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2006 年と言う新しい年を迎えました。社会では、2007 年問題が取り
ざたされています。つまり、団塊の世代の引退に伴って、産業界を支え
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ていた中核的な人材が不足してくるという問題です。これは都市計画分
野においても重要な課題です。
堺屋太一さんが著書である小説『エキスペリエンツ７：団塊の７人』
で述べているように、引退者の社会貢献にも期待が寄せられていますが、
基本はやはり若手の育成にあります。関西支部では、特別委員会を設置
し、目下、「都市計画の担い手の将来」について検討を進めているとこ
ろです。
昨年の年末に、かって「時代をリードし全国的に話題となったまちづ
くり事例」の現在を紹介する報告会に参加しました。全国 10 地域の例
が発表され、現在もなお新たな課題に取り組んでいる様子がわかりまし
た。まさにまちづくりは「エンドレス」という感慨を持ったと同時に、
それぞれの事例から、地域地域の固有性を基礎としながらまちづくりが
展開されていることを強く認識しました。
「まちづくりはエンドレス」ということから再確認されなければなら
ないことは、「常態的まちづくり」の必要性にあると思います。このこ
とは、阪神・淡路大震災からの復興まちづくり検証を通じても明らかに
されました。課題として考えなければならないのは、専門家としてそれ
にどう関わるのか、ということだと思います。
「まちづくりにおける地域地域の固有性」についてですが、例えてい
うならば、「兵庫県南部では」とか、「山沿いでは」とか、あるいは「日
本海側では」といったように、地域地域でまちづくりの動きが違うとい
うことです。このような動向を知らずしては、的確な取り組みができな
いのではないかと思うわけです。さらにいうならば、日本列島という広
がりのなかで、まちづくりがどのような動向にあるのかを理解しなけれ
ばならないと思います。そうした観点から、学会として「まちづくり天
気図」を作成することを提案したいと思います。
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関西では、これまで、自治体の景観行政や市民による

の移り変わりを振り返ってみると、まず 1960 〜 70 年

景観まちづくりなど多様な景観形成の取り組みが進めら

代は住民によるまちづくりの胎動の時期であり、真野地

れてきました。その間、計画面、制度面での充実と洗練、

区や庄内地区など先駆的な住民参加のまちづくりや歴史

体系化も進み、社会的な認知も得て、一定の成果が蓄積

的まちなみを保全する市民運動が始まっていたが、住環

されてきたといえます。一方、景観法の制定により、現

境整備、まちなみ保存など個別のテーマが互いに連携す

在、いくつかの自治体では、既存の制度に加えて法を活

ることなくそれぞれ独自に模索されていた。

用した新たな枠組みづくりの検討が行われています。ま

1980 年前後から、地区計画制度やまちづくり条例が

た、この景観法制定に関わる一連の動きがきっかけとな

制定され、改善修復型の整備事業が創設されるなど本格

って、これまでの景観の考え方や自治体の自主条例を中

的なまちづくり施策が整備されてくる。一方自治体では

心とした制度の問題点が提起され、その取り組み方につ

景観条例が次々に制定される。それぞれの制度は別々の

いて再検討する機会も出てきました。こうした動きのな

目的で出発したものの、適用されるにつれ、地域によっ

かで自治体の景観行政は転換期を迎えようとし、同時に、

ては、まちづくり条例のもとで景観形成を目標とする取

市民まちづくりに、また都市計画や個々の建築活動にも

り組みが行われたり、逆に、景観やまちなみ保全の活動

大きく影響していくものと思われます。

から、生活環境改善の活動へ展開していく事例もでてく

この特集では「関西の景観まちづくりのこれまでとこ

る。つまり、このまちづくりの発展期での実際の現場で

れから」と題し、関西の景観行政や景観まちづくりの到

は、景観と住環境整備型まちづくりのそれぞれの領域が

達点と今後の展開について考えたいと思います。そこで

拡大し、両者は接近していく。

今回は、さまざまに展開している関西の景観行政、景観

その後、阪神大震災からの復興まちづくりの経験も経

まちづくりの動向のなかから、以下の３つの視点に注目

て、現在はまちづくりの深化、普遍化の時期を迎えてい

していきます。

るが、そこでは、広義のまちづくりのなかに住環境はも

まず、一つめの「景観形成と地域のまちづくり」では、

とよりコミュニティや福祉、環境問題、地域経済などの

景観形成と参加型まちづくりとの関係を論じ、市民によ

課題と同列に景観が組み込まれていく。たとえばハード

る景観形成の取り組み事例を紹介します。第二の「市街

面が中心であった景観形成の取り組みも、日常的な美化

地景観からより広域の風景づくりへ」では、市街地の景

清掃運動などのソフトな活動に広がっていく。また、行

観にとどまらず自然田園を対象とする風景づくりのあり

政主体の景観形成のための規制誘導から、市民が主体的

方とその事例を扱います。第三の「景観法への取り組み」

に景観ルールをつくり運用する協定的な取り組みに移行

では、景観法活用の可能性と展望を論じ、活用を進めて

する動きもでてきた。

いる先駆的な自治体の事例を紹介するものです。そして、

このように当初景観とまちづくりは別々に出発した

以上の各論点の根底にある関西的な景観・風景の特徴に

が、その後互いの領域が重なり、やがて、広義のまちづ

ついての考察を、樋口忠彦氏（京都大学）からご寄稿い

くりに統合されていく。この景観まちづくり生成の背景

ただきました。

には生活景への注目がある。特にすぐれた景観を形成し
ている特定の場所というわけでなく、ふつうのまちの身
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三輪康一（神戸大学）

近な日常の風景をよくしたいという率直な思いが地域の
まちづくりのきっかけや目標となる。つまり、まちづく
り動機としての景観がそこにある。一方、多様なまちづ
くり活動がたとえ景観を目標としないまでも、何らかの

᥊ⷰ߹ߜߠߊࠅ߳ߩዷ㐿

形で地域空間に作用するとき、そのアウトプットは生活

市民による、いわゆる参加型まちづくりと景観形成と

景として表現され、まちづくり活動の結果が景観形成に

の関係は時代によって変化しており、その結果、現在、

つながっていく。その意味では景観と市民まちづくりは、

景観まちづくりと呼べる密接な関係が生まれている。こ

動機と結果の相乗作用として結びついていく。現在、ま
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ちづくりは住環境整備などのハードから福祉や地域経済
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や環境などを含むソフトな領域に重点が移りつつある。

松原永季

しかし、地域という具体的な場で行われている以上、地

（スタヂオ・カタリスト）

域空間（ハード）と切り離すことはできない。そうであ
れば、ハードとソフトをつなぐものが景観であるといえ

野田北部地区は、平成 7 年の阪神・淡路大震災で、地

よう。そして、まちづくりにおける空間論と運動論をつ

区内の住戸の約 8 割が焼失・全壊するという大きな被害

なぐものが景観まちづくりといえるのではないか。

を受けた。しかし震災前から、まちづくりに取り組んで
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いたこともあり、早い段階から、住民の復旧・復興に向

このように景観とまちづくりが結びつくのは、いわば

けた自主的活動が始まり、区画整理、街並み誘導型地区

関西の特色であり、今では実に多様な展開がみられる。

計画、街なみ環境整備事業などで大きな成果を残し、最

たとえば、歴史的建築物やまちなみ保全、河川、海岸、

も早く震災復興が進んだ、住民主体のまちづくりの先進

里山、棚田などの自然環境保全、地球環境のための市民

地区として知られている。またそのプロセスにおいて、

運動や地域住民の取り組みなどは、地域の生活環境の改

地域団体の情報交換と連携が重視されはじめ、まちづく

善と一体的に進められている。地域の空間設計への市民

り協議会、自治会、婦人会、老人会、NPO などの地域団

参加は今やワークショップによって当たり前のように行

体がネットワークを形成する「野田北ふるさとネット」

われ、高層マンションなどによる景観破壊への反対運動

が平成 14 年に立上げられたことも、この地区の持つ独

を契機に景観協定などの自主的な建築物の規制誘導に展

自性といえるだろう。

開していく。さらに公共空間の自主管理や緑化、自宅の

ただ一方、震災復興事業が一段落した時点で、地域の

ガーデニングの公開、ポイ捨て禁止、清掃、落書き消し、

まちづくり活動が目標を見失いかけていたことが、コア

違法な貼り紙の除去など日常的な活動が各地で実践さ

メンバーの口からは漏れていた。また、非常時のまちづ

れ、商業地では市民や企業によるオープンカフェによる

くりから日常のまちづくりへの移行も、意識され始める。

賑わいの形成、歴史的建築物など景観資源を活用した個

こうした状況において、野田北部の住民は、
「美しいまち」

性的な商業空間形成が活性化のツールとされる。

を希求する声を上げ始めたのだった。つまり、ポイ捨て

これら多様な取り組みは、ささやかにはみえても、地

ゴミ、迷惑駐輪、違法駐車、犬猫のフン害、分別ゴミ出

域の力や多様な人材とネットワークを活かした創意工夫

しマナーなどの課題が指摘され、それらの自主的・自律

の結果であり、波及効果は大きい。

的な解決と、それによる「美しいまち」の実現が、新た

᥊ⷰ߹ߜߠߊࠅߩᓎഀߣ᥊ⷰߩଔ୯

な目標として意識されるようになったのである。

まちづくりで景観を扱うことは、①地域にどのような

以前から、神戸市とは緊密な連携体制をもっていた中、

問題があるかを総合的に診断できる（課題把握）
、②望

矢田市長により「協働と参画」のまちづくりの推進が掲

ましい地域の空間像の提示によって目標を具体的なかた

げられ、また「協働と参画三条例」が策定されつつあっ

ちとして共有できる（目標設定）
、③まちづくりの成果

たという背景もあり、この「美しいまち」へ向けた活動

が目に見える形として確認できる（評価）という、まち

において、新しい協働体制が組み上げられることになっ

づくり過程に応じた効用があり、まちづくりの持続に有

た。住民と神戸市職員の協議により、住民自身による「美

効な循環をもたらすものである。さらにいえば、一般に

しいまち宣言」から始まる「美しいまち」実現へのプロ

景観は対象と見る主体の相互関係のなかにある価値をも

セスが描かれ、それに沿った活動が展開され始める。

って成り立つ。その価値は、たとえば、自然や歴史的な

まず「美しいまち宣言」ワークショップが、平成 15

価値であり、また空間の統一美や快適性や地域の個性で

年 9 月から開催された。
「課題の整理」→「課題への対

あったりする。景観まちづくりの場合は、それらの価値

策の取り組み検討」→「行政との役割分担検討」→「宣

とともに、主体が自ら関わることによる充足感や、参加

言文案の検討」
のプロセスで、合計 7 回実施され、
侃々諤々

した人々が納得することによる共同体の維持や持続とい

の議論ののち「宣言文案」が作成された。その後、パブ

う価値が加わる。その意味で、景観まちづくりの役割は

リックコメントを経て、さらにアンケートや実態調査の

重要で、その可能性は大きく広がっていく。

結果も踏まえ、平成 17 年 6 月に「神戸市民による地域
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活動の推進に関する条例」に基づいて、神戸市初の「パ
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ートナーシップ協定」が神戸市長と締結されることにな

篠原

ったのである。

大西

悌三（雲雀丘山手緑化推進委員会）
章（宝塚市都市計画デザイン課）

そしてこの間、
「ワークショップで出たアイデアは、
できることから早く取り組もう」との声が上がり、まち

ขࠅ⚵ߺ⚻ㆊ

の清掃を行う「クリーンパトロール」や、駐輪対策とま

雲雀丘山手地区は、大正から昭和初期にかけて阪神間

ちの美化を兼ねた「フラワーサークル」が自主的に実施

郊外住宅の先駆けとして自然との調和を重視して開発さ

されるようになったことは、野田北部地区ならではの自

れた住宅地です。開発にあたっては「私地公景」を理念

律性の発揮と言えるだろう。このように「美しいまち宣

として自然地形や自然樹木を極力残すなど、自然や環境

言」を契機に、これまでとは違う、日常的で継続的なま

を配慮した美しい住宅地景観と大正モダニズム邸宅を造

ちづくり活動が次第に展開されるようになった。さらに

り出しました。

平成 17 年 8 月からは指定管理者制度に基づき、地区内

しかしながら、バブル崩壊や建築基準法改正後の開発

の駅前駐輪場の管理を行うことになり、野田北部のまち

は、雲雀丘山手の自然環境や景観を支えてきた屋敷内の

づくり活動は新たなステップを踏み出している。

樹木をすべて伐採し、斜面地をコンクリート擁壁で造成

震災後 10 年を経て、神戸の復興まちづくりはハード

し大きく地形を改変したものが多くみられるようになり

からソフトへ、施設整備からコミュニティ・ディベロッ

ました。地域の樹木が無残に伐採される様子に危惧した

プメントへの方向転換を行いつつある。野田北部地区の

住民は、緑を残すという活動を開始し行政への支援を求

取り組みは、この「まちづくりの転換点」において、そ

めることになり、地元では「地区計画等推進委員会」を

れまでの経験から獲得した自律性を背景に、その内発性

立ち上げて行政から派遣された専門家のアドバイスを受

を発展させる形で、行政との新しい協働体制を築き、活

け、最終的には「地区計画」と「市景観条例にもとづく

動を展開している。これは他地区に先駆けるものであり、

地域景観形成基準」を意識した「まちづくりルール提案

また日常的で継続的な「ポスト震災」のまちづくりモデ

書」をまとめ、それに基づいて行政が法的手続きを行な

ルとなるものと考えられるであろう。この「美しいまち」

いました。（地下室マンション容積緩和の地区計画によ

をテーマとした、幅広い意味での景観も含めたまちづく

る規制強化、景観法に先駆けた地区計画と景観条例のダ

りの姿が、今後もさらに発展することを期待したい。

ブル指定）

᳃ߩ┙႐߆ࠄ
まちづくりルール策定後は、その時点で「アトは市役
所お願いね−！」と、その委員会を解散するのが普通で
すが・・・、実は更にバージョンアップした形で緑化推進
委員会に進化・発展させ（平成13年設立）、ボランティア
を募り、具体的な緑の保全・育成に向けた本格的で手づ
くりの地道な活動を根気よく展開してまいりました。
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その活動は、
「 苗木配布による民家、空き地への樹木

植栽 」
「 緑の勉強会（子供の緑の勉強会、緑の木陰の勉強

ၞ࿕ߩᱧผ⊛ᣉ⸳ࠍᵴ↪ߒߚ߹ߜߠߊࠅ

会）」
「 緑のかわら版」の全戸配布・
「桜並木復活プロジェ

㨪ㅧ⦁ᚲ〔ߣ⾂ᧁ႐᳓㕙〔ߩᵴ↪㨪

クト」
・
「緑の木陰の音楽会」
・
「山手どんぐり隊」
・・等で、

芝川能一

住民自らの発想で着実に進めており、
「 緑を守る〜緑を

（千島土地株式会社）

育てる〜緑を楽しむ〜緑を育てる人を育てる〜緑を守
る〜」という循環サイクルを確立させて質的・量的なス

ฬㅧ⦁ᚲ〔ߩౣ↢

パイラルアップを図ると共に、他の地域・領域および海

かつて東洋のマンチェスターと呼ばれた大阪臨海部の

外展開とも連携して、
「持続可能なシステム」の構築を図

工業地帯は世界的な構造転換により、今や存在意味を失

るべく、そのブーメラン効果を取り込みつつ、したたか

いつつあり、また、オリンピックを前提とした都市計画

に・・・そして楽しみながら推進中です。

構想も誘致失敗により、計画変更を余儀なくされています。

幼少時から何でも自分の意のままになる社会で育っ

当該地帯に位置する名村造船所跡は、1931 年から土

てきた青少年が増え、最近は子供が事件に巻き込まれた

地賃貸を継続してきましたが、1989 年解約に至りまし

り、年少者の犯罪が目につくようになりました。地域のあ

た。「土地は一旦貸したら盗られたも同然。」と言われて

ちこちに森を創り、例えば木登りのできる樹を育て、森の

いたこの時期、原状有姿での借地返還を小躍りして悦ん

中での楽しみを伝えよう。自然と直接向き合っていると

だものです。バブル期には、ヨットハーバー･ドックを

虫に刺されたり、木に登っていて怪我したり・・・、自分の

閉め切ってのダイビングプール等、様々な企画を立てま

意のままにならないことが多いため、自然を大切にする

したが、実現しないままに時が経ちました。

作法を心身で覚え、他人や地域を大切にする。そんな『次

1993 年には、既存倉庫の中にコンクリートの箱を収

世代を担うたくましい子供達』を育てよう、緑や土いじ

めた形で、BS 放送開始に伴うコンテンツ作成の場・ゲネ

りを老若男女で楽しみながら健全な地域を育てよう、そ

プロスタジオとしたスタジオ ｢PARTITA」を開設しまし

うして「わがまち・雲雀丘山手をみんなのふるさとにしよ

た。2004 年２月京都で art complex 1928 を運営する小

う！」
「 緑を敬い、緑の恵みに感謝する気持ちを大切にし

原啓渡氏との出会いから、高度成長期のシンボル的な存

よう！」
・・・そんな思いで活動を展開しています。

在であった造船所という過去のストックを、芸術を通じ

ⴕߩ┙႐߆ࠄ

てまちづくりに結びつける試みが始まりました。同年９

今後、高齢化や少子化が進んでいきますが、都市部でも

月には３日連続のイベントとして「namura art meeting

人口が減少すると言われています。そのため各自治体は

vol.00」を開催、延べ約 1,000 名を集め、成功裏に終わ

都市間競争に勝とうと頑張っているのですが、実は都市

りました。本イベントは、名村造船所敷地跡を 30 年間

間競争だけでなく、既に都市内競争が始まっているので

無償で使用し開催されるもので話題を集めました。概ね

はないでしょうか。そうであれば、自分たちが住む地域は

年一回のイベントのみでは情報発信力が弱いことから、

自分たちで良くしなければ行政の支援は限られたものに

翌年に

なります。住んでいて良かったと思える地域、住んでみた

小原氏のグループに運営を委ねております。

いと思われるような地域をそこに住む住民自らが創らな

創造スペース 「BLACK CHAMBER」を開設し、

造船所跡と言う立地を活かし、海・川からのアプロー

ければ、都市内競争に負けてしまうことになるでしょう。

チも可能なことから、
「水都大阪の再生」のモデルプラ

都市内競争のもとでは、
「 住民が楽しめるまち、誇りがも

ンの一つとしても位置づけております。

てるまち」は行政が造るものではなく、その地域に住む人

⾂ᧁ႐᳓㕙↪ߩࡈࡠ࠹ࠖࡦࠣࡂ࠙ࠬߩ⹜ߺ

たちの力で創るものだと思います。
「花や緑があふれるま

同じ臨海部に位置する平林地区に広がる貯木場水面跡

ち」も確かに美しいのですが、もっと重要なのは「花や緑

は、五つの水面から成り立ち総面積約 60ha を占めてい

を育てる人が育つまち」だと思います。そういう意味から

ます。現在では原木丸太を原産地国で加工して輸入する

「雲雀丘山手緑化推進委員会」の取り組みは、先駆的な取

ようになり、貯木場としての使命は終わり、広大な私有

り組みだと言えるのではないでしょうか。
（ 当委員会は、

水面が残される結果となりました。私有水面で有るため、

ふるさとづくり賞・関西まちづくり賞・総務大臣表彰・・・

保有コスト ( 固定資産税･都市計画税 ) の支払いを余儀な

等を受賞し、多方面から多角的な評価を受けています）

くされています。
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2003 年、大阪･京都・滋賀で開催された「第３回世
界水フォーラム」の中核的催しとしてインテックス大阪

㧨Ꮢⴝ᥊ⷰ߆ࠄࠃࠅᐢၞߩ㘑᥊ߠߊࠅ߳㧪
ޓ⺑⺰عㄘዬߣ᥊ⷰⅣႺ▤ℂ
山崎寿一（神戸大学）

で「水のＥＸＰＯ」が催されました。貯木場水面所有者
である㈱ＣＲＥ ( 千島土地関連 ) と岩田土地㈱が出展し、
併せて水面利用の社会的実験としてフローティングハウ
スを水面跡に浮かべました。

⽶ߩㄘ᥊ⷰ㗴
農村の景観問題には２つのタイプがある。それは開発

これは、過去シアトル・バンクーバー・アムステルダム

によって伝統的な農村景観が変容するために生じる「正

等での現地踏査を踏まえ、海外で主流となっている発砲

の景観問題」と、人口減少によって景観・環境の維持・管理

スチロールをコンクリートで覆った半永久的なフロート

が困難になるために生じる「負の景観問題」で、空家問題、

を土台とした、木造２階建ての本格的なものです。排水に

耕作放棄地問題、不在地主問題と深く結びついている。

ついては、汚水管を延伸させ前面道路の公共下水管まで

ここでは、今後国土の広いエリアで増大する「負の景観問

ポンプで圧送していますが、その後ベルリン等の事例を

題」について、事例に則して考察したい。

見るとハウス毎のバイオ処理による排水方式の方が遙か

ઍㄘߦ߅ߌࠆ⛮ᛚᕈᜬ⛯ᕈߩ༚ᄬ

に経済的かつ環境に優しいことが判ってきました。
また、フロート本体についても一体物として打設せず、

従来の農村の社会と環境は、農家の「イエの継承」によ
って持続性が確保されてきた。後継世代の存在が、農業の

2.5m 角の工場生産のフロートを連結させることで、コ

継続、土地財産の継承、ムラ社会の維持の原動力となり、

ストダウンと自由なサイズの選択が可能になるよう、既

社会と環境の持続性を支えてきたのである。しかし、現代

に実証実験を開始しております。

農村にはイエを継承する後継者を持たない高齢者が多く

今後、水門と橋 ( ハネ橋化 ) を改造することでマスト

存在する。彼らの住宅や土地は、やがて分割相続され、膨

付のヨット等が出入りできるようになれば、船舶係留が

大な不在地主を生むことになる。それが集落全体に及ぶ

住まいの真横に出来るという、我が国では唯一の施設と

と集落は消滅する。

して脚光を浴びることと思われます。

現代の農村を取り巻く状況は、過疎化の段階から、限界
集落、消滅集落が増加し、集落の存続が危惧される深刻な
段階に差し掛かっている。旧国土庁の調査では1999年か
らの10年で、中間山地域において419、その後の10年でさ
らに1690の集落が消えると予測されている。事実、2005
年農林業センサスによると全国の農業集落数は138655
で、1990年より1467減っている（都市的集落の消滅も含
む）。

౮⌀ ฬㅧ⦁ᚲ〔

国土保全は、農村内部だけでの問題解決が困難な新た
な段階に突入したことは確かである。

ㇺᏒޔㄘߩ㧞ၞዬ⠪ߣᣂߚߥⅣႺ▤ℂਥ
国土交通省によると都市と農村の２地域に生活拠点を
置く「２地域居住者」が2005年の100万人に対し、2020年
には680万人、2030年には1080万人に達する可能性があ
ると推測されている。そして都市居住の団塊世代の多く
が、今後２地域居住者となって農村に居住する可能性が
౮⌀ ⾂ᧁ႐᳓㕙ߦᶋ߆߱ࡈࡠ࠹ࠖࡦࠣࡂ࠙ࠬ

大きいと期待され、その動向に注目が集まっている。団塊
の世代は、
「 親の面倒をみる最後の世代であり、面倒をみ

＜参考 :(% ＞
 KWWSFKLVKLPDWRFKLFRP

てもらえる子供のいない最初の世代」といわれている。そ

 KWWSZZZVXQSKRQL[FRMSRVDNDSDUWLWDSDUWLWDKWPO
 KWWSZZZQDPXUDFFEODFNFKDPEHU

う考えると今後20年、団塊ジュニア世代の動向までを視
野に収めた新たな国土保全、農村居住と環境管理の展望
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を描く時期に差し掛かっているともいえる。

産の指定へとつながるのである。

国土保全問題の解決には、多様な人々が農村に足を運
び、環境と関わる仕組みをつくることが不可欠である。そ
のためには、暮らしと景観の魅力が農村地域の価値を高
め、人を呼び込むことが条件となる。さらに無人化した集
落の環境管理問題をも考える必要がある。

⍮ᐥ̆㐿ᜏ⥄ὼ⼔߆ࠄᜬ⛯⊛ߥ᥊ⷰⅣႺ▤ℂ߳
2005年７月にユネスコの世界自然遺産に指定された
知床半島の開発と自然保護の歴史は、わが国の開発と保
全の歴史を象徴している。
知床半島は、近代以降の入植・開拓地である。かつてア
イヌ民族のカムイコタンがあった知床は、18世紀末に

⇇⥄ὼㆮ↥⍮ᐥ̆ਛᄩߦ㣮ߩ⟲ࠇ㧔 ᐕ  㧕

和人による斜里周辺での漁場経営、19世紀には知床の硫
黄山付近の硫黄採掘が行われる。その後20世紀に入り、

2005年８月に現地を訪れた折、開拓地跡の草原で鹿と

1914年に国営の開拓村の開発により岩尾別(ウトロ側知

出会った。その場所からは、草原と林、その背後にみえる

床五湖に近い場所)に開拓者が入植、再び1937年に再入植

山並みが一体となった景観、振向くと岬と海が広がる景

するもののいずれも失敗に終わる。当初の開拓は夢破れ、

観があった。人が住まなくなった知床の環境は、生態系を

1966年にはすべての入植者が去り、開墾された牧場や農

維持するための植林や草原・水辺環境の保全によって、豊

地は放置され、無人化した環境が残された。

かで多様な景観が保全・形成されていることを実感した。

1970年代にはいると、
「 知床旅情」
（ 1971年）の大ヒッ

それを支えるのが市民運動であり、知床財団をはじめと

トによる知床観光ブームが到来し、不動産業者による開

する地元の諸団体、NPOである。

拓跡地の買収は100ヘクタールを越える状況となった。

᥊ⷰⅣႺ▤ℂࡕ࠺࡞

その中で、斜里町の「しれとこ100平方メートル運動」が

知床では、多様な主体が環境保全に参加し、そして土地

1977年にスタートする。この運動は、戦前の開拓地を買

の保全管理の最終責任は自治体（斜里町）が負うという持

い戻して原生林の復元、開拓跡地の保全を目的とするも

続性をもった環境管理システムがここに存在している。

ので、知床自然保護運動、わが国のナショナルトラスト運

その結果として獲得されるのが保全された生態系であり

動の先駆けとなった（1997年までに約460㌶の土地を取

素晴らしい景観である。自然と景観の価値が市民を地域

得）。

に呼び寄せる原動力となり、多様な主体の環境への関わ

1987年に国有林伐採という「開発」の是非が問われた

りが地域の活性化と環境保全を可能にする「連関構造」が

知床国有林伐採問題が勃発し、エコロジカルな自然保護

形成されている。それが知床の「景観環境管理モデル」で

運動の火付け役となった。この運動の結果、
「 森林生態系

ある。

保護地域」の創設と知床の地域指定が実現したものの、そ

人口減少・消滅を危惧される農村地域における負の景

れは「手を着けないでそっとしておく」規制型の自然保護

観問題を克服するためには、農村地縁者、新たな来住者、

であった。そのためさらなる運動が継続され、野生動物の

都市住民や都市と農村の２地域に居住する「２地域居住

管理を含めた生態系管理の視点をもった自然保護運動が

者」、NPOなどの多様な主体が、農村に居住・滞在し、生活

展開されることになった。それを担ったのが市民や地域、

を通じて環境管理に参加する新たな景観環境管理システ

NPOの活動であり、1997年にスタートした「１００平方

ムの構築が大きな課題となる。

メートル運動の森・トラスト」の新たな運動である。現在
の知床で展開している自然保護は、生態系の保護と形成
を基本とした環境形成手法によって、社会と環境の持続
性を実現し、多主体による自然保護の総合的な運動へと
発展したもので、その活動の成果が2005年の世界自然遺
2006/2
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ᐶ⋵ߦ߅ߌࠆ㘑᥊ోߩข⚵ߦߟߡ

✛᧦ߩߒߊߺ

㧙✛⼾߆ߥၞⅣႺߩᒻᚑߦ㑐ߔࠆ᧦㧙
川端

①

宏幸

緑豊かな環境形成地域の指定
（自然環境や社会的なまとまりから広

（兵庫県県土整備部まちづくり局景観形成室）

域的に緑豊かな地域環境の形成を図ろ
うとする地域を指定）

✛⼾߆ߥၞⅣႺᒻᚑߦ㑐ߔࠆ᧦ߣߪ

②

地域環境形成基本方針の決定
（環境形成地域における土地利用の方

緑豊かな地域環境の形成に関する条例（緑条例）は、
線引き都市計画区域以外において、地域を指定し、さら

向、景観形成、住民主体のまちづくり

に地域の中を原則４種類の土地利用区域に区分し、この

など地域環境形成に関する基本的な方

中の環境に応じ、開発行為を緑や景観の観点から誘導し

向を定める）

ていこうとする兵庫県の独自条例であり、平成６年３月
29 日に制定された。

③

環境形成区域の指定

本県では、当時、開発動向が活発であった丹波地域と

（環境形成地域を、森を守る、森を生

淡路地域について、平成７年からこれを適用し、地域環

かす、さと、まちの区域などに区分）

境にふさわしい開発行為の誘導に取り組んできた。

✛᧦ߩో⋵ㆡ↪߳ߩข⚵
本県では、県土の風景保全を一層進めるため、線引き
都市計画区域を除く県下全域に緑条例を適用拡大する取

ࠍ↢߆ߔၞߩߣߐޓၞߩߜ߹ޓၞޓޓࠍࠆၞ

④

地域環境形成基準の決定
（環境形成区域ごとに開発行為に係る

組を平成 15 年度から進めている。

基準を定める）

北播磨北部、中播磨、西播磨及び南但馬地域の４地域
については、17 年 11 月１日から新たに適用し、残る北

ア

森林の保全、緑地の確保

播磨南部及び北但馬地域についても、18 年度中の適用

イ

独立峰、稜線、突出尾根等の優
れた景観要素の保全

を予定している。
ウ

森林、緑地と建築物の配置

エ

造成法面、擁壁等景観阻害要素
の修景

⑤

開発行為の誘導
（協議・協定、届出等の制度により地域
環境形成基準をもとに開発行為を誘導）

ᓟߩ⺖㗴
近年、手入れ不足による森林の荒廃が進むなど、地域
の風景保全は困難な状況となっており、県では 17 年度
に県民緑税を創設し、18 年度から森林保全等への支援
強化に乗りだそうとしている。
しかしながら、風景保全の取組には、開発行為の誘導
だけでなく、住民自らの積極的な地域づくりの取組が不
可欠であり、風景保全への住民活動意識の啓発が、今後
の課題である。
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ᄤὼߩࠗ࡞ࡒࡀ࡚ࠪࡦߣߩሽࠍ

スになるそうです。夜間外出や運転をあきらめている方

ޯޓᤊⓨ᥊ⷰᒻᚑၞߩⴝࠃࠅޯ

もいらっしゃるそうです。逆に子供たちの睡眠不足慢性
鳴沢真也

（兵庫県立西はりま天文台公園）

化も最近懸念されていますが、夜間照明も一因と言える
でしょう。
こう書きますと「照明は悪、全部消せ」と訴えている

読者の皆様、最後に天の川をご覧になったのはいつで

ようにお感じになるかもしれませんが、そうではありま

すか？ プラネタリウムではなくて、本物の天の川ですよ。

せん。照明はもちろん必要なものです。しかしながら必

ほとんどの皆様はずいぶん遠い昔の事か、ひょっとした

要以上に空を照らす事はいかがなものでしょうか？星空

ら一度もご覧になった経験がないかもしれません。昼間

も守るように、照明を工夫した方が「おしゃれ」だと思

に星が見えないのと同じ理屈で、夜間照明が強いと星が

うのですが。

見えにくくなります。これは立派な公害の一種であり光
害（「ひかりがい」または「こうがい」）と呼ばれています。

そもそも光害防止は経済的効果も生み出します。日本
国内で夜空に消えて行く照明を電気代に換算した天文学

佐用郡佐用町は兵庫県の北西部、姫路市から車で１

者がいるのですが、その方の計算によると年間 200 億円

時間ほど北に走った岡山県境にあります。町の中央には

（1998 年調査）となるそうです。下だけ照らすように工

標高 440m の大撫山（おおなでさん）があり、ここに

夫すれば、かなりの量の省エネになること間違いなしで

1990 年県立西はりま天文台公園がオープンしました。

す。

これにあわせて、町は「星の都宣言」をうたいました。

ライトアップが流行の現在、星空という天然のイルミ

佐用町商店街の街路灯は写真のような傘付きの低光害タ

ネーションを守るようなまちづくりも見直されてもいい

イプに交換されました。足下だけを照らすどこか暖かみ

のではないでしょうか。皆様の街にも天の川をよび戻し

のある灯りで、この下を歩くと心がほっとするような「癒

ませんか？そして、バーチャルやシミュレーションでな

し」を感じる事さえあります。それでもまだ佐用郡内に

い「本物」の夜空を、子供たちにもプレゼントしませんか。

光害の影響があり、私たちは草の根運動的に啓蒙活動を
しておりました。その後 2004 年 11 月、西はりま天文
台に口径２m の「なゆた」望遠鏡が設置されました。口
径は国内最大、そして一般の方も利用できるという条件
をつけますと世界最大の天体望遠鏡です。これにあわせ
て、９月の県議会で「星空景観形成地域」を含む景観条

ੱᎿⴡᤊ߇ᓇߒߚᄛߩޕᣣᧄߪశኂᄢ࿖ߢߔޕ

例が可決、翌年１月に佐用郡に施行されました。サーチ
ライトや（新たに設置する場合は）上向き照明は禁止と
なりました。違反した場合は罰則もあります。全国の地
方公共団体にはいくつかの光害防止条例がありますが、
星空を一つの景観と捉えそれを「保護」しようという意
味で、この兵庫県の条例は画期的なものであると思いま

ޟᤊߩㇺት⸒ޠ↪↸ᐫⴝߩૐశኂ࠲ࠗࡊᾖ

す。条例可決後、さっそく佐用郡最大の光害源であった
４カ所のグラウンド施設のナイター照明がルーバー付き
タイプに交換されました。
「星が見えなくてもいいじゃないか。一部のマニアが
困るだけだろ？」そうお考えの方はいませんか。夜間照
明の影響はまず動植物に表れます。体内時計の狂いが生
態系に影響を及ぼしかねません。人間も影響を受けます。

ޟᤊⓨ᥊ⷰᒻᚑၞޠᣉⴕ೨ߣᣉⴕᓟߦߢ߈ߚࠦࡦࡆ࠾ߩ⋴᧼ޕᏀ ᣉⴕ೨㧕

文字通り「人」事ではないのです。特に高齢者は若年者

ߪ⋴᧼⥄߇శࠆ࠲ࠗࡊߢߔ߇ޔฝ㧔ᣉⴕᓟ㧕ߪ⋴᧼ࠍਅะ߈ߦᾖࠄߒ

と比較して、まぶしさに敏感で、強い夜間照明はストレ

߹ߔ߽ࠄߜߤޕ↪↸ౝޕ
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ߚᳰࠍ↢߆ߒߚᢥൻ⊛᥊ⷰߠߊࠅ

なる風景を出現させ、ため池に関わりを作り出そうとい
工藤和美

（明石工業高等専門学校）

うことを意図して行っている。
太陽光を蓄え、夜になるとぼんやりと光る顔料が練り
込まれた石の様な素材を、90 ㎝の長さの角材の先に貼

ߪߓߦ

り付けて架空の植物を作成し、この架空の植物をため池

兵庫県東播磨地域は全国有数のため池密集地域であ

の土手に植えるというものである。子供達が作った架空

る。ため池は稲作用水として長い築造の歴史を持ち、地

の植物が夜になると、かすかに光り、ため池の夜の風景

域独自の文化や生物環境を育んできた。この地域には今

を作り出すことで、地域の文化遺産であるため池を認識

なお、歴史あるため池や、希少種の生き物が生息するた

し、私たちとの関わりを考え、保っていくことの重要性

め池などの特徴ある多くのため池とそれらを結ぶ網の目

を風景を通して伝える試みである。

のように張り巡らされた水路が地域の豊かな水辺空間を
創出している。
近年では、水田の減少によるため池の改廃が進み、た

これらの取り組みはまだ始まったばかりであるが、た
め池協議会と協力して活動を少しずつ続けることで地域
のため池を保全・活用するまちづくりを目指している。

め池が人工物であることから管理や利活用に於いても多
くの問題を抱えている。希になってしまった美しい石積
みの土手の残るため池の景観をいかに保全するかは急務
の課題である。（写真 1）
一方でこれらのため池や水路の環境を地域のかけがえ
のない財産として評価し、保全・活用を目指して地域の
人々がため池を中心としたまちづくり活動に取り組んで
いる。ため池を中心に活動する「ため池協議会」と称す
るコミュニティ組織もいくつか活動している。ここでは
明石高専工藤研究室が共同して取り組んでいる、いくつ

౮⌀ ޓ⍹Ⓧߺߩᱷࠆߚᳰޕᚻ೨ߪ⍹ࠍᣇᜬߜߢߖࠅߐߖߚᵞ႐ޕ
ᵞữ᧼ߣ߫ࠇࠆޕ

かの活動について紹介する。

ടฎᄢᳰ▤ℂౝߩߚᳰඳⷩળ࠹ࡑ㙚
東播磨地域では、ため池や水路の水辺空間を有効な社
会資源として着目し、魅力ある地域作りを目指す「いな
み野ため池ミュージアム創設プロジェクト」が進められ
ている。この関連施設としてため池の歴史やしくみ、た
め池協議会の活動紹介、ため池の生き物についての情報
を発信するための展示スペースである。（写真２）
中央の兵庫県産のスギで作られた展示台にはため池の

౮⌀ ߚޓᳰඳⷩળ࠹ࡑ㙚

生き物の標本と生き物カードやパズルが展示され、ため
池に関する情報が展示パネルによって示されている。可
能なものは全て地域の人達と作成することとし、ため池
協議会や生物の保全活動を行っている専門家の方などと
協力して取り組んだ、天井は学生達がため池から刈って
きたヨシで葺いた。稲美町加古大池を訪れる人々、特に
子供達に人気の場所となっている。

ߚᳰࠗ࠻࠻ࡊࡊࡠࠫࠚࠢ࠻
播磨町と明石市の４つのため池で行った子供達とのワ
ークショップである。身近なため池に自分達で日常と異
10
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౮⌀ ߚޓᳰࠗ࠻࠻ࡊࡊࡠࠫࠚࠢ࠻

㧨᥊ⷰᴺ߳ߩขࠅ⚵ߺ㧪

実である。建築物については、既存の計画概念のまま敷

ޓ⺑⺰ع᥊ⷰᴺߣ᥊ⷰ߹ߜߠߊࠅ

地単位の基準でしかなく、また、つくる基準はあっても

㧙⥄↱⸳⸘ࠍᵴ߆ߔ㧙

場所の使い方や環境管理に関するルールやしくみを位置
小浦久子
（大阪大学）

づけることには及んでいない。このため、地域の状況や
景観課題に応じて、自主条例による取り組みが必要なと
ころもある。

ᱧผ߆ࠄㇺᏒ߳
景観への関心は、1960 年代の歴史的町並み保存に始
まる。歴史的資源の多く残る関西では、京都や奈良の歴
史的風土保存地区指定をはじめ、伝統的建造物群保存地
区の指定も多い。歴史的町並み保全は、今も景観まちづ
くりの中心的テーマの１つである。
70 年代後半になると新たな開発や公共空間において、

それでも、法的に「景観」が位置づけられ、社会的認
識をつくる土俵ができた意味は大きい。

᥊ⷰᴺߩ․ᓽ
課題をもちつつも、景観法は、景観から地域環境への
取り組みの可能性を広げている。
１つには、景観計画は都市計画区域だけでなく、行政
区域内のどこででも使える。農政との連携が制度的に位

デザインの質が求められるようになる。まもる景観だけ

置づけられたことにより、景観＝地域環境の視点から、

でなく、つくる景観、そだてる景観へと対象が広がった。

農業の持続や総合的な土地利用政策も視野に入る。

地域の景観形成への取り組みは、神戸市都市景観条例

次に、景観計画の内容は、法的枠組はあるものの、景

(1976) に始まる。80 年代は、地区計画 (1980) や HOPE

観行政団体（自治体）に大きく委ねられており、地域特

計画 (1983)、街並み環境整備事業 (1988) など、まちづ

性と目的に応じてかなりの自由度をもって決めることが

くりと景観がつながる時期であり、90 年代には、多く

できる。

の自治体で景観条例が策定されるようになった。
これまで、景観形成へ取り組みは、自治体の自主条例

また、景観行政団体だけでなく、提案制度により、土
地所有者 2/3 以上の合意のもと住民、NPO が計画提案

によって進められてきたのである。

主体となることができる。地域のまちづくりにおけるル

᥊ⷰߪၞⅣႺߩࠇ

ールづくりにも景観計画や景観地区が活用可能であり、

多くの景観条例には、地域の特徴的な町並みや風景の
ある地域を指定し、その保全・形成のルールを決めるし

地区計画や条例による協定以外にルールづくりの選択肢
が広がったといえる。

くみを持つものが多い。しかし、景観とは、歴史・風土

景観計画の内容については、法定の手続である勧告や

や美的な価値によって評価されるものだけではなく、日

変更命令によって、その実現の実効性が高まっている。

常の生活をとりまく環境の現れである。ふつうのまちの

あわせて地域の景観資源である建造物を維持するため

環境に地域らしい快適さを求めていくところに、景観ま

に、相続税の優遇措置が設けられたことは、文化財的価

ちづくりがある。

値のみではなく、地域の景観価値を社会的に認めたこと

だからこそ、景観条例やまちづくり条例にもとづき、
地域の人々がつくる協定やまちづくりのルールが、景観

であり、その意義は大きい。

᥊ⷰ⸘↹ߩၮᧄ

形成につながるのである。景観は、規制や数値基準を決

景観計画は、計画区域を決め、景観形成の方針を示

めれば自動的に良くなるものでもない。建て替えの続く

し、その実現のための行為の基準をつくることが基本で

一般的な市街地では、建て替えによっておこる変化を調

ある。景観計画を決めると、区域内の全ての建築物、工

整し協議することも、景観形成に必要である。地域の主

作物、および開発行為が届出の対象となるが、条例によ

体性が大事なのである。

り届出除外を決めることができる。

᥊ⷰᴺߩ⺖㗴ߣน⢻ᕈ
景観法ができたからといって、景観が良くなるわけで
はない。どのように使うかは、自治体次第である。

歴史的市街地や地域環境に特徴があるところでは、地
域の景観像が明確であり、地域の人々にも景観のあり方
が共有されていることが多い。こうしたところでは、景

広域景観への取り組みや協議手続き、景観計画の基準

観形成の方針やその実現のための基準を、景観計画に詳

の作り方など、制度技術的に問題が残されているのも事

細に示すことが可能であろう。例えば、近江八幡市が今
2006/2
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回決めた景観計画区域の内容がこれにあたる。
しかし、このようなフルセット型の景観計画ばかりが

ᱧผ߆ࠄㇺᏒ߳
㧙ㄭᳯᐈᏒߩ㘑᥊ߠߊࠅߦߟߡ㧙

想定されているわけではない。地域ごとに多様な景観計

深尾甚一郎

画の使い方を提案していくことが期待されている。

（近江八幡市建設部風景づくり推進室）

᥊ⷰ⸘↹ߩน⢻ᕈࠍᐢߍࠆ
一般的には、必ずしも景観像を明確にできない地域が
多い。そのようなところでは、当面、景観づくりの手が

Ꮢߣ᥊ⷰᴺ
景観法が平成 16 年 6 月に制定され、平成 17 年７月

かりとなる景観資源だけでも守りたい、あるいは、まず

に全国で初めての景観計画を本市において策定しまし

地域で景観を考える協議の場をつくりたいなど、景観へ

た。この計画は急に策定したものではなく、約 35 年前

の取り組み方は多様に考えられる。このとき、景観法で

から景観に関する動きが市民運動として動き出してきた

規定されている景観協議会や景観重要建築物等の指定と

一つの過程であります。

いったしくみを使おうと思うと、景観計画が必要になる。

近江八幡市の中央にある八幡堀は、今から420年前に

そこで、しくみを使うための舞台装置としての景観計画

豊臣秀吉の甥、豊臣秀次が造った八幡城の外堀でありま

も考えられる。

す。この堀は敵から城を守るというためではなく、琵琶

行政区域を景観計画区域とし、景観に大きな影響を及
ぼす行為以外、ほとんど全てを届出対象から除外すると
か、最低限守るべき色調とか、周辺との調和を基準にす

湖を周航するすべての船を一旦、八幡堀に寄港させる掟
をつくり、八幡の町を発展させるように企て、その後八幡
（近江）商人の発祥として大きな基礎となりました。しか

るなど、ゆるやかな内容の計画をつくり、景観重要建築

し、戦後は輸送手段が陸運へ変わる中で、しだいに賑わい

物等の指定や景観協議会の立ち上げを実態的に可能とす

をみせた八幡堀も、市民から忘れ去られゴミ捨て場とな

ることも、制度的にはできる。

り無用の長物となっていました。昭和40年代に入ると、
モ

大阪市のように大規模協議だけを当面の対象とするな

ータリゼーションの中で埋め立て計画が始まりかけまし

ど、特定目的型の景観計画からはじめ、地域ごとの計画

たが、青年会議所を中心とした中で、粘り強い修景保存運

を段階的につくっていくやり方もある。この場合は、景

動が展開されました。これは単なるノスタルジーでもな

観計画の方針のなかで、景観政策における位置づけや今

く観光化でもありませんでした。それは本市にとって将

後の進め方を明確にすることや、自主条例や要綱などと

来の八幡堀をどのように位置づけるのかといった問いか

組み合わせた総合的な景観形成施策について、体系的に

ら、
「堀は埋めたときから後悔が始まる」を合言葉に八幡

広くわかりやすく伝えることが重要である。

のすばらしい歴史文化・風土を継承するためには、八幡堀

ၞߩᎿᄦ

は八幡商人のまさしく中心部分（コア）であり、無くして

景観計画は景観法の基本であるが、他にも景観地区の

はならない大切なものとして保全していこうというもの

認定制度を活用する協議型ゾーニング、特定用途制限地

でありました。このとき(35年前)からすでに、市民の中に

域と景観計画による調整区域における実質的な土地利用

は景観という視点がすでに意識されており、その後のま

規制、地区計画の形態意匠条例による地域協議導入の可

ちづくり運動として、重要伝統的建造物群保存地区や水

能性など、都市計画との連携も多様に発想できる。

郷の保全運動へと繋がってきています。

多様な試みには、地域のまちづくりを通して、景観に

平成 15 年度から本格的に景観条例を策定し一定の規

対するコンセンサスをつくることが重要であり、それぞ

制をしようとしていた矢先に、景観法が制定され、本市

れの自治体が景観政策をつくり、地域が主体的に取り組

としては追い風のごとく、景観計画において規制をして

みを選択し創造していくことが求められている。地方分

いこうとシフト変えをしました。

権が試される法制度である。
＊建築学会都市計画委員会ガイドラインＷＧ編により景観法活
用の基本と応用について、３月末に出版予定。

本市では当初より単なる視覚的な景観規制だけでな
く、「詩情あふれるまちづくり」という文化政策として
の重要施策としての位置づけにおいて、人々の営みをも
入れ、「美意識のルネッサンス」ともいうべく、21 世紀
の目標をおき、すべての施策を展開しているところです。

12
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ᄢ㒋Ꮢߩ᥊ⷰᒻᚑߩขࠅ⚵ߺ

住民説明会においては、当初より「観光化でもなく単な

阿部

る外観の規制をするだけではない」ということを強調し

正和

（大阪市都市デザイン課）

ておりました。景観コントロールを進めながら、地域の住
み応えを高め、それは地域の魅力となり、誇りにつながっ

⟤ⷰߩᜰቯߦᆎ߹ࠆขࠅ⚵ߺ

ていくことになり、やがては地域文化の向上により産業・

「都市美は一面輪奐の美である。」注）その美醜は都市の

教育・コミュニティーなどが大きく成長して行くことに

品位保持の上からも重大であるとの観点から、昭和 9 年、

なるということを説明させていただきました。当然のこ

大阪市は由緒ある中之島や大阪城周辺とともに、将来の

とながら行政においては総合行政として進めて行かなけ

高層建築地帯として大阪駅前や御堂筋沿道等の約 126ha

ればなりません。

を美観地区に指定した（昭和 13 年に一部追加）
。この美

วᗧᒻᚑߪ₸⋥ߥᗧࠍߔߎߣ߆ࠄ

観創造を目的とする指定当時の志は、様々な建築誘導制

景観計画の中心になる行為規制については、地域住民

度の中で今日まで受け継がれている。

の意見が最重要であります。住民（策定委員会）の心の中

その一つが、昭和 57 年から実施している建築美観誘

からの意見が出やすいように、策定委員会を開く前に充

導制度である。都心の主要街路沿道を対象に、民間の建

分な事務局会議を開催し、ワークショップなどの工夫を

替え更新の機会を捉えた事前協議により個性的な沿道景

しました。例として、まず大きな地図を広げ、
「 私が案内

観の形成を進めている。平成 7 年には御堂筋まちなみ誘

し（見せ）たい集落内のポイント」を示していただいたり、

導制度を創設し、御堂筋の淀屋橋〜中央大通間を対象に、

「お勧めの散策コース」を描いてもらったりしました。

ࠦࡒࡘ࠾࠹߽ࠖ᥊ⷰߢࠆ
地域住民のほとんどは、景観を観光化したくないという

御堂筋に面する外壁の高さを 50m に統一するとともに、
壁面後退や低層階の用途の誘導等により、大阪のメイン
ストリートにふさわしい魅力あるまちなみの創出をめざ

考えでありました。それは、生活の場である集落内を観光に

している。

したくないということであり、いいかえれば、コミュニティ

注）大阪市土木部 ｢ 大阪都市計畫並同事業輯攬 ｣ 昭和 12 年

ーの場である集落は、落ち着いた空間、やすらぐ空間であり
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続けたいという願いであります。この空間が地域住民とし

本市では、市域の景観の向上及び地域の特性を生かし

て大切にしたい一つの景観であると感じました。

た都市景観の形成に資することを目的として、平成 10

ኻ⠪ߣߩ⼏⺰߆ࠄᆎ߹ࠆ

年に「大阪市都市景観条例」を制定した。条例に基づき、

どのような地域にも必ず行為規制に対しての反対者が

平成 11 年に大阪市景観形成基本計画を策定し、
「アメニ

おられます。特に当該計画区域内は、自然公園法、県ヨシ

ティと美しさに満ちた大阪らしい都市景観をつくる」こ

群落保全条例、県風景条例等に基づく多くの規制が既に

とを基本目標として、景観形成地域（都心中央部など 4

あり、その上にまだ規制が被さるのかという住民の大き

地域）の指定、大規模建築物等の景観協議、指定景観形

な抵抗がありました。行政としても、
「 規制によって生活

成物の指定（22 件）、地域における協定の締結、大阪都

を苦しくするのでなく、魅力ある地域を創りあげていく

市景観建築賞の表彰等により、大阪らしい都市景観の形

ことが目的である」ということを常時説明しておりました。

成に取り組んでいる。

このようななかで嬉しかったことも多くあります。当

᥊ⷰᴺߩᵴ↪ߦߟߡ

初より大反対されていた人が計画決定のあと、
「この計

平成 16 年 6 月の景観法公布を受けて、同年 11 月に

画で自分たちの魅力ある地域が孫たちにも引き継ぐこと

大阪市都市景観委員会に景観法活用検討部会を設置し、

が確約され、本当にうれしい。全国に広がってほしい。」

景観法を活用した本市の景観施策はどうあるべきかをご

と言われたときなどは感極まる嬉しさでありました。す

審議いただき、平成 17 年 9 月に提言をいただいた。そ

でに施行して４ヶ月間ではありますが、大きな成果を得

の基本的考え方の概要は次のとおりである。

ています。

①景観法の基本目標は、
「魅力ある景観やうるおいある空

これからも市民と行政が協働で魅力ある景観づくりを
進めていく所存です。

間の創出」という大阪市の政策目標と軌を一にするの
で、景観法を積極的かつ戦略的に活用するべきである。
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②市域全域において景観法活用の条件整備を図る観点か
ら、市域を対象に景観計画を早期に策定することが適

ᄢᵤᏒߩขࠅ⚵ߺ
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切である。また、その後、地域特性に応じた景観計画

髙木裕司

の充実や詳細化が求められる。
③景観法の活用とともに、大阪市都市景観条例を改正し、
総合的な景観施策体系を再構成することが必要である。

（大津市都市計画部都市景観課）

ߎࠇ߹ߢߩขࠅ⚵ߺߣ᥊ⷰᴺ
大津市は、平成 15 年に全国 10 番目の古都に指定さ

この提言を受けて、本市では景観法活用の第 1 段階と

れた。世界遺産の比叡山延暦寺をはじめとした各時代を

して、市域全域で景観法の諸制度が活用できる条件を整

代表する数多くの歴史的文化資産が背後の山並みや琵琶

えるとともに、条例に基づく大規模建築物等の景観協議

湖と一体となって、近江八景に代表されるような特色あ

を法に基づく手続きとする方針で、市域全域を対象に基

る景観を形成している都市である。本市では、これらの

礎的な事項を定める大阪市景観計画素案と大阪市都市景

優れた景観を保全するため、古くから、背後の山並みや

観条例改正方針案を作成し、同年 11 月にパブリックコ

琵琶湖岸部分に対する風致地区の指定や全ての住居系用

メントを実施した。今後、いただいたご意見を踏まえて、

途地域に対する高度規制等、様々な先進的な取り組みを

平成 17 年度中に景観計画の策定と条例改正を行いたい

行ってきている。
しかし、近年の著しい都市化等により、現行の制度

と考えている。

ᄢ㒋ࠄߒ᥊ⷰᒻᚑߦะߌߡ
本市の景観形成においては、民間開発の協議型誘導に

や取り組みでは十分に対応できない状況も生じてきてい
る。そこで本市は、平成 14 年度より景観形成事業に取

よる本市を代表する景観の形成と、市民との協働による

り組み始め、平成 16 年度に景観形成の理念を示した「古

地域の身近な景観形成を進めていくことが必要である。

都大津の風格ある景観をつくる基本条例」を制定し、併

本市では、景観計画策定にあわせて景観施策体系を見

せて、これに基づき「古都大津の風格ある景観をつくる

直し、今後、市民・事業者・ＮＰＯ等と連携・協働しな

基本計画」の策定を行った。現在は、この基本計画を具

がら、第２段階としての景観計画の充実・詳細化を進め、

体的に進めていくため、景観法を活用し、景観行政団体

地域特性を生かした景観形成を進めていく考えである。

となり、平成 18 年 4 月の景観計画の策定に向け準備を
進めているところである。

ᄢᵤߩ᥊ⷰ․ᕈߣ᥊ⷰ⸘↹
大津市は、合併を繰り返しながら湖に沿って線状に構
成された都市である。そのため、長い歴史を背景に、市
域全域にわたって地域ごとに個性豊かな景観が形成され
ている。また現在では、近畿の中核都市のひとつであ
り、京都や大阪等のベッドタウンとしての顔も持つこと
から、開発圧力が高く、市域全域にわたって景観保全の
必要性が生じている。景観法では景観計画区域内でのみ
法令や制度が適用されることから、このような景観特性
を持つ本市のような都市では、その対象区域を市域全域
とする必要がある。そうすることではじめて、景観協定
や景観重要建造物・樹木の指定等の景観法の制度を市域
全域で用い、景観形成を進めて行くことができる。本市
では、景観計画区域内を、基本計画に基づいた景観構成
要素や地域特性に応じた地区に区分し、各々に景観形成
方針を示すことにより、市域全域で、地域特性に配慮し
た景観形成の推進を目指している。また、地域特性に応
ᓟߩขࠅ⚵ߺࠗࡔࠫ㧔᩺㧕
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じて区分された各地区を、さらに用途地域を拠り所とし

た景観類型により区分し、その区分ごとに景観形成の基

である。今後、具体的な取り組みが始まるが、「景観づ

準を定めている。言うまでもなく、都市計画制度におい

くり」は、市民の方々の共通理解が大前提であり、その

ては、用途地域ごとに建築物の用途、形態、建蔽、容積、

推進にあたっては、市民と行政がパートナーシップを取

高度等について、一定のルールを定め、これに基づきま

っていけるかどうかが鍵となる。そのため、このような

ちづくりが進められているが、用途地域を拠り所とした

地域ごとの住民主導の景観形成こそ、今後の本市の景観

景観類型ごとに景観形成の基準を定めることで、都市計

形成の行方を担っていると考えている。

画によるまちづくりと整合した形で景観形成を進めてい

ޓ⺑⺰ع੩ㇺߩ᥊⦡ߣߘߩᜬ⛯ᕈ

けるものと考えている。

樋口忠彦（京都大学）

具体的な景観形成誘導手法は、景観に与える影響が大

জ͈ȸࠊ۷͈ࢹ௮ȹ͉Ȃฎআაͬๅ̱̹͈̳̦́͜Ȃ̷

きいと考えられる中高層建築物の建設等を対象として景

͈ඤယ͈ఉ̩͉Ȃජၻ͂ނസ͈ࠊ̜̥̞̳ͬ̾̽̀͘ȃฎআ

観法に基づく届出制度により進めて行くが、市内全域に

ა̥̥̹͉৾ͤ̽ࣼͅȂ̻̠̓͡ఱڠ́Ȃȶࡔതٝܦȷ͂

おいて、前述した景観形成基準に基づき緩やかに規制・

̞̠̭̦̹̞͂͂̀ͦ͊ލএ̞̳͘ȃ̷͈̹̺͂̽ޣגএ̞͘

誘導することにより、まち全体についてデザイン的な調

̳̦Ȃུ͈ࠊ͈ࡔത̭̠̞̠̱ٝ́͂͂͢ͅܦȂජၻ͞ނ

和を図ることを目指している。

സ͈ࠊͅ۾̻ͬ͜Ȃ̷ͦͬა͈৽̈́చય̱̱̹͘ͅȃ
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一方、景観形成上、特に重要な地域については、さら
に強く景観形成を進めて行くことが求められている。
琵琶湖越しに背後の山々を望む、或いは山手から琵琶
湖を望む眺望景観は、市民の心にいつまでも残る原風景

ၫ̦ࡠ̞̹ͣͦ̀ͥ͛Ȃ̵̶̞̞ˏฑː́Ȃ͉ξȜΑ
γΑΞσȂၳ͞औࣜ࿒͉মஜͅැවͤͅ൦̢̱̹̠͈́Ȃ
࡛౷औ̱̹́ȃ̭̦ͦȂාͅˎ̩̞̺̹ٝͣ̽͂এ̞̳͘ȃ
শ̦̹̱̞̀ͦͣ͘ࡠ͉ۼȂ̷̺̫ͦ૯࠵̺̹͈̱̠̽́͡Ȃ
ང̹ͦાਫ਼͈ఘࡑ͉Ȃ̞̜̰̥́͘͜͞ͅவ̧̳̽̀͘ȃ

のひとつでもある。景観計画では、この大津市を代表す

૽͉̞̞ͧͧ̈́ͅ͏̯̦̜͈̱̠̦ͥ͂ͥ́͡Ȃජၻ͞ނസ

る重要な眺望景観を保全し、本市の景観の素晴らしさを

͈ࠊ͉Ȃজ͉̭͈̠͂̽̀̈́͢ͅփྙ́Ȃ͏̯͈̠ͥ͂̈́͢

広くアピールするために、重要な眺望点及びそこからの

ࠊ̳́ȃ

眺望景観の選定を行っている。さらに、これら眺望景観

̭̠̞̠ނസͅਯ͚̠̈́̽̀͢ͅˏා̳̈́ͤ͘ͅȃٸြ͈ࡄ

に大きな影響を与えると考えられる地域を眺望景観保全

ݪ৪̱͂̀ವ̞̹͛̀ނസ͈ࠊͬȂਯ૽̱͂̀ુഎͅವ͛

地域として指定し、眺望景観の保全・形成方針及び景観

̠̹̫̳̥ͥ̈́̽ͩ́ͣ͢ͅȂ૧̹̈́อࡉ̦̜̳ͤ͘ȃশ͉ͅ

形成基準を示すと共に、当該地域における一定規模を超

ఱ̧̈́อࡉ̦̜̳ͤ͘ȃ

える建築等の行為を対象としてシミュレーション等を義

۪͈͈̥͈ͬ̈́ͭ̓̈́͜ޏȂུ૽͉ࠊ̱͂̀ࡉ̠ͥ͢ͅ

務付け、景観誘導を行うこととしている。これにより、

̹͈̥̈́̽Ȃ̷͈Ⴄঃ̹͙̠ͬ̓̽̀͂͢এ̞̞̹͈͉̾ȂːȂ

本市の重要な景観特性である琵琶湖と背後の山並みとに

ˑාஜ͈̭̳͂́ȃષࡣ̥ͣ߃ଲ́͘ͅȂ࿐͈̞̠͜ܨȂ૰ș

より構成される雄大な眺望景観の保全並びに水辺を中心

͂ऱႛ͈ܨȂ࣭ࡉ̧͈̫̱Ȃঅ̧̱̫͈ܬȂظ྅Ȇྴਫ਼͈̫

に形成される新たな近代的都市眺望景観の創造を図るこ

̧̱Ȃ͈ࠊ̈́̓ͬࡉ̱Ȃ߃యո͉ࣛͅȂྶܨ͈اٳȂ

とを目指している。

࣭ၛ͈໓ࠊ̈́̓ࡉ̱̦̈́ͣȂ࡛हͅঢ̞͈͉̽̀ͥ́̈́

また、併せて大津市の景観形成上、特に重要な地区あ

̞̥͂এ̞̳̽̀͘ȃ

るいは地域住民の積極的、主体的な景観まちづくりの取

ނസͅਯ͉̭̹̞ͭ́͂̿ܨȂඅͅષࡣ̥ͣ߃ଲ̞̹ͥͅۼ

り組みが行われる地区については、今後、地域住民のワ

ͅࡉ̧̯̹̯̰ͦ̀̈́͘͘ࠊȪܨȂ̧̫̱Ȃࠊȫ̦Ȃ

ークショップを中心に創り出す「地区別景観形成実施計

ނസ͉́Ȃ̩͢ࠑઇȂ༗ం̯ͦȂఉ̩͈૽͍̱͂ͦ͘ͅڢȂ

画」の策定を前提として、「特定地区」として取り扱う

͈ڰಎ̧̞̺̞̞̠̭̳̀ͥ͂͂́͘ͅͅȃ̭͈อࡉ͉ͅޥ

ものとしている。その際には、計画内容（景観形成方針、

̧̱̹͘ȃ̞́͘͘Ȃ̞̩̥͈̾സঌ͞౷֖͓̱̹̦́͘Ȃ

規制誘導基準、景観重要建造物・景観重要樹木の指定方

̭͕ͦ̓ఉအ̈́ࠊͬ૽͍̦̞̱͂ͥ́ͭڢਫ਼͉Ȃ̭̓̈́͜ͅ

針など）を景観計画に位置付け、法の強いバックアップ

̥̹̥̳̽ͣ́ȃ

による景観形成を目指している。
本市の景観形成事業はスタートラインに立ったばかり

̶̈́ނസ͉́ȂႤঃഎ̈́ࠊ̭͈̠̳̭̦ͬͥ͂́͢ͅ
̧̹͈̱̠̥́͡ȃ̭̦ͦজ͈૧̱̞ࡄݪΞȜζ̳́ȃ
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日本都市計画学会関西支部の 2005 年度総会は、2005 年

１．収入の部

４月 26 日（火）13：30 〜 15：00 に大阪市立大学文化交

大科目

流センター大ホール（大阪駅前第２ビル６Ｆ）において開催

会費

された。支部正会員出席者 26 名、委任状出席 316 名、合計

事業収入

154,000

536,500

342 名により、総会が成立した。

繰入収入

1,387,171

1,387,171

229

30

5,361,000

5,716,801

支部規定により藤田健二支部長を議長とし、下記の６議案

予算額

決算額

3,819,600

3,793,100

その他収入

について審議し、１から５号議案は議案書どおり議決された。

収入合計

６号議案については、榊原和彦総務委員長から、支部規定に

２．支出の部

よる役員として支部長、副支部長、幹事、監事、顧問の提案

大科目

予算額

決算額

がおこなわれ、提案どおり議決された。

管理費

2,139,000

1,964,438

(1) 第 1 号議案

事業費

2,366,000

2,120,395

2004 年度日本都市計画学会関西支部活動報告−報告：
榊原和彦総務委員長
(2) 第 2 号議案
2004 年度日本都市計画学会関西支部決算−議案説明：
堀口浩司会員・会計委員長
(3) 第 3 号議案
2005 年度日本都市計画学会関西支部活動方針−議案説
明：榊原和彦総務委員長
(4) 第 4 号議案
2005 年度日本都市計画学会関西支部予算−議案説明：
堀口浩司会員・会計委員長
(5) 第 5 号議案
日本都市計画学会関西支部規定の改正について−議案説
明：榊原和彦総務委員長
(6) 第 6 議案
2005 年度日本都市計画学会関西支部役員選出について
䃂ᡰㇱᵴേႎ๔
１）幹事会を６回開催した。
２）都市計画シンポジウムを２回開催した。
３）都市計画講演会を２回開催した。
４）公開都市計画事例研究会を２回開催した。
５）研究助成「都市計画研究会」シンポジウムを１回開催した。
６）支部だより No.19 を発行した。また、支部ホームページ
により広報活動を行った。
７）研究助成「都市計画研究会」について、支部研究助成３
件を実施した。
８）海外都市計画交流会を大韓民国（ソウル他）で実施した。
また、
（国際交流）講演会を１回開催した。
９）関西まちづくり賞の審査を行い、３件を授賞対象として
決定した。
10）第２回関西支部研究発表会を開催した。20 件の発表が
あり、３名に研究奨励賞を授賞した。
11）会員への情報提供の利便性、迅速性を向上するため、会
員向けメールマガジンに関するアンケートを実施した。

16

に関わる人材育成について」）を設置した。
䃂 㪉㪇㪇㪋 ᐕᐲ▚

受託研究事務費

0

0

予備費

356,000

0

繰越金

500,000

1,631,968

5,361,000

5,716,801

支出合計

䃂 㪉㪇㪇㪌 ᐕᐲᵴേᣇ㊎
１）より円滑で活性化した支部活動
支部活動のさらなる円滑化、活性化のために、支部 HP
の活用、HP サーバ・サービスの活用、事務局体制の整備、
会員参加の推進、会員デマンドの把握などに努める。
２）会員サービスの改善と会員の募集活動
会則の改定により学生会員が自動的に正会員へ移行する
仕組みがなくなる。正会員増加のため学生および卒業者向
けの勧誘イベントを検討する。会員サービスの向上のため、
メールマガジンやインターネットによる情報提供の強化策
を推進する。支部の主催する各種イベントへの受講証の発
行を検討する。
３）都市計画シンポジウムの開催
２回開催する。特色あるまちづくりや時代性のあるテー
マをとりあげる。
４）都市計画講演会の開催
２回開催する。関西都市計画の歩みや新たな動向、周辺
領域からの視点などに着目する。
５）都市計画事例研究会の開催
都市の活性化、関西の地位向上につながる都市計画先進
事例の調査・検証を行う。
６）広報について
支部だより No.20 を発行する。また、支部ホームペー
ジにより情報発信を行う。
７）研究助成「都市計画研究会」について
新規・継続合わせて４件の支部研究助成（1 件 10 万円
／年）を行う。少なくとも１件を若手研究者に優先的に割
り当てる。「都市計画研究会シンポジウム」を開催する。
８）国際交流の推進
都市計画国際交流会を１回開催する。さらに、東南アジ

12）各種委員会の公募を行い、４名の参加を得た。

アなどに都市計画視察団を派遣する。また、人的ネットワ

13）特別委員会（テーマ：
「今後の都市計画教育と都市計画

ーク形成を推進する。
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９）関西まちづくり賞について
関西で実施された顕著なまちづくり事業ならびに活動の

顧問

成果を表彰する。
10）学術研究論文発表会について
2005 年度（第３回）日本都市計画学会関西支部研究発
表会を７月 20 日（水）に開催する。

天野

光三

三輪

泰司

森

康男

平峯

悠

土井

幸平

飯田

恭敬

浅野

誠

青山

吉隆

金井

萬造

藤田

健二

岩本

康男

安田

丑作

西村

11）委員会への会員公募参加について
各種委員会の委員を公募する。
12）特別委員会について

昂（物故）

支部長

鳴海

邦碩

副支部長

榊原

和彦

幹事

原

「今後の都市計画教育と都市計画に関わる人材育成につ
いて」をテーマとし、議論を重ねていく予定である。

正木

啓子

正裕（特別委員会副委員長）

小谷

通泰（編集・広報副委員長）

梶山

善弘（事例研究委員長）

上甫木昭春（国際交流委員長）
䃂 㪉㪇㪇㪌 ᐕᐲ੍▚

川崎

１．収入の部

川田

大科目

中科目

会費

支部交付金

事業収入
繰入収入
その他収入

利息等

予算額

小浦

久子（関西まちづくり賞選考委員長）

参加費

180,000

佐藤

道彦（企画・事業委員長）

繰入金

1,631,968

澤木

昌典（企画・事業副委員長）

−

田中みさ子（会員・会計副委員長）

5,424,000

２．支出の部
中科目

管理費
給与手当等

田原

直樹（国際交流副委員長）

塚本

直幸（特別委員会副委員長）

予算額

難波

2,129,000

日野

泰夫（研究発表委員長）

225,000

堀口

浩司（会員・会計委員長）

会議費

健（関西まちづくり賞選考副委員長）

−

増田

旅費交通費

744,000

三輪

康一（編集・広報委員長）

通信運搬費

290,000

塚口

博司

消耗品費
事務局運営費
事業費

監事

昇（総務委員長）

中川

大

90,000
780,000
2,254,000

支部だより作成費

363,000

講浜会等企画事業

530,000

会員サービス事業

140,000

総会開催

240,000

事例研究会

60,000

国際事業

70,000

全ての議案終了後、鳴海邦碩新支部長より就任挨拶が行わ
れた。以上で、総会は閉会した。
総会終了後、現在研究助成を受けている「都市計画研究会」
３件の報告が行われた。
○路面公共交通のための都市交通空間デザイン研究会−代
表：塚本直幸氏
○コラボレーションによる地域資産の発掘と価値の利活用
に関する研究会−代表：岡田昌彰氏

まちづくり賞

100,000

○歴史的まち資源を有する地方都市中心部の活性化に関す

インターネット

180,000

る実践的研究〜和歌山市中心部をケーススタディとして

研究発表会

221,000

−代表：林田大作氏

研究助成

300,000

特別委員会

50,000

受託研究事務費

−

予備費

予備費

541,000

繰越金

次年度繰越

500,000

支出合計

均（総務副委員長）

神吉紀代子（企画・事業副委員長）

3,611,800

収入合計

大科目

雅史（研究発表副委員長）

5,424,000

䃂ᣣᧄㇺᏒ⸘↹ቇળ㑐ᡰㇱⷙቯ䈱ᡷᱜ䈮䈧䈇䈩

続いて、関西まちづくり賞の授賞式と受賞者によるプレゼ
ンテーション３件が行われた。
○四番町スクエアのまちづくり（彦根市、彦根市本町土地
区画整理組合）
○このまちに

新たな緑を

育て隊！

伝え隊！（雲雀丘

山手緑化推進委員会）
○市民協働による寝屋川親水空間整備事業（寝屋川市）

支部役員の人数、選定方法、職務について明確化するよう
改訂した。
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まちなかを元気にするために何が必要かを考えるため、17

支部の会員数が近年、減少傾向にあります。1990 年に支
部が発足し、その後 2000 年頃まで正会員、賛助会員ともに
順調に増加し、ピーク時には正会員 850 人、賛助会員 111

年度・18 年度に跨り、連続で講演会・シンポジュームを実
施することとしています。
第１回目は、２月 20 日に大阪市立大学の矢作弘先生に「中

法人、学生・外国人会員を併せて 1002 会員になりました。

心市街地と商業のまちづくり」と題して、講演会をお願いす

その後、年々、正会員、賛助会員ともに減少傾向にあります。

る予定です。中心市街地のまちづくりと大規模店舗の立地な

近年の不況の影響もあって、企業や行政など賛助会員が減

ど商業との関係を切り口に、外国事例、主にアメリカの実情

少し、支部の財政状況に影響が出ています。
支部予算を有効に活用するため、郵送費や各種会議費の削

と取り組みについても紹介をいただきながら、人口減少時代
のまちづくりを考えることとしております。

減などに取り組んでいます。活発な活動を進め、会員サービ

続いて、３月 25 日には和歌山市において、地方都市の中

スの質を維持しながら、経費を削減するという厳しい状況に

心市街地活性化に関するシンポジュームを開催する予定で

ありますが、郵便による印刷物の送付を e メールによるメー

す。和歌山での活性化の取り組みを、商店街を探索しながら

ルマガジン化などにシフトする方向で取り組んでいます。経

体感すると共に、シンポジュームでは、コーディネーターと

費削減と会員数の増加へのご協力をお願いします。

して和歌山大学の濱田先生に、パネラーとしては、地元から
大学・市民団体・行政の参加をお願いし、また、他都市での

ડ↹ᬺᆔຬળ䇭ႎ๔

事例を弘前大学の北原先生、山口大学の鵤先生から報告して

今年度は、都市計画を取り巻く新しい潮流を取り上げ , こ
れからのまちづくりのしくみを考える企画としました。
キーワードは、市民の参画・協働、中心市街地の活性化・
再生、エリアマネージメントです。

頂くこととしております。
18 年度には、現在、法改正が議論されているまちづくり
三法を取り上げ、シンポジュームを開催する予定です。
既に、一部の自治体では先行的に条例を制定し、郊外店舗
の規制を行おうとしているケースも出てきており、今後の対

１）
「協働のまちづくり」を考える
９月７日には、神戸の震災復興１０周年を契機に、神戸に
おいて「協働のまちづくり

策について議論を深めるきっかけを提供したいと考えており
ます。

これからのかたちとは」と題し

てシンポジュームを行いました。現地踏査として、長田の復

４）都市開発を考える

興まちめぐりツァーを行った後、コーディネーターに大阪大

都市再生プロジェクトとして、再開発が全国で実施され

学の小浦久子先生、パネラーとして、地元ＴＭＯや行政経験

ていますが、まちづくり協議会が作られ、エリアマネージメ

者に都市プランナーの方々５名を迎え、住民や市民団体、行

ントが実施されている先行的な事例を取り上げ、持続的に発

政、コンサルタントなどとの協働まちづくりのあり方につい

展するまちを作るための開発のしくみに迫ろうという企画で

て議論を深めました。

す。東京と大阪での開発事例を取り上げることとしました。

震災復興という時間的に制約のある中で、市民・市民団体・

１月 12 日には東京駅北側（丸の内）のエリア「大・丸・有」
（大

行政・コンサルタントなどが協働しながら進めたまちづくり

手町・丸の内・有楽町）でのエリアマネージメントの取り組

のしくみは、今後の都市計画のモデルになりうるものです。

みを三菱地所の長島さんから、１月 14 日には、大阪ミナミ

今後のまちづくりに反映するための課題や展望が議論できま

の開発コンセプトや実施状況について、大阪市都市建設技術

した。

協会の住家さんから、講演会方式で話を伺うこととしており
ます。

２）都市計画の職能についての海外事例報告
１０月２７日には、
「海外の都市計画の職能と教育」につ
いて、工学院大学倉田直道先生の講演を特別委員会との共催

࿖㓙ᵹᆔຬળ䇭ႎ๔
１）都市計画交流会

で実施しました。海外事例、特にアメリカにおける都市計画

今年度は、カンボジア（シェムリアップ）、タイ（バンコ

の実態を紹介いただきました。この中で、都市計画の実施は

ク）を平成 17 年 9 月 3 日〜 9 日に計９名で訪れた。まず、

自治体が中心であり、概念としては社会科学に近いこと、出

シェムリアップでは、アンコール遺跡とトンレサップ湖を

身分野も多岐にわたっていること、審議会や委員会に委員と

訪問した。アンコール遺跡では、遺跡の修復状況を踏査した

して参加する多くの市民が都市計画を学んでいることなど、

後、財団法人国際開発センターの渡辺道雄氏（経済学博士）
、

都市計画のしくみの違いを感じました。神戸のシンポジュー

現地で建築活動や人材育成を行っている小出陽子氏（一級建

ムでの議論も踏まえ、協働のまちづくりの具体的な進め方の

築士）と遺跡および周辺部の環境整備の実態と外国からの支

議論を深めていくヒントが得られたと思います。

援の現状について意見交換した。さらに、APSARA の地域開
発管理局長である TEP VATHO 氏にヒアリングする機会を得

３）
「地方都市・中心市街地の活性化」をシリーズで考える
18
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て、遺跡周辺の開発規制、市街地の街路景観のコントロール

および滞在型の観光推進に向けた施策などについて具体的な

風景だが長田ブランド育成で街に魂を入れようという試みが

説明を受け、同席した日本国政府アンコール遺跡救済チーム

神戸長田 TMO などを中心に進められている。また駅に隣接

の CHEA SOPANHA 氏に、帰国後アンコール遺跡および周辺

し温泉もついて都市居住が割安で実現できるマンションもあ

環境整備に関わる検討を行う旨を伝えた。また、アンコール

り印象的だった。

遺跡に隣接するカンボジア最大の湖であり、雨期と乾期でそ

また伏見はコンパクトな空間に酒造の街並みが残り TMO

の景観が一変するトンレサップ湖の水上集落を訪れ、村の空

伏見夢工房の十石船など様々な仕掛けによって街のグレード

間構造、生活風景への理解を深めた。

を高めている感じであり、街並みの連続性も震災で損なわた

次に、バンコクでは、バンコク首都圏庁都市計画局を訪問

灘に比べると高く町歩きの魅力としては伏見が勝る。長浜は

し、YONCHOKE SUKMARG 局 長、NARISA SOPHONDILOH

黒壁で有名であるがフィギュア博物館の設立など常に新しい

都市再開発部部長など計 10 名の都市計画家と懇談し、バン

工夫を試みている。それに忘れてならないのは曳き山を中心

コクの都市計画の現状と今後の方向について説明を受けた

とした伝統文化が表にも底流にあることを示す曳山博物館で

後、主にバンコクの運河、河川沿いの環境整備のあり方につ

ある。

いて、日本での事例を紹介しながら意見交換を行った。さら

当然のことだが歴史的背景、それに密接な地域に根ざす

に、バンコクでの区画整理事業を支援している JICA のメンバ

祭りなどのイベント、それを明解にする博物館などの拠点施

ー（長谷川知弘氏、澤田俊作氏、武内和背氏）に取り組みの

設、それらを総括する街を特徴付けるキーワード、さらに今

現状と課題をヒアリングし、区画整理対象地域や民間（NC

の人々に新しい工夫を示す TMO などの街づくり運営の中核

HOUSING PUBLIC COMPANY）の住宅開発地域を視察した。

組織の存在と、歩くことが楽しくなる空間的な連続性の重要

２）講演会の開催

性を実感した。

今年度は、都市環境デザイン会議と共催で、平成 17 年 8

一方有名な歴史的資産が少なくとも長田ブランド育成事業

月 31 日ドーンセンターにおいて、国立台湾大学陳亮全教授

や昨年取り上げた高槻のジャズストリートなど新たな街のキ

に「台湾の参加型まちづくりと震災復興」と題して、1999

ーワードを作りつつある例などがある。今後は１月に公開事

年に発生した大地震後のボランティアによる支援活動の展開

例研究会を大阪の上町台地の歴史に注目したテーマで行いた

から、市民主体のまちづくりが活発化していることなどに関

い。

する講演を頂いた。参加者は 38 名と比較的盛況であった。

․ᆔຬળ䇭ႎ๔

３）留学生との交流会
関西に在籍している各大学の留学生・日本人学生を対象と

「都市計画教育と都市計画に関わる人材育成について検
討する委員会」として 2 年目の活動を展開してきました。

して、大阪の西梅田及び北ヤードでの都市再開発の経過説明

2005 年 1 月には支部会員向けアンケート調査を実施し、回

と現場視察を通して、都市の再生や魅力ある都市イメージの

答者から参加希望を募り、3 月に 34 名の委員体制へと拡充

構築について意見交換をする交流会を、平成 17 年 12 月 21

しました。その後、6 月にかけて数回の全体会・分散会を開

日に実施した。参加者は、留学生 3 名と少ないものの日本人

催し、①社会的要請のもとでの今後の都市計画のあり方、②

学生 12 名、その他学会員など 6 名と盛況であった。学生の

都市計画家の役割・職能とその確立の仕組み、③人材の育成・

意見としては、大阪市の都市整備に当たって大阪らしさを失

教育・技術の継承の３テーマについて意見交換、検討を重ね

わないように努力してほしいといった意見や、特に北ヤード

ました。10 月には、ニューヨーク都市政策研究所青山公三

開発について、東京との区別や、高層ビルを建てるよりも

氏へのヒアリング、さらに工学院大学倉田直道氏を招いての

オープンスペースの確保、緑の確保などの重要性を指摘する

海外事例講演会を開催しました。11 月の千葉大学での学会

意見が多かった。

研究発表大会では、ワークショップを主催し、中間報告をす
るとともに活発な意見交換をしました。この内容は、学会誌

⎇ⓥᆔຬળ䇭ႎ๔

259 号（2 月発行）に掲載されますのでご参照ください。さ

今年も昨年に続いて都市のブランディングをテーマに事例

らに 2006 年 1 月には、インターネットを用いて全国会員向

研究をしている。従来は普段の委員会を会議形式で進めてい

けのアンケート調査を WEB 上で実施します。この調査結果

たが今年は委員会自身を街歩きをしながら実地に検証しなが

については、今後、何らかの方法で報告する予定です。

ら進めることとしている。
委員会は第１回目を祇園祭の宵宵宵山の京都で、第２回を
神戸長田地区の再開発地区の視察を兼ねて、第３回を先年に
公開事例研究会を行った灘との対比で伏見で、第４回をフィ
ギュアミュージアムもでき益々元気な長浜で行った。
京都は言わずもがなだが、イベント全てに共通することは
混雑への対処工夫がどうにかならないかである。長田は震災
復興の再開発が進んでいる様を見た。再開発ビルが立ち並ぶ
2006/2
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2005 年７月 20 日、大阪市立大学文化交流センター・ホ
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ールにて関西支部研究発表会が開催されました。３回目の研
究発表会ということで、いよいよ定着してきた感があります

٤

が、発表件数はこれまでと同様 19 編にとどまりました。研
究発表会をさらに発展させ、真に定着させるためには、会員
はじめ都市計画分野の方々への幅広い広報が不可欠であるこ
とを再認識しました。また、今年度も大学・行政・企業の若
手研究者の方々に発表頂きましたが、まだまだ、行政機関や
民間からの発表は多くありません。産・官のさらなる参加が
望まれるところです。とは言え、自由・活発な討議が可能に
なってきたことは好ましい限りです。
発表会後の表彰式兼交流会への参加者も増え、４名の受賞
者や支部長を中心に参加者が和気あいあいとした雰囲気の中
で交流を深めることができました。
末尾に、
発表論文の一覧 ( ○は研究奨励賞受賞 ) を示します。

٤

各セッションの座長 ( 正木啓子氏 ( 大阪府 )、榊原和彦氏 ( 大
阪産業大学 )、小谷通泰氏 ( 神戸大学 )、増田

昇氏 ( 大阪府

立大学 )) には、適切かつ熱心なコメントやアドバイスをいた
だきました。

٤

ᅑബ⾨ฃ⾨⠪ߩᣇޘ

2006 年度も、以下のように、今年度とほぼ同様のスケジ

٤

ュールで開催を予定していますので、奮ってご応募下さい。
詳細が決定次第、支部ホームページでもご案内します。また、
第１回〜３回までの論文集は事務局で購入できます。
●第４回関西支部研究発表会開催スケジュール
発表募集案内

4 月（総会案内の時期）

申込締め切り

5 月 10 日頃

原稿締め切り

6 月 10 日頃

研究発表会

7 月 10 日頃

今年度の研究発表委員会の委員は以下の通りです。
日野泰雄(委員長：大阪市立大学)、川崎雅史(副委員長：京都大
学)、澤木昌典(大阪大学)、下村泰彦(大阪府立大学)、田中利光(
大阪市)、
吉積巳貴(京都大学)
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