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１．緒論
１．１ はじめに
日本では、関東大震災後にアメリカの都市美運動の影響
を受け、
「都市美」という考え方が生まれ、市民への啓蒙活
動も行われてきた。しかし、戦争、戦災からの復興、高度
経済成長という過程の中で、合理性や経済性が優先された
まちづくりが行われ、景観への配慮といったものは軽視さ
れてきた。しかし、高度経済成長期以降の現在では、人々
の生活も大きく変わり、以前の合理的、経済的志向の考え
方ではなく、良好な景観に対する意識が高まってきている。
１９８０年頃からは、景観を保全するための条例を制定す
る自治体が多くなり、そういった背景のもと２００３年に
は国土交通省により「美しい国づくり政策大網」が策定さ
れ、これを法的に裏付けるために、２００４年に「景観法」
が制定された。この法では「美しく風格のある国土の形成、
潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地
域社会の実現」が目的とされている。
１．２ 研究の目的

名草山

不老橋

そこで、本研究では、和歌浦の歴史的景観を事例として取
り上げ、歴史的景観の保全の方策を検討していくことにする。
１．３ 研究方法
和歌浦東面の歴史的景観を保全していく上で重要と考えら
れる地域が布引である。布引は農業が盛んな地域で、農地が
大きな面積を占めている農村地域である。その農地が開発さ
れてしまうと和歌浦の景観を保全していくことは困難だと考
えられる。そこでまず布引に法制度又は条例を制定すること
による景観の保全について検討する。しかし法制度・条例に
よる景観保全は、規制緩和や廃止されてしまうおそれが考え
られ、短期・中期的には保全が可能と考えられるが長期的な
景観の保全は望めない。
長期的な景観の保全については、地域住民の内的規範の形
成による保全を検討する。ここでの内的規範というものは、
布引の住民の間で現在残されている和歌浦の景観が非常に価
値のあるもので将来に残していかなければならないという認
識を持ち、住民の中で規範を形成するということである。
そのためには、地域像を明確にし、地域住民がそれらを共
有し、将来の理想像を持つ必要がある。そこで、地域住民へ
のアンケート調査・ヒアリング調査を実施し、地域住民が持
つ和歌浦、布引の地域像・将来像・心理をつかんでいく。

布引

片男波

２．法制度・条例による歴史的景観の保全について
２．１ 景観条例に関する事例について
現在では、景観法が施行されたことにより、地方自治体が
独自に条例を定め、行為の規制が可能となった。ここでは、
具体的にどういった取り組みが行われているのかを見ていき、
和歌浦に適用可能なものを検討していく。
景観に対する取り組みが積極的に行われている地域として
図−１ 和歌浦周辺地図
は京都市・神戸市・倉敷市・金沢市などが挙げられる。この
和歌山県和歌山市の和歌浦には、名草山、長峰山脈が連 中でも、本研究で対象とする和歌浦の景観と類似するケース
なる歴史的景観が形成されている。これらの景観は、奈良 として、金沢市の“金沢市斜面緑地保全条例”がある。これ
時代に山部赤人らの歌人により多くの和歌に詠まれた。以 は斜面緑地の景観を保全するために、建築物の形態・意匠・
後、和歌の名所、歌枕として上皇や貴族が立ち寄り、空・ 高さ等に関し“斜面緑地保全基準”を設け、建築等の行為の
海・山が一体となった和歌浦の景観を楽しんでいたとされ 届出、また保全基準に適合しないものへの助言・指導・勧告
ている。
を定めたものである。
しかし、現在では和歌山県立医科大学やマリーナシティ
各地で景観条例が制定されているが、それらの内容は地域
などの近年の開発により、和歌浦の景観は大きく姿を変え、 や対象によって様々である。保全していく対象、各々の地域
一部では景観が破壊されている場所も見当たる。このまま の特徴や位置づけが違うため、このような条例の中身に差が
開発が進んでいけば将来的に和歌浦の歴史的景観が残され 出てくるのである。一言で景観保全と言っても、いくつもの
ていないという可能性もある。
視点からの保全が言えるわけで、その地域の特性や人間性等
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様々な要素が関係してくる。よって、地域像を明確につか
み、地域に合った条例を制定する必要がある。

その地域の特性を活かした、個性的な景観やまちがつくられ
ていく。

２．２ 現在の和歌浦における法制度について
まず和歌浦全体としては都市計画法の風致地区に指定され
ている。風致地区は都市の内部にありながら、公園・庭園・
寺院・神社などを中心に緑豊かな環境が残っているエリア
について環境保護のために指定される。主に、建築物の高
さ、建蔽率の規制等がなされる。
次に、布引地区については都市計画法の市街化調整区域、
農業振興地域法の農業振興地域という二つの区域に指定さ
れている。市街化を抑制する区域である市街化調整区域に
指定された地域では、開発行為は原則として抑制され、都
市施設の整備も原則として行われない。つまり、新たに建
築物を建築又は、増築することが出来ない地域となる。た
だし、一定規模までの農林水産業施設や、公的な施設、お
よび公的機関による区画整理事業などによる整備等は可能
である。既存建築物を除いては、全般的に農林水産業など
の田園地帯とする事が企図されている。農業振興地域に指
定された地域は、農地以外に転用することは認められない。
上述したように和歌浦の東面景観を保全していくために
は布引の農地は非常に重要な意味を持っている。現在、布
引はこの二つの区域に指定されていることにより、元々宅
地の土地には新しく家を建築することは可能だが、農地が
突然開発されビルやマンションが建てられることはなく、
また住宅の高度は１０M 以下という制限もありしばらく和
歌浦東面景観は保全されていくと考えられる。しかし、将
来的に規制緩和がされてしまい、布引の農地に１０M を超
える建物が建つと、図−３のように名草山への眺望が阻害
されてしまうことになる。

３．内的規範の形成による景観保全について
３．１アンケート調査による若年層の持つ地域像
地元中学生１年生に対して、アンケート調査を行った。こ
れは、学校の総合学習の時間を使い景観学習を行った際に、
その一環として実施した。これから地元中学生が持つ地域像
について見ていく。
印象に残っていること

良い風景・好きな風景
海（片男波・浜の宮） ７９

海（片男波） ４８

将来残したいもの
海・砂浜(片男波） ７０

山（名草山・紀三井寺） ５９

高津子山での景観学習 ２４

山（高津子山・名草山） ５１

悪い風景・嫌いな風景
ごみが捨てられている ５４

和歌浦について思うこと
海・砂浜が良い ５０

片男波・和歌公園

車が多い１３

山が良い １５

名草山

歴史がある ９

紀三井寺

潮干狩り・干潟 １９

干潟 １７

山（名草山・紀三井寺）からの風景 １８

自然が豊かなこと ８

寺社 １７

工場 ５

夕日 ６

山 ７

木（松、自然） １５

畑が多すぎる ３

全体的に良い（きれいな）ところ ８

マリーナシティ

祭り ６

不老橋 １２

建物が多い ３

ごみが多い ７

寺社風景（天満宮・東照宮・紀三井寺） ５

商店街 ５

学校 ９

荒地 ２

商店街 ４

小学校 ５

商店街、町並み ７

不老橋 ２

神社 ４

干潟 ２

和歌浦の特徴
海（片男波・和歌浦湾） １０２
山 ２３
干潟 ２２
寺社 １３
木・自然（松の木・緑が豊か） １２
和歌浦せんべい １２
和歌祭り ８
漁港・漁業 ６
昔からのもの（建築物・文化） ５
不老橋 ４

総合学習の感想
景色がきれいだった ３８
面白かった・楽しかった ３６
いろいろなことを知る ２７
ことができてよかった
良い経験になった １２
和歌浦をもっと知る ７
ことができた
和歌浦は良い所だと ７
思った

紀三井寺競技場公園

汚い川 ４０

畑 ２１

特産物 ７

よく遊ぶ場所

自然が多い ３１

店のネオン ２
公園 ２

景色がきれい ６
干潟が良い ４
畑が多い ３

浜の宮海水浴場
マリーナシティ
名草小学校
和歌浦・御手洗池周辺
和歌浦・観海閣周辺

観海閣 ５

ゴルフ場 １

人が良い ３

浜の宮小学校周辺

和歌祭り ３

堤防 １

商店街が良い ３

秋葉山

橋（あさひ橋、あしべ橋） ２

特になし ４０

落ち着く ２

古くからの建物・風景 ２
マリーナシティ ２

海が汚い ２

和歌浦の景観について思うこと

畑 １

自然景観が多い、良い ９０

無し １１

きれい ４１

わからない ４

山からの景色が良い １２

何も書いていない ２０

川汚い、ごみ多い ９

好きな場所

気持ちが良い １

名草山

懐かしい感じがする １

紀三井寺
片男波・和歌公園

住みやすい １

良い景色 ８
良くも悪くもない ３
落ち着く ３

総合学習をやって良かった ５
すがすがしい １

無し １５
何も書いていない ２７

紀三井寺競技場公園
マリーナシティ〜サンブリッジ
名草小学校
浜の宮小学校周辺
和歌浦・御手洗池周辺
和歌浦・観海閣周辺

自然が豊かだということがわかった ３
家が多い １

畑 １
和歌浦の魅力・歴史を ２
改めて実感できた

無し １１
わからない ５
何も書いていない ２６

不老橋

図−４ アンケート調査結果
まず質問項目は①良い風景・好きな風景②悪い風景・嫌い
な風景③和歌浦の特徴④和歌浦について思うこと⑤和歌浦の
景観について思うこと⑥和歌浦で将来残したいもの⑦今まで
に印象に残っていること⑧総合学習をやっての感想⑨よく遊
ぶ場所⑩好きな場所・嫌いな場所、となっている。
良い風景として見るものの対象は、自然的なもので、山・
海といった生活の場と身近な自然が対象になっている。一方
で、不老橋や、観海閣、紀三井寺などの寺・神社といったも
のは、それらが対象となるのではなくそれらのある場所の雰
囲気などが良いと感じていると考えられる。
地域像としては、やはり片男波、名草山などの自然が豊か
名草山
図−２ 不老橋―名草山 断面図
な地域であるということと、紀三井寺、不老橋、観海閣、東
照宮といった寺、神社があり、歴史を感じることができる地
域である。一方で何もない所だと感じている意見もあった。
さらに、
“和歌浦の良い風景”には海と山に関する意見が約８
０と同じ程度あるが、特徴となると海が約１００で山が約２
布引
名草山
０と大きな差が出てくる。これから、より地域を象徴するも
図−３ 片男波―名草山 断面図
のは片男波などの海の方が多いということがわかる。これは、
⑨よく遊ぶ場所の質問からわかるように、マリーナシティか
ら片男波において遊ぶ場所が多いため、海に接する機会が多
２．３ 法・条例による景観保全の必要性について
景観保全のために法制度や条例を制定することは、ハー いことが影響していると考えられる。
また感覚的な意見は少数であったが“和歌浦について思う
ド面では建築物の規制や、開発行為の規制により景観保存
、
「気持ちが良い」
、
「懐かしい感
が可能である。一方で、ソフト面では、条例が制定される こと”において「落ち着く」
“和歌浦の景観について思うこ
ことにより、その地域に住む住民の景観に対する意識の向 じがする」という意見があり、
、
「すがすがしい」という意見があった。
上を促すことができると考える。まちづくりを含め、景観 と”でも「落ち着く」
づくりは地域住民が主体となって行動していくことにより、 これらの感じ方が類似することから和歌浦という地域と景観
片男波
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し、交通の便が悪い、住宅地をつくってほしいという意見も
あった。
景観については、住み慣れているということもあり普段生
活の中で景色を意識してみるということはあまりないようだ。
しかし、農家ではない比較的最近布引に来た人は、布引から
見える景色をよく見るようであり、農家で長い間布引に住ん
でいる人でもよく景色を見るという意見もあることから、和
３．２ヒアリング調査による中高齢層の持つ地域像
布引住民に対してヒアリング調査を行い、布引の地域像 歌浦の歴史的景観が良いものだとしてとらえられていること
について調査した。調査対象は、布引に住む住民の方々で、 がわかる。農家の人からすれば、農業で生活を続けていくこ
農業を営んでいる１５名と非農家９名である。またヒアリ とができるということが前提であり、時代の流れで開発が進
ングの方法としては、住民の本音の意見を聞きだすために、 みビルなどが建つことにより景観が破壊されてしまうのは仕
方のないことだという意見もあることから、今ある景観を保
質問項目は設定せずにヒアリングを行った。
布引の住民
全していかなければならないという思いは強くないようだ。
歴史がとても深い地域
現在の規制
布引内に関しては、古い歴史を感じる建物と新しく建てられ
近年の状況
た建物との調和が取れていないことについても、それほど気
⇔
にならないようである。また、京都などの歴史的都市にある
昔から続く土地利用、住宅
昔から続く農業中心の生活
条例のように、布引内において住宅の形態や色彩まで規制し
生
活
の
てしまうことは反対という意見がほとんどであった。その理
中
か
由としては、住宅は建てる人、住む人の自由ということと、
ら
生
ま
景観について
布引が京都などのように観光的な要素は持っていないという
れ
た
ル
ことである。しかし、建物の高さに関しては、影などが農業
ル
に影響することから、関心が高いようある。
の関係が強いことがわかる。
“和歌浦について思うこと”
、
“和歌浦の景観について思うこと”
、
“将来残したいもの”
で「無し」
、
「わからない」
、
「何も書いていない」の回答が
およそ４０あり、全体の２０％の人が自分達の地域に対し
て興味を持っていないと考えられる。

地域の集まり

住んでいて思うこと

出来ること・出来ないこと
宅地には新しく家を建てる
ことが可能、農地を開発す
るのは難しい、倉庫は建て
られる

昔は紀三井寺まで海であったが徳川頼宣
により開拓され、農村ができた

住民は道路建設
反対

昔からの決まりがある
六軒・八軒屋敷といって
敷地の形が決まっている
↓
もともと農家の家はかわ
った形態の家を建てるの
は難しい
↓
農振法が無くなっても高い
家や大きな家は物理的に
建てられないだろう

農地は７０haあり専業農家が多い
一年中農業をしていて忙しい
専業農家が多く兼業は少ない

布引の農業は質が高い

砂地の農地で、農業の条件が良く、
布引大根は指定産地にも指定され
ていて全国でも有名である

布引の景観構成要素の一つ
冬⇒大根 春⇒にんじん
夏⇒しょうが ハウス⇒小松菜等

課題・問題

新しく家を建てる人は思い
思いの家を建てる

近代建築は農家の家では
ない

調和の取れていない家並み
家の形態・色彩がバラバラな
ことは気にはなっている
全く気にならない
⇒時代、世代が変われば当
然のこと

今の状況が一番良くて将
来も変わらないでほしい

新しく布引に来た人の意見
分譲地もつくってほしい
⇒新しい人との交流もほしい

布引を守っていく組織

よく景色を見ることがあり
とても良い景色だと思う
将来も残されていてほしい
人当たりがとても良く近所
の人とも交流がある
時代の流れに乗れていな
い感じがする

農業委員という組織が
違反者がいないか調査
（過去に倉庫と申請して
マンションが建てられそ
うになったことがある
⇒厳しくなる）

交通の便が悪い、少し不便
(公共の乗り物がない)

だんだんと姿が変わってきた
昔はもっと軒数が少なかった

布引の住宅

土地の利用法

潮風がよく当たる
⇒倉庫などはすぐさびる
木造住宅は潮風に強い

土地を遊ばせておくのは
税金などがもったいない
のでマンションを建てる

布引内の景観はバラバラ
⇒人が入り混じった象徴

国道４２号線から１００M
内の農地は税金が高い

ここ何十年か大きな景観
の変化はない

農業に影響することには関心がある
建物の高さ面での問題
には関心がある
⇒農業に影響（日当た
り等）

世代によって意見が違う
(助成金がでるなら色や形態を変えても良い)

名草山、紀三井寺からの
景色はとてもきれいだが
布引からの景観はあまり
意識して見ない

⇔

３０代の人々が少なく子供も少ない
⇒農業後継者の減少

ー

一軒当たりの田畑の面積は小さい
が生活を続けていけるほど、質が良い

建物の変化

親が亡くなって農業をやめ
たら古い家は新しく立て替
えられる

農家の人が採れた野菜を
くれたりしてうれしい

昔から使っていた道具な
どを残している
⇒子孫に歴史や生活を
伝えるため（半数の家）

条例について思うこと
条例で建物などを規制す
るのは賛成できない
⇒それぞれ考えが違う

農業主体の地域

農業が盛んなことでの悪い
影響は特にない

歴史を残していきたい

便利になることは望んで
いない

開発が進み大きな
道路が建設される

農家以外の住民

寺で行われる祭りや行事
は地元住民が集う

田舎で不便な点もあるが
静かな所で住みやすくて
いい所

山や海、畑の景色がとても
きれい

布引の将来予想
開発が進んでしまう
農業は続けていきたいが将
来的にはどうなるかわからな
い
農業が続けられないという状
況になり農業をやめざるを得
ない
⇒土地を売りたいという考え
↓
市街化調整区域をはずして
ほしい

農業は続く
それほど変わっていない
だろう
畑は多少減少するが、農
業は続いているだろう
働けなくなるまで農業は続
けるだろう
布引は変えさせないという
思いがある

⇔
農業は続かない
住民の中でのルールづくり
が重要になってくる
もし布引が開発されるとい
うことになれば、みんなで協
力して食い止めていくだろう

⇒

図−５ ヒアリング調査結果（地域像）
まず多くの人が、農業がとても盛んな地域でそれ以外は
特に何もない地域だと感じている。布引の農地は砂地でそ
こで採れる野菜は非常に質が高く、全国でも有名である。
そのようなことから、農家は農業への関心がとても高く、
農業に影響が出てしまうような開発に対しては、地元住民
で協力しあって食い止めていくという意思があり、実際に
そのようなこともあったようである。これらのことから、
布引にとって農業というものは生活とは切り離せない非常
に重要なものであり、
『農業と生活が一体化した地域』と言
うことができる。土地利用に関しては、現在、市街化調整
区域、農業振興地域に指定されていることから、農地が多
く残されており、建物の高度も１０M 以下と決められてい
る。しかし、農家の人の考えとしては、後継者不足という
問題などから農業が続けていけないという状況になれば、
農地を売るという考えもあるようだ。その場合、現在の規
制があると、土地を自由に売ることが難しいため、将来的
に現在の法制度のあり方に賛成できるとは言い切れない。
一方で、農家でない人の意見をみてみると、布引は農業が
とても盛んな地域で、農業によって生活する上で悪影響は
特になく、静かな地域で暮らしやすい地域だと感じている。
また、新しく布引に来た若い人も、他の場所から来た人が
とけこみやすい地域だと感じていることがわかった。しか

３．３地域住民の持つ将来像について
まずアンケート調査から若年層の持つ将来像について見て
いく。将来残していきたいものの多くに、山、海などの自然
があり、それらが良い景観としてとらえられていたことから、
将来的にも自然が豊かで、良い景観が残されていてほしいと
いう将来像をもっていると考えられる。

将来は漁業、農業ともに続けて
いくことは出来ないだろうという
データがでている
市街化調整区域をはずすことに
なる
企業が進出するおそれがある

布引が将来的に開発され、
高い建物などが建つのは、
様々な面でも反対という意
見

畑が徐々になくなり、家が建ち
始めるのではないか
だんだんと時が経つにつれ農
業をしにくい環境になってくるだ
ろう

布引を絶対に変えさせない
という思いがある

布引の理想像
現状維持が理想

最近布引に来た人の意見

農業がこれから先も残って
いってほしい
きれいな景色も残っていっ
てほしい

⇔

将来的にもこのまま変わっ
てほしくない

もっと他の地域の人々が
入ってきやすい地域にな
ってほしい
分譲地を作って住宅地を
つくってほしい
新しい人との交流もほしい

農業で満足な生活ができる

生活と生産の一体化
農業が将来も続けられれば
結果的に景観も保全できる
後継者が重要
後継者がいてくれれば農業を続けていきたい
景観について

今後の課題となってくる

景観は残していきたいが
景観だけを守ったところで
生活は保障されるわけで
はない
⇔

２つの規制

農業振興地域と市街化調整区域
⇒農地に家を建てるのは
難しい

この景色は将来的にも残
されているべきだと想う

将来的にも新しい家やマン
ションは増えてくるだろう

図−６ ヒアリング調査結果（将来像）
次に、ヒアリング調査の結果について見ていく。中年層、
高齢層は今の時点で農業による生活は続けていけることから、
このままの環境が続いていってほしいということを思ってい
る。開発は賛成ではないし現実に開発されるとなると地元住
民で協力して食い止めていこうという意志もある。また農業
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に関しての環境が良くなることに関しては肯定的であるよ
うだ。
一方で農家ではない住民は、農業が盛んなことによる影
響は特になく現在の住んでいる地域の環境が良いという意
見が多く、農家の人と同じ様に今後も農業が続き、大きな
開発等はしないでほしいという考えを持っていることがわ
かった。むしろ農家でない住民の方が景観などに関しては
高い関心を持っており、将来的にも現在の景観が保全され
ていくべきだと考えていることがヒアリング調査からわか
った。

民の景観に対する関心を高め、住民の中に共通の地域の姿を
形成していくことにより、歴史的景観の保全を図る。
５．今後の課題
本研究では、法制度と地域住民の内的規範の形成という二
つの視点からによる歴史的景観の保全について述べてきた。
その中で、アンケート調査、ヒアリング調査によって、地域
住民の考え、心理を探り、それを考慮したうえで和歌浦の歴
史的景観保全の方向性について述べてきた。しかし、人間の
深層心理は数問の質問で明らかにできるものではなく、本研
究で述べてきた住民の心理に関するものは必ずしも真理であ
るとは言いきれない。そこで今後の課題としては、さらに深
い住民の心理の追求、明確化が挙げられる。

３．４地域住民の心理について
アンケート調査とヒアリング調査から和歌浦の歴史的景
観保全を考える上で重要となる住民の心理について探った。
以下に住民の心理を示す。
６．終わりに
①農業を続けられなくなったとしても、農地を売って開発
現在では景観法が制定され、地方自治体による景観に対す
するということはない
る取り組みが強化されてきている。本研究でも歴史的景観保
②布引の住民は景観保全に関する意識は低い
全のための法制度による景観保全の提案を行ったが、法制度
③布引の住民と布引に住んでいない人とでは考え方が違う のみでは短期・中期的な景観保全は可能でも、長期的な景観
④景観に限定して考えては布引の住民の納得は得られない 保全が可能だとは考えていない。より重要なことはその地域
⑤子供たちの中で将来残していくべきものがある程度確立 に住む住民の意志で保全していくことである。それによって、
されている
地域の個性が活かされた地域固有の景観が形成されていき、
⑥地域の特徴と認識されればその特徴を守っていこうとい 長期的に景観が保全されていくと考えられる。そのためには、
う意識の形成が可能
住民が地域に対して共通の像を持つことが求められる。法制
⑦若年層に対しては漠然とした地域の話ではなく具体的な 度や条例は、建物や土地利用に基準を設けるためだけではな
話が効果的である
く、地域住民の景観に対する意識の向上のきっかけになると
⑧若年層の布引の農地に対する重要度は低い
考える。そして、地域住民の内的規範の形成がなされ、地域
の財産である歴史的景観を住民の手で保全・形成していくこ
４．和歌浦の歴史的景観保全策の方向性について
とが望ましいと考える。
調査結果からわかった地域像、将来像、心理を考慮して、
布引における法制度と内的規範の形成についての方向性に 参考文献・資料
１） 田村明 著 「まちづくりと景観」 岩波書店
ついて述べる。
まず法制度については、農地又は土地利用に関するもの ２） 和歌山市立博物館 編集 「和歌浦―その景とうつりか
わり」 和歌山市教育委員会
で、農地交換分合、農地の貸し出し、農地転換利用、工場
跡地・売り地などの有効利用、農業委員会又は住民団体へ ３） 伊藤修一郎 著 「自治体発の政策革新」 木鐸社
の協力が効果的であると考えられる。これらは布引の農地 ４） 石原武政 著 「小売業の外部性とまちづくり」 有斐
閣
を保全又は、景観保全に有効な農地・土地利用を促すため
のものである。次に、住宅に関するものは、建物の形態・
色彩、高さである。高さに関しては、現在の布引の法制度
が継続されれば問題はないと考えられる。形態・色彩に関
しては、住宅の形態や色彩について細かく規制してしまう
ことに対しては反対意見が多いことがヒアリング調査から
わかったため、周囲と調和のとれたものとし、細かく規制
はしない。
内的規範の形成については、ワークショップ、景観学習、
ボランティア活動、農業体験、地域像・将来像の共有化が
効果的であると考えられる。これらのことを通じて地域住
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