないのですが、そういうのが教育委員会のほうでは押さえてはいます。
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元々お金がないので、保存樹木はうちで指定して何かをするのではなくて、こ

の木はいい木なので登録させてくださいと、いい木なので

看板つけさせてくださいという制度なんです。ですから所

有者がこれ切るわといったら止められない。それでなくな

った木もたくさんあるのですけども、実はそれを景観樹木

にしたいなというのが、ずっと 20年くらい前から虎視眈々

と狙っております。ようやく景観条例ができたので、よし、

いずれしてもらうぞと思っております。なのでまち歩きの

ときなどにそういうのを見るのもありかと思います。 

 

（事務局） 

今日は様々な皆様に来ていただいて、団体や個人の方もいらっしゃいますが、

今日のタイトルの中で公民学ということですが、やはり中標津には学が足りな

いと思っておりまして、その学を上手く取り込む方法ですとか、例えば練馬の

研究員などは元々つながりがあったのか、それとも町の人が呼び込んで研究材

料となったのかという、そういう背景や、ここら辺は地理的に大学が遠いもの

ですから、それで学との連携をどうしたらいいのかということをお聞きしたい

と思います。 

 

（中島先生） 

三国には呼ばれました。当時東大で授業をしていたのですが、うちの師匠で

ある教授のほうが三国とのつてが多少、先生が個別にあったので、それがずっ

と続いていたのですが、それで三国にある空き家の問題をどうにかしなくては

いけないということで、県のほうから補助事業を入れて、調査の委託を大学に

出したいんだけど東大で受けてくれないかと先生のほうに相談があって、それ

で私がそこで何人かの助手、助教授ポストのスタッフがいたのですが、お前言

ってこいと言われて、それで行くところから始まったので、三国には呼ばれま

した。練馬は大学が東京になるので、そことの付き合いが地域の中でやっぱり

あって、三国は東大が最初に入っていって、そこから地元の大学がやっぱ大事

だよねということで、地元の大学に声をかけていったという流れとなっており

ます。なので中標津も非常に魅力的なものがいっぱいあると思うので、関心を

持ってくれそうなところに声をかけていくというのは全然ありなんじゃない

かなと思います。 

わたしは今日一日始めてちゃんと町を見ましたが、すごく魅力的なところだ

なと思いました。最初に練馬の話をするので、住宅都市 70 万人が密密に住ん

でいるところの景観まちづくりの話が、中標津の皆さんにどう届くだろうかと

思ったのですけども、開陽台に上がったときのあの雄大な景色を見たときに、

これ全然スケール感が違う町だぞと思ったのです。ここではすごく単価が大事
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になってくるのだと思います。何かを作るのに 1個いくらというの値段が 1円

でも動くと、それが一気に予算が変わると思うのです。なので全然考え方が違

うので、どうしようかなと思ったのですけども、途中で伝成館でお話を聞いて

なるほどと思ったのですけども、１個１個の雄大な風景の中に、北海道って当

たり前ですが雄大な自然がただ剥き出しであるんじゃなくて、人が手を入れて

作ってきている風景だなと思ったのです。それがあの排根線のあそこのところ

で、今までは防風林の景色を見ながらドライブをしたことはあったのですが、

まさかあのくぼ地のところのちょっと木が生え始めているようなところに人

の手がああやって入ったからこそ、何かこういうのが見えたりというのが、そ

こかしらにあると思うのです。それにたぶん 1個 1個名前がついていたりとか、

暮らしの何かアクション、行動が入っていって見えてくるものになっていると

思うのですけども、それを 1個 1個紐解いていった先に中標津らしい風景や景

観というのが雄弁にいくらでも語りうるものがあるというのがすごいなぁと

思いました。ここにわたしも面白いなと思ったので、別に景観まちづくりに限

らず、中標津の魅力というものが学にとっての研究だったりとかに引っかから

ないはずがないと思うのです。それくらい魅力的な場所だなと思いました。そ

れでちゃんと吊り上げると大学側は勝手に自分たちで研究費もって乗り込ん

できますから、そこのところまで上手くいければ、最初の入り口でもしかする

と、呼び込む労力とかコストがいるかもしれませんが、乗ってくれば大学側は

勝手にそういう風なところでいって、逆に皆さん方もインフォーマントもして

くれるんじゃないかと思うので、良い関係を作れる人を探してくればいいんじ

ゃないかと思いました。 

 

（事務局） 

インカレねむろの関係で色んな学生さんが入ってきているのですが、入って

いる期間が短いというのもあって、その間で提案はしてくれるのですがその後

がないというのがあるので、できれば長期間で入ってもらえれば大分つながり

ができるのかなと思っておりまして、それは景観だけでなくて広くまちづくり

のつながりをもてたらいいなとずっと思っていたのでお聞きしました。 

 

（中島先生） 

最後に１つだけ紹介してもしていいですか。先ほどの大木がなくなってきた

というお話なんですが、今なくなってきている風景というのも当然あると思う

のですよね。それをわたしは絶対に価値があると思っています。それで練馬の

景観資源登録でも、もう登録したんだけどなくなってしまっているものも、実

はいくつもあります。それでなくなってしまったものってじゃあどうするのか

というと、消えてしまったから価値がないということではなく、風景の記憶と

いうのが大事だと思うのですよね。それを景観まちづくりとして景観資源登録
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の中で、なくなってしまったものリストというものも、それはそれで持ってい

ます。今現存はしないけど、かつてこういうものが登録されていました、とい

う情報はそれとしてすごく大事なものなんですよね。それが本当にそうだなと

僕自身個人的に実感しましたし、練馬の人たちともそういう話をしたのが、や

はり 3.11、東日本大震災の被災地を巡ってです。被災直後の夏に行ったときに、

大槌町では写真展という形で、津波で流されたアルバムや写真をこうやって見

てもらうというところも合わせてやっていたのです。なので大木はもしかする

とまた人の手で長い時間でまた育つ可能性ももちろんあるわけなんですけど

も、なくなってしまったものがかつてここにあったんだよということを伝えて

いくことも凄く大事なことなんじゃないかなと思います。それがなくならない

ようにするためにももちろんやっているのですが、なくなってしまったらはい

おしまいではなくて、その先にこうやって語り継いでいくようなものをやって

いるのだと思うので、もしかしすると皆さんが大事にして

いるものもなくなってしまう可能性があって、なくなって

しまうとすごく気持ち的には活動していると折れやすく

なるのですが、この活動は絶対に無駄にはならないじゃな

いかなと思っております。なので、それをなくならないよ

うにするための活動ではあるのですが、そこも絶対に大事

かなと思っているので、大木がかつてあったんだよという

ことは、ぜひ何かしらの形で伝えていけるようにするのが

いいかなと思います。以上です。 

 

（参加者） 

大木の話ですが、大木といえば酪農景観の話で、タワーサイロと腰折れ式の

牛舎がこれから増えると思えないです。北海道らしいサイロのある風景が、今

先生がおっしゃられたようにいずれはどんどん消えてなくなっていくという

つもりで、わたしは写真を撮っております。 

 

（中島先生） 

あれがずっと美味しそうなイメージということで残っていくと思うので、そ

れとはまた違う形で風景として町から発信できると思います。 

 

 

（５）閉会 

（事務局） 

印象に残っているのが、去年練馬に伺ったときに色んなお話を聞いた中で、

公社の方ともお話をしたのですが、中島先生がアクセル全開だったので、後の

人が大変だってお話を聞いていて、仕組みづくりがすごく大事だなというのが



37 

 

わかりまして、自ら制度を作ってそれを使うというのが、こういうことがある

のかというのがすごく勉強になりました。中標津でも見習うとか、参考にして、

すでに色んな団体がありますので、それを連携するというのが非常に大事かな

と思っておりますので、今後に任意団体ができますけども、どんどん広げてい

って、景観だけでなく色んなまちづくりにつなげていきたいと思っております。 

本日はご参加いただきまして誠にありがとうございました。 

これを持ちまして本日の学習会を終了したいと思います。 

 

 

 

 

 


