
日本都市計画学会関西支部 平成 18年度 ワークショップ 

「広域風景づくりの展開方向を考える」 

―滋賀の風景づくりから学ぶものとはー 

  

【趣 旨】 

 自治体の景観づくりが進められているなか、滋賀県は全国に先立ち、「ふるさと滋賀の風景を

守り育てる条例」を制定し、琵琶湖とその周辺を「琵琶湖景観形成地域」に指定することで、

琵琶湖を中心とした広域風景づくりに取り組んできた。さらに、この条例による風景づくりを

一層進めるために、景観法の制定を契機として、県全体として琵琶湖を中心とした豊かな景観

形成に向けた取組みを進めるための「ふるさと滋賀の風景づくりマスタープラン」をとりまと

めたところである。 

 滋賀県の風景の特徴は、琵琶湖という雄大なオープンスペースを中心に、それを取り囲む湖

岸、町並み、田園、丘陵・山系が、琵琶湖と一体的かつ広域的な風景を構成する点にあり、琵

琶湖に向かいあう自治体が互いに景観形成、風景づくりにおいて連携、協調が必要とされてい

る。こうしたなか、近江八幡市では、全国に先駆けて景観法に基づく景観計画を策定した。 

本ワークショップでは、こうした滋賀県の風景づくりに向けた取組みを検証しつつ、今後の

広域的風景づくりをどのように進めていくべきかについて展望する。 

  

【日時、場所】 

平成１８年１０月２８日（土） 午後３時～５時 

近江八幡市かわらミュージアム（滋賀県近江八幡市多賀町 738-2） 

 

【構 成】 

●司会進行                  

都市計画学会関西支部 企画事業員会副委員長 宮前保子 

●話題提供者 

黒﨑道雄氏 元滋賀県土木交通部技監・都市計画課課長 

～滋賀県における広域風景づくりの系譜～ 

深尾甚一郎氏 近江八幡市建設部都市・風景づくり課課長補佐 

  ～近江八幡市の水郷風景計画について～ 

川崎雅史氏 京都大学大学院助教授 
  ～水郷風景計画の策定の現場から～ 
※話題提供を受けてコーディネーターを中心に、幅広く広域風景づくりの課題や展開方向につ

いてワークショップを行った。 
 
 
 
 
 
 
 



【議事内容】 

宮前 
はじめに、３名の方から話題提供をいただき、すこし休憩をとった後、ディスカッションの

時間をとりたいと思います。みなさんご協力の程よろしくお願いいたします。 
それでは、最初に滋賀県の都市交通部元技監で都市計画課長であられました黒﨑様に｢滋賀県

における広域風景づくりの系譜｣と題して、お話をお願いしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 
 
黒﨑 
黒﨑でございます。お手元の資料をもとにパワーポイントを中心に説明させていただきます。 
まず滋賀県の風景について総括的に写真で説明したいと思います。滋賀県の風景を彩る要素

について、自然的風景を考えますと、やはり琵琶湖、それから周りにひろがる平野、取り巻く

山々、それからそこを源とする河川ということになります。琵琶湖を中心として非常に豊かな

水と植生、生態系でできています。 
 次に歴史的風景についてですが、近江は、地理的には東西の接点になっています。この関係

で人やものの交通の要衝となり、その結果、由緒ある旧街道や町並みが発達してきました。ま

た、社寺や庭園なども多くみられるのですが、特色としては、社寺が山の中腹や山麓に多く存

在する点にあり、それらが後ろの山の背景と調和して、自然と歴史がうまくマッチした風景を

構成しています。 
 社会的風景は、産業や生活などがつくる風景です。農林水産業なども自然の営みの中で生ま

れた風景です。また、新たに形成された駅前商店街や官庁街などの町並み、さらに地域住民が

主体となって保全・修景している中心市街地の街並みなども、滋賀県の風景の特色としてあげ

られます。 
 次に暮らしの中の風景について説明したいと思います。滋賀県では、多くのまつりや行事が

行われます。また、各地で行われる田植えとか雨乞いのように収穫や農作業に関するもの、節

分、盆、行事など社寺に関するもの、また、町民文化としての曳山祭りなどが見られますが、

その中で、四季折々の農作業やヨシ刈りなど、そういったものが季節を感じる風物として、人々

の心にうったえるものが風景ではないかと思います。 
このような多様な風景要素を背景として、この度、都市計画審議会と景観審議会の合同の部

会を開いていただき、風景マスタープランを策定いたしました。その中で謳われているのは、

１つ目はひろがりの風景、２つ目はつながりの風景、３つ目は地域らしさの風景で、こうした

点を滋賀県の特色と提示させていただきました｡ 
１つ目のひろがりの風景については、湖国を取り囲む山々から琵琶湖を見下ろすと、広大な

緑から田園、街並みに続いて雄大な琵琶湖が広がる盆地状の地形を呈しています。また、逆に

琵琶湖の湖上から周囲を見渡すと、田園や市街地の向こうに山々が見えてきます。比叡山など

の山々が連なっていますが､琵琶湖の対岸に位置する市町からもその姿を見ることができます。

すなわち琵琶湖を中心として、周辺にまちや集落、田園、河川、里山、山岳等が共存し、渾然

一体となった風景を醸し出し、ひろがりのあるまとまった１つの風景を形成しています。こう

した圏域が一つのまとまった風景を形成している事例は全国的にも例はないと思われます。 
 ２つ目のつながりの風景については、河川や道路、歴史街道、そういったものを中心に風景

が繋がっているという特徴です。 



 ３つ目の地域らしさの風景というのは、特に滋賀県の場合には、歴史的に育まれてきたそ

れぞれの地域の個性ある風景があり、そこには、先人から継承された風景を育てる、あるいは、

新しい風景を創造したり、修複したり、その中にふるさとの風景を支えていく熱い思いを持っ

た人々の存在があります。 
 
次に滋賀県の景観行政について説明します。昭和５５年にご存知の通りアオコ等の発生によ

り、琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例、いわゆる粉石鹸を使いましょう、合成洗剤をやめ

ましょうという条例ができました。一方そのころ、地方の時代の到来という流れの中で、滋賀

県では水質とともに景観を考えていこう、人々の心に残る風景を大事にしていこうという気運

が高まり、昭和５９年７月にふるさと滋賀風景を守り育てる条例が制定され、昭和６0年 7月 1
日から施行されました。この中には４つの柱があります。 

1 番目の柱は、地域・地区指定による景観対策です。ここでは基本的な基準を定め、住宅の
新築や宅地造成を行う時には届出を義務付けるとともに、景観形成基準に合わせて建築物の形

態、色彩、敷地内での位置、緑化措置などを県が指導助言するというものです。現在までに、

琵琶湖景観形成地域は、琵琶湖の周辺とともに国道３０７号、３６５号、主要地方道・大津能

登川長浜線の３路線と芹川、安曇川、姉川、杣川、宇曽川の５本の河川が指定されています。 
２番目の柱は、大規模建築物・工作物の景観対策です。これは、景観法と違い、とくに都市

計画の用途地域外の地域において、高さ１３ｍ以上の建築物や工作物を建設する時に届出をし

ていただき、指導助言を行っております。なお、市街地を除く琵琶湖景観形成地域では、大規

模建築物を築造する場合に景観影響調査、いわゆる景観アセスメントを義務づけております。

平成１７年度の景観形成地区の届出件数は３５８件、そのうち指導助言を行ったものが１４％

というような状況です。指定当時と比べ、指導助言を行った件数の比率は小さくなってきてい

ますが、これからも指導助言の必要のない建築物が増えるようになることが望まれます。 
 ３番目の柱は、県民の自主的なまちづくりによる景観対策です。県全体の風景を良くして行

くためには、県民の方々一人ひとりの協力が必要です。自治会や町内会などで、住民同士が建

築物の形、色の調和、敷地の緑化などについて互いに取り決めを結ぶ制度が用意されています。

これを近隣景観形成協定地区と言っております。今までに７８の協定地区が設定されています。 
確か私が担当していた時は、協定数では長野県とともに全国的にも最先端を走っていたと思い

ます。その中で近江八幡市の協定数がずば抜けて多かった思います。また、協定地区の住民同

士が年１回、協定地区の持ち回りで行う、現地意見交換会も実施されます。 
４番目の柱は、地域の特性を活かした景観対策です。地域の景観を守り・育てるためには、

地元の市町村の特性を活かした取組みが必要となります。市町村が景観形成の基本方針を定め

ることや、実状に合わせた景観形成について県も支援してきました。景観条例は県が先導的に

進めてきたという経過がありますが、地域のきめ細かな都市景観政策も進めていくためには、

地域の人々を中心に行っていかなければなりません。そこで、県条例の指定地区と市町条例の

それが重複する場合には、県への届出も不要という規定も定めています。今回、国において景

観法が施行されました。その中で、景観行政の担い手は基本的には景観行政団体である市町と

なっています。市町の景観行政が基本となりますが、県の風景条例についても、当初から景観

行政の担い手が市町中心であるということが位置付けられてきたことなど、もともと地域住民

との協働で景観を守るという趣旨の条例であったと思います。 
 



次に景観法の施行とこれからの滋賀の景観行政についてお話したいと思います。景観法の制

定以前には、全国各地で 500以上の景観に関する市町条例がありました。景観法は平成１６年
に制定されまして、17年には施行されています。景観法は、これまでの景観に関する地方自治
体の取組みを支援すると同時に、良好な景観を形成するために必要な一定の強制力を与えたと

言えます。すなわち、地方自治体が景観行政の取組みを促進するために、さまざまな仕組みを

用意し、支援するという創造的な法律といえます。その中で、近江八幡市は、景観行政団体の

指定としては近畿で１番目、景観計画の策定では全国で１番目ということで、全国に先駆けて

景観法を具体化してきたところです。県下ではその他に、大津市、高島市、彦根市でも取組み

が進んでいます。 
次に湖国風景づくり宣言についてお話したいと思います。景観法では、基本的には各市町が

景観行政団体になり、それぞれの行政区域において景観行政を進めることになっています。し

かし、市町の区域を超えた広域な景観形成については、特段の定めはありません。先程お話し

たように、滋賀県では、琵琶湖を中心としたひろがりとつながりのある広域的な観点からも風

景づくりを併せて行なっていく必要があります。こうした背景からから、県民・市町・県が協

働して、自然と人とがともに輝く湖国の風景づくりを次代に引き継ぐため、景観審議会と都市

計画審議会で検討していただき、｢湖国風景づくり宣言―ふるさと滋賀の風景づくりマスタープ

ラン｣を策定していただいています。まだ完成していませんが、県のホームページで掲示されて

おりますので詳しくはそれをご覧いただきたいと思います。ここにある６項目の宣言文の中に、

｢自然と歴史そして人々の生活によって培われた湖国ならではの風景を守り育てる、広域的で一

体的な風景をつなぐとともに、地域の特性を活かした新たな風景を創ること、そのためにそれ

ぞれが参画と協働の精神で役割と責任を担い、美しく豊かな風景を次代に伝えていくこと｣を謳

っています。（次の欄先頭１文字空白挿入） 
そのためにも、基本目標として、ひろがりの風景づくり、つながりの風景づくり、地域らし

さの風景づくり、そして風景を守り育てるひとづくりを掲げ、風景づくりの主体と役割として、

県民、市町、県がそれぞれのもつ役割を果たしながら、NPOや専門家の協力を得ながら連帯し
て取り組むこととしています。また最後に、湖国風景づくり宣言の実現に向けてとして、県民

と行政との協働、県民相互の連帯、景観行政団体との連携、風景づくりへの意識の向上、公共

事業の率先した取組みなどについて触れています。 
 次に、組織による景観行政への取組みについてお話します。風景条例の県での担当は、当初

は企画部で行っていましたが、平成９年からは琵琶湖環境部の自然環境保全課が担当してきま

した。今回、景観法施行に伴って景観行政団体の合意などは、土木交通部都市計画課の中で担

当しています。都市計画課では、屋外広告物、風致地区、古都保存等も併せて担当してきまし

たが、今回、風景条例に関わる業務もこれらと連携を重視する必要があることから、都市計画

課に移しまして、都市計画課内に公園緑地・景観担当を設け景観行政の一元化を図っています。 
すこし話は変わりますが、これからの風景づくりの考えの視点としての、つながりの風景づ

くり、地域らしさの風景づくりを行っていくうえで、ポイントとなる点についてお話します。 
第１が、視点場を意識した公共的空間の風景づくりという点です。風景条例では、地域指定

に際してある一定の幅を規定していますが、その幅としましては、視点場からそこに立って見

える範囲となっています。したがって、視点場の景観が重要なポイントとなるわけです。視点

場の条件としては、人が集まるところ、一定の空間が広がるところ、そこから地域の特色ある

眺望が享受できるとともに、視点場自体の景観が良好なものであることで、より質の高い区域



となります。視点場としての道路について言えば、例えば近江八幡市新町の伝建地区では、電

線の地中化・屋外広告物の美観対策などが進んでいますが、ユニバーサルデザインやゴミの無

い管理をはじめとした美化対策なども必要となります。また、道路の付帯施設として、駅前広

場、駐車場、道の駅などがあげられますが、守山市の守山駅前広場では、「緑の守山を創る会」

の整備、管理に関する活動が顕彰され、先頃「都市緑化基金賞」という「緑の都市賞」を受賞

されています。 
次に交差点についてですが、広幅員の道路が結ばれる交差点は、四方の眺望や周辺の景観が

多くの人に目につきやすいところといえます。例えば、バスが赤信号で停止した時など、バス

の中から周囲が良く見え、人々の目に止まりやすい場所となります。電線、電柱類、屋外広告

物、周辺工作物などの状況がポイントとなり、きれいとはいえない交差点も目に付きます。 
次に道路と河川とのつなぎ目にある橋詰めについてお話します。橋詰めは、つながりとひろ

がりの風景であると思います。これはたとえば八幡堀にかかる橋詰めにもいえます。川幅及び

道路幅が眺望空間となり、歩行者が潤いを求めて集まる癒しのポイントになるので、公有地が

存在する場合には、ポケットパーク的な景観整備も可能となります。 
次は湖岸や河岸です。これは、日常生活の場でのひろがりの風景として、対岸を見た時に非

常にいい景観眺望が見られるということから、重要なポイントといえます。対岸の景観が享受

され、一方で背景となる街並みを振り返り眺めることができる場でもあります。湖上遊覧から

の眺めなどでは、湖岸や堤防自体が景観対象となることから、周辺の自然や、建築物や工作物

の景観への配慮は重要です。 
第２に、五感で味わう風景づくりです。近江八景についてですが、近江八景は単に名勝地の

景観を描いたものではなく、季節、気象、時刻、雨音、鐘の音まで連想させる移ろいの風景を

巧みに表現したものです。現在では、こうした風景を味わうことは出来ませんが、版画という

芸術で表現されていることから、今後も人々の感性に訴えていくものと考えられています。今

後、より高い景観形成を目指すためには、滋賀県の風景が地域の生活に根ざした、季節・気象・

時刻なども加味した五感に訴える風景の実現が必要になると考えます。また近江八幡でどのよ

うな五感の風景が味わえるかということは、後ほど時間があればお話したいと思います。 
 
 
深尾 
 近江八幡市の建設部都市風景づくり課の深尾と申します。私は景観の関係の仕事をしている

のですが、景観に長けた知識を持っているわけではありません。ただ、全国ではじめて景観計

画を作成する部署にいたということで、私の話が皆さんの参考になれば幸いか思います。 
近江八幡市にはこれまで景観条例がなく、平成１４年ごろから規制の入った景観条例を作成

しようということで進めてきました。策定の途中で景観法が制定され、規制の部分は景観計画

の方で、市民の景観づくりのバックアップ的なものは、自主条例の方で残していこうというこ

とで、現在は条例と景観法に基づく景観計画を運用しています。近江八幡市では、条例策定の

時点から、地域全体を６つのゾーン分け６つ景観計画、６つの基準を作っていくことからはじ

めました。 
はじめに景観に関する経緯の概要をお話します。近江八幡のまちは、1 ヶ月前の大河ドラマ

の功名が辻で登場した豊臣秀次が八幡山に城を構えて、そこから大きな町に発展した歴史があ

ります。その後、城の外堀である八幡堀の両端を琵琶湖につなぎ、琵琶湖を通るときは必ず八



幡堀を通れという御ふれを出して湖上を通行する商船の寄航を命ずるなどの経済政策を打ち出

しました。江戸時代を迎える前、まだ隣村の情報もわからなかった時代に、八幡堀の一帯に、

全国の情報と物資が集まったということで、江戸、北海道、東北、遠くはベトナムまで八幡商

人が飛んで行ったのです。まちづくりの原点となった八幡堀は、戦後の生活様式の変化などで

ゴミ捨て場のようなドブ川になり、それを、周辺住民の方が埋め立てて欲しいという希望があ

り、国の予算もついて、八幡堀を２００ｍ程埋め立てることとなりました。ただ、青年会議所

を中心とするメンバーの中に、もう一回八幡堀を復元しないといけないという、修景保存の運

動がもちあがりました。当時（１９７２年頃）はまちづくりという言葉もなかった時代で、し

かも高度経済成長真っ只中だったので、景観を守るとか景観をつくっていくというような活動

自体、気がおかしい者（実はそのリーダーは今の市長）の考えかたと思われました。今ではそ

れが普通の時代になっていますが、その考え方が水郷保存の運動に繋がっていったり、伝建地

区の指定に繋がっていったと思います。最近では、景観計画であるとか、文化財保護法に基づ

く重要文化的景観地区に選定されたということで、八幡堀にとっては、どぶ川転じて、重要文

化的景観と言っていますが、それが、ここ２、３０年の大きく価値観が変わってきた時代の流

れのなかでみられました。 
１９７５年当時は、八幡堀はどぶ川となってホテイアオイ・雑草などで覆われ、牛蛙は夏に

なったらやかましいし、悪臭が漂うところでした。一方、駐車場が不足しており、住民の堀の

埋め立て陳情もありました。それを、修景保存していったという歴史の流れの中で、たとえば

（資料参照）今、堀端には大きな桜が咲いています。この時のコンセプトとしては、住民運動

の中で観光振興の考えか方は一切ありませんでした。中心的なコンセプトは、地域住民にとっ

て住みやすい町にしていこう、それと、地域文化の継承が中心でした。この精神伝承もしくは

精神風土の継承をやっていくためには、八幡商人の中心的な八幡堀がなくてはならない存在だ

ったということで、そのコンセプトのみでスタートしています。したがって、市の行政として

は、現在でも多くの観光客が訪れますが、観光事業（観光客を招くためにだけする事業）は一

切しないでおこうというのが本市のスタンスとしてあります。結果的に観光客が来られている

ということになります。 
先程申しましたとおり、本市には大きく６つの風景ゾーンがあります。平成１７年度で水郷

地帯を中心とした景観計画を作ります。今年は市街地部分の景観計画を作成中です。毎年、景

観計画を作っていくことになるので大変なのですが、考え方から言えば、６年間市内の中で景

観のことを市民にお知らせすることになります。これは（スライドを見ながら）昨年、水郷地

帯の周辺の景観計画、こちらでは風景という字を使っていますが、当初から文化、すなわち人々

の営みをいれていこうということで、どちらかと言うと風景という字を使って、水郷計画を作

りました。実際に景観計画を去年作りはじめて、最終７月 29日に市として決定しました。４ヶ
月足らずですが、ただ、その前段階では、県の風景条例に基づく協定地区が１６地区指定され

ていたなど、県の取組みもありました。 
先程の八幡堀の修景保存の運動が３０年前からはじまっていたということもあり、景観に関

する意識的なものが他市町村よりは高いものになっていたので、はじめはすんなり入っていっ

たという感じです。しかし、中には地域に景観計画というものを作って欲しくないという方も

おられました。現実的には全体の９割の人が賛成していましたが、残りの１割の方が絶対反対

するという割合でした。今年の１月２６日に文化財保護法による重要文化的景観の第１号とい

うことで選定されました。また現在、景観法によります景観農業振興地域整備計画というのも



策定途中です。（スライドを見ながら）少しわかりにくい図ですが、去年計画をつくった水郷風

景計画区域というのが、水色の部分です。この水色の部分は景観法による景観計画区域なんで

すが、それがイコール文化的景観にも値するということで、文化財保護法によります重要文化

的景観の区域ともなっています。いわゆる現存する水郷地帯周辺に特化した部分であります。

それと景観農業振興地域整備計画がこのように入っています。景観法による景観計画区域でな

いと、この重要文化的景観も申し出ができませんし、この景観方針・計画も作れないというこ

とになりますので、まず前提は、景観法による景観計画を策定するということが大前提になっ

てきているわけです。最終的には、景観計画が茶色の中を全部埋めつくしていくという計画で

進めています。赤色の枠内が、昨年作った水郷風景計画区域です。面積約１６００ヘクタール

で、戸数的には１０００戸。ほとんどの水田は市街化調整区域です。山と水郷と河川が主な景

観要素となっており、９割 5分が伝統的な農村集落の区域になっていますので、開発がどんど
ん進むという区域ではありません。この赤線は区域を決める時に、区域内に水郷もしくは川が

あって、よし地があって、水田が開けて、里山があって、さらにその里山の麓に農村集落があ

るという連続性を、おおまかな基準にしています。したがって、フラットな所もあれば山なり

になった所もあります。このような区域が景観計画区域ということになります。（航空写真の説

明）これは上空から見た写真ですが、写っているのはほとんど景観計画区域です。この中の独

立峰は、かつては琵琶湖に浮かぶ島でした。ここは干拓地です。ここは水郷地帯です。西の湖

のこの辺から隣の安土町になります。 
（スライドを示して）右下の写真はイミテーションを加えています。最初、各集落に景観計

画（いわゆる規制）を導入しようとしたのですが、規制を入れるという話をする時に、当然反

対が出ると予想されますので、１番最初にこのような写真を各集落に準備しました。ここは中

之庄町というところですが、現在このような里山をバックにきれいな景観があります。この辺

の集落は１番高いところに寺があって、その寺の前に桜が咲いている。このような集落のパタ

ーンが多いのですが、たとえば景観を守る規制がない場合には、どんな家を建ててもいい、個

人個人で建てていいと言うことになるので、このような景観になるかもしれませんね、という

事から話をスタートさせて行きました。たいていの人はこの写真を見ると規制を作らないとい

けないと思います。ある職員からは誘導尋問ではないかということで、怒られたこともありま

したが、この写真を見せると結構皆が、何か規制しないといけないと分かってくれます。結構

説得力のある写真です。右の方に白く大きなものが見えますが、これは地域の公民館です。何

処でも変なものがあると行政が作ったものではないかと感じさせられます。これは、景観計画

を作ったパンフレットの中にも入っていますが、景観法で良好な景観を作って行くときの方針

を書きなさいという項目があり、実際農村集落のおじいさん、おばあさんに方針を字で書いて

も分かりませんので、このような地域にしていきたいというものを絵に書いていきました。こ

れは先程の集落をイメージした絵です。本当の規制は字で書かなくても、たとえば、このよう

な集落に自分の家が建ったイメージを考えてもらって、この全体的な風景が違和感をもつよう

でしたら、建ててもらっては困るし、しっとりとなじむようなら建ててもいい家なのですよと

高齢者の方に説明をさせてもらいました。実際には細かい基準が入っており、大きくは A1 と
書いている水郷地帯は皆さんの資料には細かい基準は配付していませんが、インターネットで

詳しいことは掲載していますので、見て頂いたら結構です。水郷地帯の周辺にはかなり厳しい

基準が入っています。少し離れた集落は A2 ということで弱い基準となっています。そして、
赤いBというところはいわゆる新しく開発された団地ということで、少し弱めになっています。



あと、黄色は水田とかの地域です。このようなところでも小屋が建ったりする可能性がありま

すので、小屋が建ったときのイメージ基準を作ってあります。面白いのは、ここの楕円形で薄

く赤く囲んでいるところは特に重要な圏域ということで、一応基準がありますけれど、皆さん

が届出書を出した時にもっとこの水郷になじむように言わしてもらいますよという区域です。

ですので、基準は一応最低ラインとしてありますが、もう少し後で言わしてもらいますよとい

うようなイメージで皆さんに説明したいと思います。 
これは、届出の流れです。法律的に言うと届出制なので、届出を役所が受理したら終りなん

ですけど、本当はここからが重要で大変なのです。あっさり基準に満ちたものを作ったなら、

このまま建ててもらっても構わないのです。しかし、基準を満たさないものについては、相談

と書いておりますが、本当は説得なのですが、施主さんもしくは施工業者に来ていただいて、

基準に合わしてもらう説得という作業を行います。この作業が１番大事で、いくつかの事例は

ありますが、基準に満たない家を建てたり、施主につきましては、何回か説得しながら、基準

の意味を分かっていただき、基準にあったものを作っていただく、といった作業が出てきます。

一応基準に満たない場合に備え、勧告や変更命令の仕組みを一応作っております。基準に少し

満たないからと言って、変更命令を出せば簡単なのですが、このようなことを多くやっていく

ことで、市民の間で景観というものを理解していただくのは難しく、相談という形で作業を行

っていくという感じです。 
これは、小学校の総合学習で、先程の文化的景観の区域内にある小学校の中で新聞に自分た

ちの集落や家の写真が載っていることがあったということで、この近江八幡市の風景とか重要

文化的景観という文字を多く見るけれど、いったいそれは何なのだということで、子供たちの

方から総合学習としてテーマでやって欲しいということで話をしに行ったということです。ま

ず、風景や景観という言葉自体子供たちが何のことかさっぱり分からないので、その辺からど

う話していいのかというところから入っていきました。小学校の先生からも、分かりにくい面

白くない話だったら帰ってもらうからと言われまして、かなりのプレッシャーを感じてやりま

した。その中でこの３つの写真がありますが、これを何で出したかと言いますと各集落に景観

計画を作ると言ったときに、反対の理由が多くありまして、子供たちが、好きな家を建てられ

なくなったら出て行く。だからそんな規制をかけてもらっては困るというような意見が結構あ

りまして、子供たちに話す前に、１番最初に、これは今ある伝統的な農村の家、マンション、

洋風の家の 3枚の写真を見せました。そこで、生徒にどの家に住みたい、もしくは自分が家を
建てるならどのような家を建てたいか、という質問をさせてもらいました。そうすると、伝統

的な農村集落の家、という回答が８割程になりましたので、安心しました。これで一応、バッ

クデータが掴めたことになりますので、次回から集落に入った時は、住民の変な言葉に惑わさ

れない。また、景観計画の自治会での説明に行った時に、必ず聞かれることがいくつかありま

す。誰のためにするのかとか、何のためにするのか、他にメリットとして何があるのかとか、

といった質問です。また、現在でも、例えば保全条例であるとか、自然公園法であるとか、い

ろいろな規制が入ってきますが、また規制が増えるのかとかです。先程の好きな家を建てられ

ないので息子が出て行くもしくは帰ってこない。これも笑い話になるのですけれど、こういう

意見が結構出ます。その時、隣の住人がお宅の息子さんが出て行ったのは親子の中が悪かった

からではないかとか、その景観計画の規制に関係がなかったので笑って終わりました。規制を

設けると人口減少するとか、中には反対運動をするから覚悟しておけと言われて説明に行った

ところもありました。規制の見返りとして補助金が出るのかという質問もありました。行政と



して、景観に取り組むのはもっと後でもいいのではないか、まだ熟度が低いのではないかとい

った意見もありました。それぞれに、行政としては質問が出る前に景観計画策定の考え方や位

置付け明確にしておかなければいけないと思いました。以上で終わります。 
 
川崎 
 京都大学の川崎と申します。私は安土近江八幡の風景づくりから学んだことということで、

お話したいと思います。さきほど深尾さんから、八幡堀の保存運動や伝建地区のお話がありま

したが、平成 16年に景観法が出来るということで、景観条例策定委員会のもと事前にその前の
年から作業に関わりました。私は懇話会という会議に参加しました。メンバーは学識関係と各

種団体の方々１６人くらい、市民の方々が１５人、全員で３０人くらいでした。結構大きな会

議でしたが、それと並行して市民の意見を聞くということで、その下にワーキング会議が設け

られ、たくさんの人たちが参加しました。市民の方が夕方たくさん集まって来られ、はじめに

自分たちの風景とはどういうものか、どんな景観があるのかというところからスタートしまし

た。その後、市民のパブリックコメントだとかアンケート調査を行い、これらを受けて平成 17
年にこの条例が制定されたわけです。実質１年半、延べ２年くらいの期間で、ものすごい速さ

で条例を制定したわけです。その後、間をおかずに進めないといけないということで、ワーキ

ングで議論したことを実質的に水郷計画のどこに反映して入れていくかとか、重要な景観要素

の分布図をどのように作成していくとか、地域指定するためにワーキングで集まった人を集め

てやりました。ファシリテーターもついて、市民の人からいろいろな意見を聞きました。たと

えば私の子どものころにこんな記憶があって、こんなことが出来ましたという話ですが、これ

らは普通にみられるやり方であって、盛り上がって終わりなのですが、先程の市長のパーソナ

リティーもあって、こうした意見が委員会の細かいところの目的とか役割、区分などにも反映

されました。観光意識を排除して、生涯住んで死んでいける町、そういう環境を大事にして作

っていきたいという、すごい市長のパーソナリティーのもとで、短い時間の間で条文の中にこ

うした考えを入れていったわけです。それから先程の精神的風土というものがありましたが、

長い歴史の中で培われたこの精神的風土を重視することが大切と考え、市民の行事だとかいろ

んな先取の気性だとか産業そのものが風景の舞台になり、アピール出来る部分だととらえて議

論をしています。それから、現在起こっている景観の課題とか要因というのをワーキングでグ

ループ議論しています。これは最終的に実施体制づくりとか協定への反映などを狙っています。

最終的には先程の水郷風景計画というところに合致して、無駄なく、短期間に、非常に合理的

に進められていくものと考えています。 
（スライドを見ながら）これはその一部ですが、景観の課題をグループごとに出し合い、工

作物が汚いとか汚れているとか水路が汚いとかを整理して、最終的に風景形成に取り組む仕組

みが不足しているのではないか、伝えるための仕組みが不足しているのではないか、創造する

ための部分は問題はないかとかを整理しました。個々のデータはいっぱいあったのですが、集

約していくと、守ったり、育てたり、伝えたりするための仕組みの側面で５つくらいの課題に

整理して、条例の精神としている、｢伝え｣、｢育み｣、｢守る｣などの方針と対応づけるという形

にして積み上げていきました。先程も出ていたゾーニングですが、こうした作業を通して、ま

たそこでのワークショップも積み上げて、ゾーニングの考え方の方へつなげていきました。そ

れ以前にも下地があって重要景観形成地区のような動きが市民の中にもありましたし、行政の

ある種のパンフレットにも書かれているなど、それぞれの取組みというものはすでにあったの



で、景観形成地区の核になる部分をしっかりおさえることができました。それで、全体の風景

計画の中でとりあえず実践を早く進めないといけないということで、２つの水郷風景計画と安

土桃山文化的景観の活用方法を検討していきました。 
文化的景観の方は、市民も入っていたらしたのですが、どちらかというと専門家を中心に、

最終的な報告書も専門家が集まって整理されました。その内容は、文化庁の指定ということで

第１次・第２次答申という形で進めていくことで固められていきます。水郷風景計画では、建

物については、例えばデザインとかここはこういうふうにしなさいとかそういう形になってい

くのですが、文化的景観の方は、どちらかというと厳しいかもしれませんが、そういう個々の

建築規制の問題もそうなのですが、文化財的な意味での保護をどうするかとかその他の公共景

観施設（護岸等）というもの創造するかを含めて検討されます。ですから分析自身は専門家が

それぞれ対応することになり、例えば、私は物の見え方、視覚関係の話を中心に担当しました

し、生態系の先生方も参加され、たとえば生物の生息状況、非常に希少種が多いということを

つぶさに調べられました。また、ヨシの農業の歴史とか、民俗学的な視点からの整理、近江八

幡の形成史についても地元の考古学者を中心にまとめられました。それから景観因子というこ

とで、人々の記憶に残る景観要素は何かを聞く調査を実施しました。これは、柴田先生を中心

に調べられました。もうひとつは集落の空間構成がどうなっているかということで、これは滋

賀県立大学浜崎先生のグループで調査を進められています。私の教授の樋口忠彦先生が座長で、

山の地形とか集落の眺望とかそういうものをもとに調査を進めています。その報告の中身です

が、最終的に景観保存計画ということで、保存大綱の中で、これは事業、市民会議、運動とか

協議会とか委員会などそれぞれが連携して行っていこうということにしています。それから保

存管理面では、例えば、自然の問題、生業の問題、歴史の問題があがってきますが、これらを

柱にして、整備活動や運営についても基本方針に盛り込むこととしています。地区区分では、

ヨシ帯（先程航空写真で写していただきましたが）がある西の湖などのほか八幡堀の風景、そ

れから長命寺、里山集落の集合体、田園集落、それぞれの地区区分の考え方というものを明確

に整理しています。それで保存管理、整備活用のあたりについて、若干触れているという内容

になっています。 
私の担当した景観についての話に入りたいと思います。先程から写真等で説明がありました

が、西の湖、円山の周辺をみますと、山と集落と湖があって、これらの重ね合せの風景が非常

に印象的であります。こうした風景は絵に書かれていたり、絵図に歴史的に残されているもの

もあります。絵図をみると、これが長命寺の山で、こちらが湖となっていて船がいっぱい集ま

っています。長命寺の昔の絵図をみると、途中で少し休むところがあって、山の中をずっと巡

ってお寺に至るまで人がいっぱい並んで歩いています。また、途中に滝があったりして、全体

がひとつのアクティビティーな街道のような空間として、あるいは門前町としての賑わいを表

現しています。それだけ、山との関連が密接に繋がっていたということだと思います。航空写

真の情報をもとに GISで加工した地図データを見ると、だいたい３００ｍ～４００ｍくらいの
比高の山が連なっています。この繋がっているというのが非常に特徴的であります。沖津嶋の

山系は低くなっており、里山という言葉にぴったりで、２００ｍ～２７０ｍ（八幡山は２７０

ｍ）の標高で南北にずっと連なっています。もうひとつは白王山と円山の２つの間に微地形が

あり、昔はくっついていたと思うのですが、島なり里山なりそういうものの標準的な比高の山

があるということです。文化的景観エリアは、先程の話にもありました北之庄の区域や長命寺

山の集落が該当しております。これと水田集落、それから八幡堀の部分、これらの４箇所を文



化的景観のエリアとして考えてきました。例えば、円山の地形はかなり大きいのですが、これ

と八幡山とが連なります。田園が開けているので、パノラマの風景がいっぺんに見れるわけで、

山の形状に合わせてその連なりがよくわかります。それから長命寺の沖津嶋山系でも山の連な

っていく風景がいつもバックグラウンドにあるということがわかります。同じように、長命寺

山と八幡山系も連なっているわけです。ですから、それぞれの山系が個々に孤立しているので

はなくて、いつも連なりを見せているという点が特徴と考えられます。それから円山と白王山

を見ると、湖の奥にずっと入っていって、非常に大きなゲートのような役割を果たしている印

象を受けるような特徴を持っています。円山のあたりには、山裾から少し展開する文化的景観

がありますが、近世の絵図をみると、ここに山があって集落が構成されています。先程の長命

寺もこういうかたちになっている。山手の方の恵みで生活する場合とそれから漁村である場合

の違いはありますが、いずれにしても山裾が独特の性格を持っていることが絵図などを調べて

いくと分かります。 
それから八幡山の周辺の町割りですが、八幡山があって山と町とがちょうどこの通りからま

っすぐ見えるようになっています。その昔の町並みの道路に合わせて、現在の新しい道路も連

なってつくられています。こうした意味で、昔の町並みのかたちはずっと守られており、JRか
らずっと歩いていくと、いつもその中心市街地の山の頂点が見え、新市街地もこういう風景が

展開しているわけです。 
一方、里山の風景はヨシ群落と重ね合わせて見ることが多いのですが、いろいろな見え方を

しています。家並みがシルエットとして集落として見える風景とか、もっと山に近づいていく

と生活に触れることができるのです。山からもっと離れてくると色が薄くなってくるので生活

様子は見えませんが、何となくシルエットラインにみえる集落の風景とか、もっと離れれば自

然風景の骨格しか見えないというような見え方になるわけです。それが、それぞれ区域ごとに

どんな見え方をするのかとか、仰ぎみる角度がどれくらいなのかとか、距離に応じて視点場を

基準として集落風景と言ってもいろんなパターンがあるということを分析しています。 
もう一つは、見える範囲はどこなのか、見えない範囲はどこなのかということで、例えば、

八幡山の可視領域でいうとどうかとか、この辺りが見える範囲だとかを分析しました。（図面を

みながら）黄色のところとかグリーンのところが見える範囲になるわけで、長命寺のこの辺り

の集落のあるところは、全部見えていることになります。このように、それぞれの山はグルッ

と広範囲に見えているのがわかります。それぞれ、長命寺とか集落とかも併せて見れるわけで

す。また、山容の地形というのは、シルエットがなだらかに少し突起しているとか谷部分には

凹凸があって、入っていくと周囲が囲まれるような印象を受けるような風景も出てきます。こ

のように、細かなところはつぶさに見ないといけないのですが、大きくは独立峰的な山並みが

表現されています。それも一つの地形の見方ということで、JISなどを使って分析しています。
八幡山は独立峰で八幡堀あたりから見るときれいな独立峰で見える一つの象徴的な山ですが、

それとその周辺の山が連なるわけです。先程の話ですが、東の方から少し離れたところまでず

っと連なった鶴翼山と言われているように、鶴の翼が広がっているという印象を受けるという

見方もあるようで、角度によってだいぶ見方も連なっている部分と独立峰的に見える部分とい

ろいろ出てきました。それから集落の多くの視点場というのは、だいたい仰角が１０度～１５

度くらいの程度で見えるということです。円山など近くに集落がある場合は、１５度くらいで

見えるようですが、だいたい１０度くらいが普通です。京都の市街地の山並みは９度くらいの

ところで見えるようです。そういう意味では標準的な部分になるかもしれませんが、若干は、



集落の位置が山に近いので仰角も高めに出ていることが分かります。 
土地利用については先程大きく分けましたが、景観の持っている一つの特徴というか、そこ

にいた時の居心地というものを考えると、もう少しゾーニングが細かく分かれるのではないか

と思います。例えば、このゾーンのように、湖からのゲートに当たる区域は、よく港なんかに

行ったときに感じられるような囲曉空間というような感じを抱かせます。また一方では、水郷

の田園のような広いところがあります。また八幡堀のあたりの風景があったりします。西の湖

の周辺からも周囲の山々は広域的にひろがって見え、長命寺からゲートにかけても、こういう

低い山で囲まれたり、裾の部分とか集落が見えたりします。また、水郷の中に入りますと時代

が止まったように感じたりします。 
里山の風景は、ヨシ群落と水郷と生業の場所が重なって、また背景に山があって写しだされ

ます。景観という視覚の方からいつも入っていくと、このような部分のテクスチャーとか質感

が全部一緒であると思われます。先程、黄色い建物とか高い建物があり、あれはよくないとい

う話しがありましたが、やはり質感がよく、全部自然素材からなるので、まとまり感・落ち着

き感が出るわけです。人為的に景観をつくっていく場合でも、自然素材というもの・循環的な

ものを取り込んでいけば、その辺りが落ち着いて文化的な景観として成立していくというよう

になるでしょう。 
まとめますと、とりあえず美しいということは大事だということです。景観というのは、何

故美しいか、それは自然素材の質感が自然的風景を構成し、その中で営まれる生業自身が循環

型のものであり、集落の中にも水と山との両方の恵みが生かされているためと考えられます。

例えば円山周辺では船を引き寄せる場所があって、作業する場所があって、庭があって、集落

があって、山があって、上に先程の神社があってこれらを見守っている、そういうような一連

の風物的な構成要素があるから、風景が美しい。これが一つ目です。 
２つ目は、景観の価値を理解するために、多くの人の見方が必要であることです。そこで重

視するのは、時間のひろがりということで、歴史とか集落とか産業であったり、各時代の歴史

などを確認していかないと現在だけでは景観は判断できないということです。どこが持続して

きたのか、どこが断絶しているところなのか、その辺はやはりマニアックに見ていく必要があ

ると思います。 
それから、空間のひろがりということです。地形の眺望とか生活系の程度というのもありま

すが、空間的なひろがりというものを意識しておかないといけない。先程あったように、景観

は重ね合わせで評価することになるので、例えば山と生産ゾーンとかが足し合わせなる場合、

重ね合わさる部分をきちんと押さえておかないといけないと思います。 
それから、風土環境として伝承とか生態とかも必要かと思いました。風景マスタープランを

作るときには、とりあえず、短時間で作成することが必要であったので、文化の核になる景観

で重要なものをまず先に押さえて、順次、広げていくというやり方を考えました。ですから、

文化的景観の場合でも、第一次申請のできるところからまずやります、ただし、単にできると

ころからやるのではなくて、一応、大きくはこれくらい広げておきましょうというようなこと

を示しておくことが重要で、たとえば広域的には安土も含めてできるだけ将来に向けてその範

囲を広げてみる必要があります。それは１００年・２００年・３００年の風土で変容してこな

かったヨシの自然とか旧集落の構成のあり方（若干素材は瓦から一部トタンになったりしてい

るのですけれども）、生業としての産業とかにもつながってくると思います。 
それから、やはり今回の景観法がひとつの強みということで、これをうまく活用していくる



ことが重要です。今現在、景観計画を本市で策定中ですが、ここが農地転用とか生業とか水質

など、確かに農林省管轄で堅い内容になりがちですが、今までの農振ではなくて、景観とか風

景という意識を入れた上での農振地域を新たにつくっていかなければならないと考えます。そ

れから、文化庁に対する景観重要施設の指定や文化財の保護についての優遇措置（減免措置等）

を活用する必要があります。また、景観公共施設については、護岸とか橋梁、公園などの新た

な建設・整備についての景観面でのあり方をきちんとしておかないと、せっかくうまく推進し

ているのに変な橋がかかったりするとがっかりするわけです。逆にいうときれいな公園が整備

されていると、そういうものがいい効果につながります。観光政策については、市長に怒られ

ますが、例えば、エコツーリズムとか環境学習のようなことができるような方向で、やはり補

助が限られていますので、そういう意味では、それ以外のところでうまくその収益が回ってい

くような体制づくり、観光会社とかボランティアの方のそれぞれの景観づくり活動に対して、

支援できるシステムを構築することが必要と思います。 
 
 
宮前 
本日は広域風景づくりということで、景

観のひろがりとつながりがテーマとなる

と思うのですが、この視点から、３名の

方々から、補足、追加、課題等についてお

願いいたします。 
 
黒﨑  
私の資料の方をもう一度開いていただ

きますと、一番最後のページに｢湖国風景

づくり宣言｣の解説が載っております。県

の都市計画課の方からいただいた資料で

す。 
その中で宮前先生が言われましたように、ひろがり・つながりのいろいろなパターンが載っ

ていますけれども、その中で何故こういうものが必要になったかというと、今まで広域を対象

にしてきました景観行政というものが、景観法でそれぞれ地域らしさを出すために、景観行政

団体である地域をベースに行っていくことになりました。そういう中で地域の連携を深めてい

くために県の風景づくりマスタープランを策定することを提案させていただきました。その中

の滋賀県の風景特性について整理しており、①ひろがりの風景、②つながりの風景、③地域ら

しさの風景、の３点をあげています。地域らしさの風景については、それぞれの景観行政団体

である市町がまさに行っていただくということになると思います。また、基本目標の中の４番

目に、｢風景を守り・育てる、人づくり｣というのがありまして、滋賀県の風景まちづくりの特

色は、中味もさることながら、人の関わりで進められてきたというのが大きな特徴であります。

まちづくりの３要素としましては、まず景観の要素があって、そしてそれを守り･育てる人がい

て、もう一つ仕組みが必要だということで、景観法を活用した仕組み、そういったもので行政

が支援していくということが視点にあると考えられます。 
 



深尾 
つながり･ひろがりについてですが、小さな視点なんですが、当然今まで住民の皆さんについ

ては、景観の意識が高いものの、まだまだ未熟といわざるをえないことから、当然、家を建て

られるときは、個々のおうちの中で、こんな家が建てたいなあといった視点しかありません。

ただ周辺への気遣いはあるわけです。当初のヴォーリズ建築は洋風建築ではありますが、よく

聴いてみますと、全くの洋風ではなくて、この古い集落の中に建物を建てるときでも、例えば

自然素材を使うとか、最近では派手なものを使いすぎみたいなところもありますけれど、当時

ですと、周辺の屋根瓦にあまり違和感を持たないような色使いをするとか、そういう周辺の建

物に気を使うというような意識があったと思います。ただ最近はもうどんな家でも、外国芸術

をすっぽりそのまま建てられるという状態です。毎日の広告の中にいろいろな住宅物件が載っ

ていますのでヒヤヒヤしています。そういう周辺の隣近所のおうちもしくは集落のおうちに景

観的配慮をしていただきたい、そういう意識を持ってもらいたいと常々思っております。 
景観の届出書の中にも、今までの建築確認では必要のなかった色であるとか、見直す色をも

う一回出して頂くなど（特に法律的な規制は決められていませんが）お願いしております。そ

の家だけの写真を撮ったり、その家の敷地外にどんなおうちが建っているのか、確認のために

必要ですので、その家庭の敷地の周辺の写真

を付けていただいたり、どういう樹種を植え

られるのかという書類も書いてもらったり

しはじめております。 
はじめは少し大変でしたが、だんだん定着

していくとその周辺への気遣いみたいなも

のがつながり・ひろがりみたいになっていく

のかと思います。 
 

 
川崎 
例えば、滋賀県ですと瀬田川という一級河川があります。その瀬田川流域で国土交通省を中

心にした協議会が設置されています。流域という視点でみると、その周辺を含めた一体的な景

観という問題が重要になってくるわけですが、例えば、石山寺周辺は風致地区に指定されてい

るわけですが、それ以外の例えば河川部分は国の直轄区域があったり、市の管理区間があった

り、さらに河川を横断する JR の橋梁とか道路とか、管理主体が違うところが入り乱れるなか
で、その間隙をぬってあっという間にマンション等の高い建物が建ったりします。 
その辺の連携がかなり難しいと思うのですが、実際、現場に県なり市の連携とかが出てこな

いと、ひとつの川の風景というものが長い歴史の中で守られていかない。その辺がどこか上手

くまとめた協議ができるような場づくりなど、市民を含めたまちづくりも含めたものができあ

がってくる必要があると思います。やはり、山とか川とかそういうものは景観を形成する一つ

の骨格になりますので、そういうものを基準にまとまりを作っていけたらと思います。 
 
宮前 
今ままでの話を聴かれて、何かご質問やご意見がありましたらよろしくお願いいたします。 

 



会場より（上原） 
 兵庫県の上原です。兵庫県のこれまでにも、景観先進地として近江八幡市からもアドバイス

を受けてきたのですが、やはり全国ではじめて風景条例をつくられたということや、それぞれ

の町でいろいろな特色のある景観づくりが進められているということで、兵庫県の景観の団体

がバス一台借りて、この町とか隣の町を視察に行かせて頂きました。 
 最近の景観法の動きのもとで、どのように滋賀県が取り組んでおられるのかを知りたいと思

っています。黒﨑さんの話にもありましたが、県としての条例をつくられたのですが、景観法

では行政団体というのは市長村ということで、（最近の法律は全部主体が市長村）県の役割が見

えないというのが実感です。それで本当にいいのかなと気になっていまして、特に滋賀県では

琵琶湖を中心にはじめられたということで、川崎先生も広域的な景観風景という形でのお話が

あったわけですが、私どもも普段は景観条例と言っていたのですが、あえて私の時に都市景観

条例を景観条例と名前を変えて農村も含めて取り組めるようにしました。滋賀県の場合、市町

と県の役割が上手くできているのかどうかお聞きしたいと思います。 
  
会場より（高山） 
 都市計画課の高山と申します。先程、黒﨑元課長が説明されたように近江風景づくり宣言で

市町と県の役割についての解説をしていただきまして、基本的な県は広域で、景観づくりはあ

くまでも市町が中心と書かせていただきました。兵庫県の方は全国でまれに見るように県がや

るという形で、県が主役ということになっています。滋賀県の方は市町が主役という形になっ

ております。私も質問したかったのですけれど、一般的にそういう形で主体は市町です、県は

広域的なことをやりますというふうに一般的な形になっているのですけれども、実際、広域行

政は何やという話になってくると、なかなか対外的にこれだというのは難しい。滋賀県は琵琶

湖がありますので、琵琶湖の対岸が良く見えるので、対岸を含めた広域的な景観づくりを進め

るということを言っていますが、ある程度、景観行政団体となった市町がしっかりとした政策

をやっていただければ、県はそれ程やるようなものもないのかなあというような気がします。

できれば今、県と市町の役割という形で何かいいアイデアというか具体的な話を聴けたらあり

がたいと思っていますので、よろしくお願いします。 
  
深尾 
実際の計画はともかくとして、ただ運用段階になったときにどうしても１件１件を見ていこ

うと思うと、やはり全域というのは広範囲になりすぎます。市町村レベルの方が現場に一番近

いところなので、計画段階は別として運用段階は市町村がやっていくというのが一番いいかと

思います。本市の中でも先程言いましたように区域が結構バラバラとしたゾーンがいくつかあ

りますので、ゾーンごとに見ていくということも必要ですし、しっかり規制をコントロールし

ていかないといけないことと、ある程度緩くてもいいかなっていう場所もあります。そして一

番難しいのは、先程川崎先生が言っておられましたけれど、隣の安土町と同じく、安土八幡の

文化的景観の値打ちが出てきたのですが、やはり市町村ごとの景観に関する考え方が全く異な

っているという点です。極端に申しますと、もっと強く景観を押し進めていこうという行政市

町村と何らかの理由で、そのときが来たらやろうかというようなスタンスと大きく分かれます

ので、市町村もばらつきができるわけです。 
 



川崎 
広域という意味では、一つは市町村がそれぞれしっかりと規制したりしていくという考え方

がありあす。一方、広域の景観形成という観点からは、高速道路とか道路とか湾岸の開発とか

河川などのインフラストラクチャーがあるし山系もある。通常人間が見る視野とは少し違うの

かもしれませんが、もう少しスーパースケールに見たときにやはり、この風景というのはこう

でないといけない、例えば、滋賀県で言えば湖岸沿いのいろんな公園がありますし、彦根にあ

る山とか近江八幡にある山は各都市にあるのですけれども、国土として見たときに市町村の境

界と関係なく、こういう風景を成り立たせないといけないという基準があるような気がします。

そこで、この景観をこうするという意思がないとそういうものが描けないと思うのです。 
それからもうひとつ大阪府の審議会に参加していた時のことですが、大阪府の臨空タウン背

後の各市町のまたがる山系あたりについて、そこは風致地区に指定されていたり、田園の風景

があったりしている地域だったのですが、臨空周辺の景観を軸とした全体のプロジェクトを動

かしていく必要があるのではないかと考えました。すなわち、景観の核拠点としてのプロジェ

クト開発みたいなものが必要であり、それは別に各市にまたがっている部分もあれば、またが

っていない部分もあり、ある広域エリアでプロジェクト中心のものをどこかで動かさなければ

ならないのではないか。湾岸沿いとか山辺のある部分とかそういうものを景観形成の一つのあ

るべき理想像みたいなもの描かないといけない。要するに広域の国土デザイン・プロジェクト

みたいなものをやっていこうという意思があればできると考えています。景観という考え方は、

実は都市デザインとか国土デザインとか景観というのは目に見えるビジュアルなものなので、

以上のような考え方が必要になると思います。 
 
委員長 
 今の話と関係するのですけれど、近江八幡市の景観の取り組む部分で市長さんの考え方がす

ばらしいと思ったのは、住みやすい場所をつくるところから入っておられる点です。そこが基

本にあって、自分たちにとって住みやすいことが景観を美しくしていくのだということがきち

んと伝わらないと、観光客にとっての景観とか、外からきた人への景観が何の意味があるのか

というふうになるので、非情に重要な視点だと思います。 
しかし、それが延長していったときに、例えば、琵琶湖東岸から西岸を見たときに比良山と

か比叡山が連なる山並みの美しさがすごくすばらしいと思いますけれど、それが開発とかで風

景が潰されていくというようなことになって欲しくないと思います。先程も広域コントロール

の話というのも、おそらく開発許可をどう皆で頑張って守っていくかというとがあると思うの

ですが、それがすごく難しいのは、自分の足元ではなくて、東岸の景観を西岸の人、西岸の景

観を東岸の人が頑張ってつくっていくことは自分たちの町を自分たちでつくっていくというコ

ンセプトよりもっと広いコモンセンスの感覚を持たないと広域的な景観を守っていくことは難

しいと思います。そのあたりは風景条例を作られる中でどんなふうなことを考えているのです

か。あるいは、現実いろいろ難しい問題があると思うのですけれど、そのあたりで何かコメン

トをお願いします。 
  
黒﨑 
景観法をよくみますと、景観協議会というものがございます。関係する人が集まって協議会

を作って話し合っていくというのがこの趣旨です。東京でシンポジウムを行った時、私の友人



から、新宿区にある新宿御苑からの眺めが隣接する渋谷区の建物で台無しになっているところ

があるという話を聞かされました。そのような景観を守るためには、委員会を広域的な視点で

作って目的の景観を守ることが必要で、そのためにはただひとつの行政団体ではなくて、いろ

んな事業者も関わっていくということで、少しは効果がでるかなと思います。 
まさに琵琶湖の場合は対岸の風景も見えることになります。大津市は志賀町との合併でひろ

がりましたけれども、少なくとも大津と対岸の守山とは行政団体が違うわけですから、その調

整に音頭をとっていくのがＮＰＯであり県であると思っております。 
 
深尾 
２・３日前のことを思いだしたのですけれど、県の高山さんの方から隣の安土町での工作物

の話があって、本市を訪ねてこられたんですが、そういう仕組み（自治体間の情報提供）が現

在県のシステムの中にあるというのも重要だと思いますし、今指摘のあった琵琶湖をはさんだ

対岸というスケールの大きい話になったんですが、こうしたスケール的なものも全県内の地域

が関係してきますのでそういう仕組みがあることがいいのかなということは思います。 
 
川崎 
条例を作るとき（策定懇話会のとき）に当初から合併という意識があったわけですが、安土

町町長が策定の時出席されて、そのとき議論になっていたのが、文化的な景観の背景としての

市の連携として見るということと、漁業従事者の目の視点から眺望がどう見えるかという点で

した。少なくとも文化的景観が最大限影響として考えられる範囲につていの議論が一応されて

いるのです。 
今後の体制作りというか実施体制のなかで、今回安土とか合併しましたので、一緒に進めら

れていくと思うのですけれども、そうでないところというのはなかなか難しいと思いますし、

距離が離れれば離れるほど難しい。このときイニシアチブをどこがとるか、私はやはり県とい

うか国というと、道路とか河川とか関連するところあるんですが、なかなかそうでないところ

もあります。実は、国の近畿地整をもっとそういう場所に降りてきてくれたらいいのになとい

うのを常々思っています。国は国の立場ではどういうふうに考えているのかというのもありま

すし、ですから県だけに責任を負わせるのは難しいかもしれないので、国と連携しなければな

らないと思います。 
 
会場より（河野） 
 河野と申します。近江八幡市さんのお話には興味深いものがありまして、いろいろ聴きたい

ことがあるのですが、その中でも、先程の市民が暮らしやすいというか、そういう思いという

ものが基本的には大事だと思います。やはり、自分たちがつらい生活をしないといけない、我

慢しながら景観を守るということは大変だと思うので、まずは自分たちが快適であることが大

事だと思います。しかし、私たちがただやるだけではもったいないと思います。いろいろなと

ころで中心市街地の活性化とか一生懸命に取り組まれている中で、大勢の観光客が来られて、

もちろん最初の目的は市民の方がまずは快適に過ごすということですけれど、そういう人たち

を呼んでくるのは大事なことだと思っています。せっかく形成された良好な景観、守られてい

る景観というのをつなげていけたらいいなあと思います。 
このようなことは、どういうふうに考えていったらいいのか、また、当然活性化ということ



もありいろいろ考えておられて、取り組んでおられると思っていますが、そのあたりを教えて

いただきたいなと思います。 
 
深尾 
 景観の施策というのはひとつの目的ではなく、手段であります。最終的には本市は町の目標

は｢死に涯のあるまちづくり｣です、これは誤解されやすく、一般的にいうと何かさみしい･暗い

イメージがします。しかし、本当は最後、死ぬときにこの町に生まれて失敗したと思うのでな

く、何とか生活してきて自分も地域に貢献してきた、いい町やった、やはりこの町で死んでい

けるのもいいなというような気持ちをもっていただけるようになったらいいというのがまちづ

くりの最終の目標としてあります。 
そのために、今の政策がありまして、その大きい政策が文化政策になります。文化政策とい

っても絵を書くとか芸術というのではなく、どちらかいうと地域文化の方なんですが、どんな

事業にも文化の視点を入れよというようなものです。細かい話ですが、予算要求とかにいろい

ろな事業があるのですが、ひとつ一つの事業の中に文化の視点がどこにあるのか、そういうこ

とを問われまして、大きなプロジェクトほど、例えば、橋を作るにしても時代考証から問われ

ますので、それが説明できなければ、査定がつかないということになります。例えば、建設部

だけが文化の視点ではなくて、それが税務課であっても市民課であっても、地域文化の視点が

どういうところに入っているのかを必ず位置付けないといけないということになっております。

その大きな文化政策の中の一番大きな柱となっているのが景観施策です。人の心、情感を満足

させる、そういうような町を作らないといけない。ただ単にどこいっても水道から水が出てき

たり、電気が使えたりしますが、景観は最終のインフラ整備であるという位置づけでやってい

ます。 
本市はどちらかというと、八幡商人が栄えていた時代には、ここで商売をせずに、日本橋に

行ったり、北海道に行ったり、外に行って商売をしていました。したがって、この八幡の町は

物資を売るのではなくて、本店機能があっただけ、すなわち情報と教育という機能、金融機能

があっただけで、ここでいろんな教育していたというような場所でありました。これが延々と

つながって町が発展していったという経過がありますので、現在においても工場誘致はしない

という極端な姿勢をとっています。企業が必要ならば、企業自ら近江八幡市にやってくるとい

うことです。国が言ってますように、今後５・６年して２割くらいの人がテレワーカーとなる

という目標をたてています。八幡商人も、実はテレワーカーの住む町であったということがで

きるので、八幡商人の教訓から学んでいくと、この地域については、テレワーカーをする人が

住みやすい町にしていくというのが１番の課題であるのです。テレワーカーとして住んでいた

だこうとすると、当然ながら工場の煙突からバンバン煙が出るのではなくて、ここで知的再生

産がしやすいように、水郷の景観がよかったり、琵琶湖があったり、ちょっと賑わいのある駅

周辺があったり、伝統的な農村風景があったり、自転車でサッと行けるようなところにいっぱ

いすばらしい景観がある、そういうものを作っていくことが目標となっています。当然、これ

からは介護保険制度ができたので、施設介護から在宅介護に移行していきます。在宅といって

も面倒を見る人がいないとなにもなりませんので、そういうものには在宅勤務、すなわちテレ

ワーカーの人がたくさん住むというのが基本になります。テレワーカーというと何か新しい人

と思いますけれど、昔は農業としてのテレワーカーが自分の家で在宅勤務をするという人は

元々たくさんいました。そういうような人が住んで行くような町を目指していこうという目標



があります。ですので、景観というのを最終のインフラ整備という位置付けで現在やっていま

す。 
それと地域活性化との結びつきなのですが、観光客を否定しているわけではなく、近江八幡

市の観光スタイルは先程も言いましたように重要文化的景観を見に来ていただいているという

ことがあります。ですから、セットものを見るのではなくて、人々の営みもそこに入っていま

す、伝建地区も当然皆さん住んでいて日常の生活が入っています、そういうものに癒しを求め

て見に来られたりとか、水郷地帯もヨシ産業があったりとか田園集落がありますが、その人の

営みがプラスされた文化的景観というものに癒しを求めて観光客も来られるということです。

人々の営みがそこに入っていないと本市の観光というのはつまらないものになると考えます。

人々の営みが入るためには、地域の人が住みやすい町にしておかないと、人は出て行ってしま

います。もしくはセットの作りもの・偽物になってしまいます。そういうものはやめとこうと

いうことで、住む人が中心の景観づくりを進めていこうということになりました。 
先々週、景観セミナーというものをやりまして、観光ボランティアのガイドさんにお話して

もらいました。何を話して頂いたかといいますと、今、たくさんの観光客の方が近江八幡市に

歩いてこられたりしています。その方に近江八幡市をどういうことで選んだのか、もしくはど

ういうことを感想に持って帰られているかということを話していただきました。その答えはい

ろいろあったのですが、奇跡的に高さ規制はしていないので高いビルも建つ条件があるのです

が、２階建ての伝統的なおうちの瓦がずらっと並んでいるというのがあって生活の匂いがある

こと、家がびっしりと連なっていますのでコミニティの良さを感じるということ、また２階建

てですので、山が見えたりする開放観があること、さらにホスピタリティーが高いといった点

も要因としてあげられました。本市にとっては観光を否定しているのではなくて、人々の営み・

生活を良くして行くということ自体が観光施策をやっていくのと同じ意味合いになっています。

よく誤解されるのですけれど、商工会議所から観光施策をやらないということはどういうこと

だというお叱りを時々受けるのですのですが、以上のような長い説明が必要になるのです。 
 
会場より（牛野） 
京都大学の農学研究科の牛野です。ほ場整備について今まで進めてきたのですけれど、今回

の近江八幡市の景観形成地区の指定地の中には農地が多く含まれているようにみえます。こう

した農地をそのまま含めていいのかどうかいつも迷っている現状です。どのようにそれを考え

ていけばいいのか教えていただければと思います。 
 
深尾 
景観と農業の関係については、実をいうと去年の水郷計画を策定した時に最後まで問題とし

て残りました。その１つが農業倉庫と景観の問題です。私も家が農家ですので、やはり農業の

集約化、近代化ということで大きな機械を入れないといけなくなりました。かつては家の奥に

隠れていた小さい小屋に入る機械が、最近、大きな小屋を作らないと機械が入らなくなってい

ます。そうすると、集落の前に大きな鉄骨造の倉庫を建てなければならないという現象が起こ

っています。そこで、例えば景観上の観点から屋根に勾配をつけていただくとか、色を周辺に

マッチしたものにするよう配慮していただいたりしています。実は先程の水郷の写真でも鉄骨

が入っていたのですけれど、深緑色の鉄骨の壁面だと全然わからないということになります。

それと田園につきましては、やはり昔は水路の前にある田んぼへ行くにも船に乗って行かなけ



ればならない、また牛を乗せていかなければならない、大型の機械を乗せていかなければなら

ないという４倍の労働力が必要でした。私もかつては水郷地帯に住んでいましたのでわかるの

ですが、こうした過酷な労働の状態から開放されたいという願いはもう何千年と続いていたも

のと思われます。農業者にとっては、ほ場整備というのはすごく画期的なことだったと思いま

す。一方、水郷という風景が少なくなったのですが、田園でも上手くやっていけば景観とマッ

チできるので、必ずしもほ場整備が悪やという言い方はしていません。ただお米の値段が下が

りましたし、集約農業には限界がありますので、どうやって付加価値を高めていくのかという

のが、いわゆる重要文化的景観での課題と考えます。たとえばこういうところで取れたお米を

いわゆる五感の味として、ひとつの風景をブランドとして、付加価値を与えていくという方に

農業を持っていくのがいいのではないかと考えます。また、農業の米の価値がかなり低くなっ

ているので、だんだん埋めたところを堀り返してはどうかという考えになりまして、ただ全部

掘り返すと問題になるので、ここはもういいのではないかというようなところを少しずつ堀り

返して行けばよいかなと思います。ただ、一旦国が投資したところを掘り返すという行為は国

民の合意が得られないので、今年６月に文化的景観の保存の基金条例を作りまして、皆さんか

らお金を集めて少しずつ掘っていくという息の長い話なのですけれど、そういう仕組みも作り

ました。 
 
黒﨑  
 先ほどの五感で味わう風景づくりの具体的な例ですが、近江八幡市の西の湖で五感の風景を

味わおうという企画をしてはいかがでしょうか。西の湖に船を浮かべて、菜の花の時期に、例

えば西の湖ではヨシキリの声を聞きながら（聴覚）、それからヨシに触れながら（触覚）、それ

から菜の花の香り（臭覚）を感じながら、さらに風景を見る（視覚）ことはもちろん、最後は

船の中で近江牛を食べる（味覚）。これなどは、たいへんすばらしい風景の体験であると思いま

す。 
 
宮前 
本日は、広域景観の視点から３名のパネラーの方々から貴重なお話を頂くことができました。

改めて御礼申し上げます。また、会場からも活発なご質問等をいただきありがとうございます。

これをもちまして、閉会とさせていただきます。 
 
  
 


