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光町は，九十九里沿岸の中頃に位置する，人口

¡万™千人の小さな町である。

町の西側を流れる栗山川は，昔の上総，下総の

国境をなし，光町から以東は下総となっている。

光町は，この栗山川の流域に沿って，北から南の

太平洋まで四村の合併によって誕生した，鰻
うなぎ

の寝

床のような細長い町である。今年で，ちょうど町

制施行50周年を迎えた。町の主な産業は，農業で

ある。元来，米の単作地帯であったが，現在は，

ネギの周年栽培体系が確立し，一大産地を形成す

るに至っている。特に，秋冬ネギは東京市場で

「光ネギ」のブランド評価を受け，年間12億円余

の販売高を誇っている。

こんな光町ではあるが，実は町内に鉄道の駅が

無い。そればかりか銀行もなく，更に，唯一町の

中央を横断している国道126号線の南側が，総武

本線の線路に接近併行しているため，国道沿線で

の商業，企業の集積が，近隣市町に比べ著しく立

ち遅れている。しかし，現在工事が進行中の銚子

連絡道路の光インターチェンジが，17年度中に開

通する見通しとなり，地域の開発，発展を望む町

民長年の悲願が達成できるものと思っている。

ところで，新生光町は合併した昭和29年，30年

度と™ヵ年連続で赤字決算となる厳しく，困難な

財政状況下で船出をした。

時の最大政策課題は，統合中学校の建設であっ

た。為政者はじめ関係者は，この困難な中で当時

とすれば破格とも思える広大な校地を求め，立派

な統合中学校の建設を成し遂げた。この時の先人

達の明日にかける情熱が，いつしか教育の振興と

いう不文律の町是を定め，以来今日まで歴代町政

は，教育に力を注いできた。

また，合併した市町村には，大なり小なり旧市

町村間のしこりや対立が残るものであるが，光町

に限ってはほとんどそれがなく，穏やかな人情味

のある風土を築いてきた。光町に暮らす人々の連

帯感や明るさは，意外に恵まれない環境下で，共

に耐え，協力するうちに培われてきた美風である

と思っている。

話は変わるが，かつて私がはじめて町長になっ

た頃，「キラリと光る光町」「打てば響く行政」を

キャッチフレーズに掲げ，馬車馬のごとくに我武

者羅に町づくり事業を推進した。この時期がちょ

うどバブル景気の絶頂期に重なり，計画した事業

がことごとく実現して，恥ずかしながら私はいさ

さか有頂天になっていた。こんな時，町内のある

企業家から「町は天国，我が社は地獄」といわれた。

どこにも負けない町をつくろうと職員に檄
げき

を飛

ばし，職員もまた意気を感じて奮闘していた。

「町の職員は，ずい分頑張っていますね。」と時々

町民の方からお褒めの言葉もいただいていた最中

のことであり，私は，この無礼な一言に憤然と横

を向いた。しかし，その後私は，ある事件によっ

て辞任を余儀なくされ，昨年復帰するまでの間，

中小企業の役員を経験した。はじめての民間経験

であった。優勝劣敗の厳しい競争の世界は，売れ

てはじめて何ぼの世界である。予算があって予算

が無いという不確実な状況下で，キャッシュフロ

ーに苦悩する経営者の姿をみたとき，私は，かつ

て，わが社は地獄と言った企業家の本当の言葉の

意味が理解できた。中小企業の経営者は，融資を

受ける度に個人の連帯保証を求められる。もし倒

産したら，夜逃げをするか，首をくくるほかない

とも語った，あの企業家の言葉が忘れられない。

「職を辞して責任をとる」という政治家たちの

よく使う台詞は，この人たちからみれば笑止千万，

ただの茶番としか映るまい。命懸けの緊張感と責

任感こそが，いま国，地方を問わず為政者に強く

求められているのである。

いま，光町は隣町の横芝町と郡域を越えた，県

下一小さな二町合併をめざしている。私は，夜逃

げをしなくてもすむような，小粒でもキラリと光

る新町の建設を，腹を据えて推進する覚悟である。

羅　針　盤

羅
針
盤
光町長　斉　藤　　　譲

為政者の責任
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本来日本は，四季折々の変化に富んだ自然美豊かな風土を誇りとしてきた。

国は，これまでの社会資本整備のあり方はこの美しさへの配慮を欠いていたとし

て，これまでの状況を是正するために「美しい国づくり政策大綱」を示し，その

大綱の路線に沿って景観法が制定された。

そこで，地方分権化の自治体がこれから，個性的で活力ある地域社会を実現し

ながら豊かな生活環境を創造していくために，この景観法はどのような意味を持

つのか検討するとともに，既に，独自の視点から景観保全に取り組んでいる先進

的な行政施策を紹介する。

特　集　「美しい地域づくり」のために

特集「美しい地域づくり」のために

PART 1 景観法の意義とこれからの景観行政のあり方

特　集

東京大学工学部教授 西　村　幸　夫（ニシムラ　ユキオ）
1952年，福岡市生まれ。東京大学都市工学科卒，同大学院修了。1996年より東京大学教

授。専門は都市計画，都市保全計画，市民主体のまちづくり論など。工学博士。

著書に『都市保全計画総説（仮題）』（東大出版会，平成16年９月刊行予定），『西村幸夫

都市論ノート』（鹿島出版会，平成12年），『環境保全と景観創造』（鹿島出版会，平成９年）

『町並みまちづくり物語』（古今書院，平成９年），など多数。

PART 2 美しい景観を実現する条件
千葉大学工学部教授 福　川　裕　一（フクカワ　ユウイチ）

1950年生まれ。東京大学都市工学科卒，同大学院修了。1996年より千葉大学教授。専門

は都市計画，大都市における土地・住宅問題に関わるとともに歴史的環境の保全や住民主

体のまちづくりを支援している。工学博士。

著書に『ゾーニングとマスタープラン：アメリカの土地利用計画・規制システム』（学

芸出版，1997年），『ぼくたちのまちづくり』（岩波書店，1999年），『分権化社会に望まれ

る都市計画の制度変革』（分権社会と都市計画，ぎょうせい，1999年）など。

PART 3 景観形成の政策法務
立正大学法学部教授 山　口　道　昭（ヤマグチ　ミチアキ）
慶應義塾大学法学部卒業。川崎市役所勤務を経て，2002年¢月から現職。専門は，地方

自治論，政策法務論，行政学。行政執行過程を制度論および実証的視点から研究している。

主な著書に，『政策法務入門』（信山社，2002年），『図説／新地方自治制度』（東京法令，

2001年），『自治体実務からみた地方分権と政策法務』（ぎょうせい，2000年）など。個人

ホームページは，http://www2.odn.ne.jp/mic-yamaguchi/。
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景観法及び関連法が整備されることは自治体に

とってどのような意義があるのか。

景観規制に法的根拠が樹立されることによっ

て，自治体の景観行政は確実に次の段階にはいる

ことになるだろう。すなわち，これまでの「はた

して景観規制はできるのか」といった疑心暗鬼の

段階から，地方分権のもとで「どこまで景観規制

をおこなうのか」といった実務の段階へと自治体

の景観行政の意識は確実に深化することになる。

もちろん個々の地区の実情によって，合意形成

のプロセスや地区画定の作業が必要であることは

これまでと変わりはないが，到達点のイメージが

今までとは異なっている。都市計画の必須の配慮

事項のひとつとして景観の視点が挙げられること

が可能となったのである。ただし，「可能となっ

た」に過ぎず，すべての自治体に必須の事項とな

ったわけではない。また，可能とはなっても，景

観地区における是正命令などには通損規定が明記

されており，補償をする覚悟なしには厳しい行政

処分はできないだろう。ここらあたりに景観法の

今後の課題がある。景観法は，従来の都市計画関

連法とは異なって，法自体が規制内容をメニュー

として持っているわけではない。規制の中身はす

べて条例に委ねている。したがって，法のもとで

の条例を制定しないことには，景観法の効力はそ

の地域には及ばないことになる。

景観法は，条例による規制のあり方の全体像を

明確にするために，景観計画の策定をおこなうよ

う規定している。つまり，広域の景観整備の方針

と景観整備のための行為規制のあり方を示し，従

来の都市計画マスタープランなどの計画と整合性

をとりつつ，今後の都市風景のあり方を描ききる

計画が必要なのである。このことは，自治体にと

って，「景観」という視点から都市を，市民と共

にもう一度きちんと見直す絶好の機会を与えられ

ることを意味する。町丁目などのような行政区界

をベースにしたこれまでの行政計画ではなく，地

形や眺望，植生や生活圏といったこれまでとは異

なった視点で計画を立案する機会が与えられるの

だ。この機会を積極的に生かすかどうかは，自治

体の力量にかかっている。

また，景観計画は単なる規制メニューを提示し

た調整的な計画ではなく，守るべき文化的景観な

ども明示した計画でなければならない。今国会で

改正された文化財保護法において，新たに文化財

に加えられた「文化的景観保存地区」は景観計画

に明示されている必要がある。つまり，景観計画

は受動的に建築行為が発生したときに適用される

特　集 「美しい地域づくり」のために
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コントロール体系表であるだけでなく，積極的に

守り，創るべき景観の地区とその特徴を明らかに

した能動的な計画でもあるのだ。

また，景観重要建造物の指定を戦略的に行うこ

とによって，面として都市における規制を考える

だけでなく，点の集合とそのネットワークとして

都市を考える機会が与えられることになるだろ

う。文化財指定とは異なった視点から景観重要建

造物や景観重要樹木の指定がなされるとすると，

今後新たに都市風景を創造していくための手がか

りを得られることにもなる。

景観地区における「認定」制度は，都市計画に

おける質のコントロールの新しい第一歩として長

らく記録されることになるだろう。問題はこれを

どのようにうまく使いこなすかにかかっている。

以上挙げた，景観計画や景観重要建造物等，景

観地区に関して，おしなべて所有者や住民側から

の提案制度が採られていることは，もうひとつ特

筆すべきことだろう。身近な風景に関して関心を

高めるきっかけが用意されているのである。制度

そのものの中に住民によるまちづくりを高めてい

くような仕組みが組み込まれているのだ。こうし

た制度のあり方は，今後の自治体行政の潮流とな

るだろう。ただし，提案が単なる規制緩和を望む

ものであるとすると，話は別である。提案制度と

ともに提案内容をチェックするシステムも必要に

なってくるだろう。

景観法案に関する議論

景観法案が公になった段階でいくつかの議論が

現れた。それらは以下の７つの視点にまとめるこ

とが出来る。

第一に，量の平等から質の追究へという理想は

評価できるが，質の判断は必然的に行政における

裁量の幅をもたらす。こうした判断を現在の行政

組織が下すことが出来るのかという疑問である。

特に日本の行政の人材育成の基本方針はジェネラ

リスト養成にあり，専門家の育成にはないため，

裁量の幅を持った専門家が行政組織内に育つ可能

性は非常に低い。また，公務員の守秘義務と個人

情報保護の観点から建築計画案が公に議論される

機会がないため，行政担当者はブラックボックス

のなかで判断を下さざるを得ない。「認定」制度

が健全に機能するためには，課題が多いといわざ

るを得ない。

第二に，行政の判断には，したがって，市民や

専門家の声が反映される必要があるが，そのため

の情報の開示や判断材料の提示の仕組みは未成熟

であるという点である。建築計画の事前協議段階

で関係組織の意見を聴取することができるような

仕組みをどのように整えていくかは今後，それぞ

れの景観行政団体が工夫していかなければならな

い課題だろう。しかし，大枠として情報が公表さ

れることによって民主的な議論が深まり，市民団

体の建設的な関与も進展するという方向へ進むも

のと期待している。

第三に，いかに景観重要公共施設という概念を

つくり出しても，その指定にはその公共施設の管

理責任者の同意が必要であり，本当に公共事業を

景観の観点から変更を求めるようなことができる

のかという疑問である。実際に公共事業を景観に

よって止められるかは困難な問題であるが，景観

協議会（第１５条１項）の制度を活用することに

よって，景観の観点から見た公共施設のあり方に

ついて多くの当事者に積極的な関与を求める工夫

を凝らしていかなければならないだろう。

第四に，景観に不熱心な自治体に対して積極的

に手を差し伸べるような手だてに乏しいことであ

る。結果的に，景観整備に熱心な自治体とそうで

ない自治体との間の差がさらに開くおそれが大き

いのではないかという点である。景観法は何もし

ない自治体に対して何らかの施策を強要すること

はできない仕組みになっている。

一般的に，法律とは最低限の水準を保持し，向

特　集 「美しい地域づくり」のために

4



上させることには機能するとしても，良好なもの

をさらによりよくするための工夫を凝らすという

ことには不向きであるといえる。法制度に頼るだ

けでなく，よりよいものをつくり出すことが自治

体にとってプラスに働くような奨励的な事業やイ

ンセンティブを平行して用意する必要があるだろ

う。

第五に，景観法は，景観農振における耕作放棄

地等に関する土地利用についての勧告（第56条）

の場合を除いて，基本的には現状改変行為が発生

したときに発動されるという受動的な仕組みにな

っており，現行の土地利用を積極的に改善してい

くというモメントに欠けている点である。

これはわが国の建設関連法規のほとんどすべて

に見られる特徴であり，景観法に限ったことでは

ない。すなわち，これまでの日本の都市法は，都

市への人口集中が続き，都市には建設がいっそう

行われ，都市域はさらに量的拡大を続けるという

20世紀型のパラダイムによって構築されている。

景観法は，量的拡大が収束し，質的な深化が必

要とされるこの時代を象徴する法律であるとする

ならば，21世紀型の量的均衡，コンパクト化の推

進という時代の要請にあった法の仕組みをとるべ

きではないかという議論がある。

第六に，景観法と規制緩和を進める現在の都市

計画施策とが矛盾しているのではないかという指

摘がある。これは景観法そのものに対する批判で

はないが，景観法の制定が，従来おこなわれてき

た足し算型の都市計画制度の構築から一歩も抜け

出ていないという批判は説得力を持っている。足

し算型の都市計画行政から引き算型の行政へと転

換が迫られている時代に，景観法は景観の側面か

ら規制を付加するという，旧来の足し算型制度で

あることを抜け出していない。とりわけ，景観が

各種施策の総合的な結果として目に見える形で現

れてくるものであるはずなのに，実際の規制は景

観法という縦割りの個別法によって，今までの都

市計画規制にとりたてて大きな変更を加えること

なく，規制を付加する形で問題解決にあたろうと

いう姿勢を有しているのは，やはり大きな課題で

あるだろう。

たとえば，特定街区や再開発地区計画，都市再

生緊急整備地区などにおいて，行政と事業者との

協議によって通常当該地区に定められている以上

の容積率が認められる場合を考えてみる。容積率

の割り増しは都市のスカイラインを決定的に影響

を及ぼすなど景観上の配慮が必要であるはずなの

に，景観法が施行された後でも，定められた景観

計画に明らかに違反していない限りは，個別事業

の議論は特定街区などの都市計画決定後の実施段

階にならなければ浮上してこない。

つまり，景観に大きな影響を及ぼす可能性のあ

る都市計画決定が，景観法が定める手続きとは連

動していないのである。一般的な都市計画規制が

このところ緩和一辺倒であることは，都市計画の

あり方と景観法の姿勢とが相いれない方向を向い

ているのではないかという疑問を抱かせることに

なる。

都市計画規制のあり方の抜本的な改革が必要な

のである。景観法だけで日本の景観が整備されて

いくわけではないのである。

さらにいうと，景観法自体の意義は認めるもの

の，景観法による都市環境の漸進的な改善が，都

市計画が内在させているより本質的な問題を解決

することを先送りすることにつながるのではない

かという危惧を表明する向きがある。しかし，だ

からといって景観法を施行しない方がいいという

結論にはならないだろう。

最後に，景観法の立案が2003年７月からわずか

半年の間に行われ，その間に十分なパブリックコ

メントの機会がなかったこと，学会等の関与も不

十分であったことなど，手続きの拙速を指摘する

声がある。

情報化社会の進展によって手軽にさまざまな中
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央省庁の資料をインターネットをとおして閲覧で

きるようになったとはいえ，国民の多数の声を反

映させるような場を積極的に持ち，議論を重ねて

いく中で，法案が鍛えられていくといったプロセ

スを経ることは本来的に欠かせないはずである。

景観という対立意見が比較的少ない法律案だから

といって，こうした透明なプロセスを省略してい

いというものではない。むしろ，公開された議論

を通して，景観問題への理解が深まることは，長

い目で見て行政にとってもいいことのはずであ

る。この点は今後の課題として残されることにな

る。

しかし一方で，今日の行政には施策実行のスピ

ードというものも求められる。この面では今回の

景観法の制定はじつに機敏だったと評価すること

もできる。

自治体の景観行政のこれから

景観法施行後の自治体景観行政の展望はどう

か。以下の６点に関して提言したい。

第一に，「認定」行為にどれだけ行政の裁量権

を発揮できるかという点である。柔軟な協議型の

認定システムを定着させるための自治体それぞれ

独自の工夫が必要だろう。そのためには，現状変

更にかかわる情報の公開の仕組みや関係諸団体か

らの意見聴取の手続き，最終的な意志決定プロセ

スの透明化，専門家の効果的な関与などが必要と

なる。各自治体が工夫を凝らした「○○方式」と

いったユニークな制度を提起することを通して淘
とう

汰
た

が始まることになるだろう。

たとえば千代田区の景観まちづくり審議会で

は，景観に重大な影響を及ぼす行為に関しては，

確認申請の前段階で事業者から直接プロジェクト

の概要を聴取し，審議会委員とディスカッション

を行うだけでなく，傍聴者にも発言の機会を与え，

これまで混乱なく運営してきている。審議会の開

催も年に３，４回に及び，本年３月には国会議事

堂裏の議員会館の改築に関して国土交通省の担当

官から直接説明を受けて議論した。国の役人が区

の条例によって設置されている審議会に説明者と

して出席して，共に議論するということは地方分

権一括法施行以前には考えられないことである。

こうした民主的な討論が千代田方式として定着す

るとすれば新しい一歩だといえる。

第二に，景観に関するアセスメントや審議会の

持ち方などに工夫が望まれる。とりわけ，アセス

メントは環境影響評価との関連が課題ではある

が，巨大プロジェクトの是非は景観アセスメント

抜きには議論できないだろう。

第三に，公共事業の対応がある。今回の景観法

でも各省庁がからむ公共事業は直接のターゲット

からは除外されている。しかし，公共事業が自己

増殖をすることを食い止める仕組みの一環とし

て，景観からのチェックがきくような制度を自治

体レベルで考案することは重要な意味があるだろ

う。

第四に，熱心でない自治体をどうするかという

問題がある。熱心な自治体との差は開くばかりだ

ろう。基本的には都道府県のリーダーシップにか

かっているが，それだけではなく，地元住民から

の提案制度を活用して，どしどしボトムアップで

課題を提起すべきである。景観問題に限らず，各

方面で住民提案が出されるのを後押しするような

仕組みを用意しておくことが望ましい。

第五に，各種のインセンティブを有する都市計

画制度は結果的に都市のスカイラインなどの都市

景観に与える影響が大きいので，制度適用の判断

の際に都市景観上の判定が加味されるような制度

上の保障が考案される必要があるだろう。景観の

視点が都市計画のより基本的なシステムとして都

市計画制度内に樹立されなければならないのである。

最後に，景観法が直接ターゲットとしていない

分野で，自治体が努力できることがある。たとえ

ば，公共建築の設計を入札させるといった安物の
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知恵を推奨するような制度を廃止すること，周辺

の風景とマッチしているような建物や工作物を顕

彰すること，風景を大切にするために重要な土地

や建造物に対する地方税の不均一課税を進めるこ

と，風景づくりをすすめるNPOのような組織が

生まれて来やすいように各種情報の公表制度を整

えることなどである。

残された課題

以上の他にも残された課題がないわけではない。

都市景観を美しくするためには，①個々の建物

のデザインを向上させること，②それらを周囲と

調和させること，③通り景観など地域環境として

景観をコントロールすること，④都市全体の景観

構造を構想することの四つの位相があるといえる

が，景観法はこのうち第一，第二の施策とは直接

結びつきにくい。つまり，個々の建築物の質を上

げ，周辺との調和を図るためのチェックとインセ

ンティブは依然として，市民の任意の努力の内に

あるといえる。景観法の仕組みは最低限のものの

レベルを維持することには向いているが，より良

いものをさらに伸ばしていこうという性格からは

遠いといわざるを得ない。景観法はもともとそう

した性格のものである。デザインレベルの向上に

は市民の視線が必要なのだ。

ただし，景観重視の基本計画が立案され，景観

法の趣旨を生かした施策に対して国も地方公共団

体も資源や努力を傾注することはやりやすくな

る。たとえば，新たに導入されたまちづくり交付

金を良好な景観形成に資する事業に優先的に注入

するような政策をそれぞれの自治体がとるとした

ら，第一，第二の施策とも結びついて，景観整備

が加速されることも予想される。

また，建築物の質を向上させるためには建築の

デザインを競わせるような仕組みやレベルの低い

デザインをチェックするようなシステムが必要で

ある。建築物の競技設計によって設計者を決める

ような仕組みや公共的なデザイン・レビューの制

度がこれにあたることになる。

また，空閑地など建築行為がいますぐ行われな

い土地や建築行為の質が自治体では必ずしも適切

にコントロールできかねる各種の公共事業まで含

めて，地区全体の景観を向上させていこうとする

には，建築行為が発生するたびに個々に適用され

るという受動的な性格を持つ景観法の仕組みだけ

でなく，より積極的に良い景観を創り出すように

誘導するような事業制度やインセンティブ，景観

を醜いままに放置しておくことに対するディスイ

ンセンティブの導入が必要となるだろう。

さらに言うと，特定街区や総合設計制度，再開

発地区計画や都市再生緊急整備地域などの都市計

画決定が地区のスカイラインの形成に決定的な要

因になるのは明白なのであるから，こうした都市

計画決定に当たっては都市景観上のアセスメント

や景観計画との整合性を検討することなどが必要

となってくるだろう。現行の用途地域制のメニュ

ー方式や地区ごとの建ぺい率や容積率の規制値が

景観上適切なのかどうかの再検討もやるべきでは

ないだろうか。景観の視点が都市計画のより基本

的なシステムとして都市計画制度内に樹立されな

ければ，本来の意味で都市を美しくすることは達

成できないのも事実なのである。

いずれにしても景観法は各自治体の景観施策の

出発点であって，最終到着点ではない。日本の風

景の改善はひとえに各自治体のこれからの努力に

かかっているのである。

（なお，本稿は西村幸夫「美しい風景を創るために，自治

体への提言」，『ガバナンス』平成16年６月号及び同「日

本の都市風景をいかに美しくするか」，『月刊不動産』平

成16年５月号と一部重複部分があることをおことわりし

ます。）
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はじめに

シャッター通りと化した目抜き通り，自殺の名

所となった巨大な団地，ほとんど手つかずの木賃

ベルト地帯，低層住宅と巨大なマンションが混在

する異様な町並み，都市が蚕食した農地…。私た

ちの国，とくに都市とその周辺はお世辞にも美し

いとは言いかねる惨状を呈している。一般的な市

街地も多くは決して魅力的とは言いがたい。この

ような都市の状況に対し，都市再生法に続き，景

観法が制定された。2002年の「美しい国づくりの

政策大綱」を実現すべく定められた景観法は，新

聞の社説等では「街並みづくり，法で応援」など

と期待されている。果たして景観法はわれわれの

都市の状況にどこまで的確な役割を果たすことが

できるのだろうか。

景観法の骨格は，県または市町村が景観に関す

る計画をつくり，建築などの基準を定め，建築行

為の届け出を義務づけた場合，知事または市町村

長が必要に応じて勧告を行うことができる，とい

うものである。従来から自治体が景観条例の中で

行ってきたこととあまり変わらないが，自治体が

わざわざ条例を作らなくともこの一連の仕組みが

動くようになり，条例で定めれば変更命令を出せ

るようになった。後者に期待がかかるが，変更命

令は「形態意匠」つまり狭義のデザインに限られ

る。建物の高さ・規模・位置などは対象外である。

言うまでもなく，景観を決定づけるのは「形態

意匠」ではない。建物の高さ・規模・位置がもっ

と重要な要素であるが，それだけでもない。景観

は，さまざまな要素が複雑に絡み合い働いた結果

として生み出されるものなのである。具体例で説

明してみよう。そもそも景観が政策や計画の対象

になったのは，現代の都市が美しい景観を自律的

に生み出すことができなくなったからだ。従って，

例としては歴史的な町並みを現代都市と対置して

みよう。

佐原の町並み

小野川と町並み

千葉県で代表的な歴史的町並みといえば佐原で

ある。歴史的地区を含む中心市街地の商業機能は

ひどく落ち込んでいるが，ここ２～３年観光客が

増えはじめ，徐々に活気をとりもどしつつある。

知られるように，佐原の歴史的町並みは，小野川

沿いと小野川と直交する香取街道沿いに十字に発

達している。この小野川とそれに沿って形成され

特　集 「美しい地域づくり」のために
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た町並み景観こそ佐原の特色である。昨年（2003

年），それまではお祭り時だけのイベントであっ

た小野川舟運が定期化され，川のある風景をタッ

プリと経験できるようになった。ここを訪れるた

びに感じるのはホッとする安ど感である。それは

この景観のいかなる特質に由来するのか考えてみ

よう。

小野川は利根川の小さな支流である。江戸と直

結し物資流通で大きな役割を果たした利根川水運

の一端を担う河港として機能してきた。川幅は７

～８m，その両岸に５～６mの道をおいて建物が

並ぶ。護岸は大正年間に銚子石で端正に整えられ，

各建物の前には「だし」と呼ばれる水面へ降りる

荷揚げ用の階段が設けられた。川沿いの建物の多

くは，妻入り寄せ棟で建物全体に一体の屋根がか

かる形式である。正面には深いひさしがあり，荷

物が置けるよう昼間は開放され，夜は格子で閉じ

られる。この両側の道路は，荷揚げ場であり，町

家の前庭でもあったということに注意しよう。も

ちろん河港としての機能を失った現在では当時の

前庭としての性質は姿を変えている。それでも自

動車の交通や駐車が規制され，だしの一部が復元

されて，当時とはやや異なった意味で前庭として

の性格を取り戻しつつある。

われわれが小野川ベリに立ったときまず感じる

のは，そこが密集した市街地の中のオープンスペ

ースであるということである。歴史的な市街地の

中では珍しい幅20mの空地だ。河岸に植えられた

柳（かつてはプラタナスであった）が町中には乏

しい緑を添える。川は曲がりくねっているので，

佐原固有の表情をもった町家が視線を閉じる。川

沿いにたたずめば，町並みに囲まれ，とても落ち

着いた気分にひたることができる。

このような空間・景観は，人の手によってつく

られたものである。とくに［川→だしが設けられ

た石積みの護岸→前庭的道路→深いひさしを持つ

町家］という構成は，機能的な必要から生み出さ

れた，すぐれた都市的なデザインである。もちろ

んまったくの人工的デザインではない。人々の生

活や都市活動を支えてきた自然環境を受け継ぎ，

長年にわたって整理してきた結果，到達したデザ

インである。

私たちが小野川沿いの町並み景観に安ど感を覚

えるのは，それが基盤となる自然あるいは自然的

なものの中にある本質を変えることなく，都市

的・文化的なものを実現しているからだといえよ

う。ここでは自然への回帰と都市的文化への憧
どう

憬
けい

がともに満たされる。対して大都市では，小野川

レベルの中小河川の多くは，どぶ川と化したあげ

くに暗きょ化された。佐原においても，つい20年

ほど前には小野川に蓋をし，道路や駐車場にして

一帯の商業再興をはかろうと言う議論が活発に行

われていたのだ。

都市において川あるいは山並みといった自然の

景観を維持することには，ほかの意味もある。よ

り大きなスケールで都市が依拠している基盤的構

造が明示され，そのことによって，人々の，都市

の全体像や自分の位置への感覚が保持されるので

ある。大都市においては，このような感覚が保持

されにくい。景観の果たすべき役割は確かに大きい。

香取街道と町並み

香取街道沿いに目を転じよう。街道沿いには，

小野川沿いとは異なるより本格的な切り妻平入の

町家が並んでいる。しかし，現状は自動車の交通

が激しく，小野川沿いのように快適な空間ではない。

しかしこの道路も本来は，小野川両岸の道と同

様，個々の町家にとっての前庭という役割を果た

していた。道路の基本的な役割は言うまでもなく

交通・輸送の施設である。そのことによって，都
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市を構成する諸要素（店舗・工場や住宅）の活動

や存立を保障し都市全体を機能させる。しかし，

道路はまた，空地または前庭的性格を併せ持つこ

とで，町並みの成立にとってより包括的・基本的

な役割を果たしていた。

町のにぎわいは，限られた距離の中に，できる

限り多くの建物が顔を出すことによって生み出さ

れる。町家の，俗に「うなぎの寝床」と呼ばれる

間口の狭い敷地はその必然的結果であって，その

ような長細い敷地に建つ町家が外気に面すること

ができるのは，道路と裏庭だけである。このよう

な町家にとって，道路は，通風・日照・採光とい

った居住環境を確保する最も確実な空地である。

さらに道路は，店の延長となり荷受け場となる。

子供の遊び場となり，大人たちのコミュニケーシ

ョンの場となる。災害時の避難や救援の場となる。

こうして空地としての道路は個々の町家にとって

の前庭としての役割を果たすのである。

このような道路の空地的・前庭的性格は，町家

の間取りを規定する。通りに面して店棟が配置さ

れ，奥に向かって，住宅，裏庭，離れが並べられ

る。つまり通りから奥へ向かって，よりプライバ

シーの必要性が高い部屋が並ぶ。「通り→店棟→

住宅→裏庭→離れ」という，コミュニティからプ

ライバシーへ至る段階的な構成が成立するのだ。

このような段階構成は，住まいにおける家族生活

と通りにおける社会生活との双方のバランスをと

り，両者を成立させるためとても大きな意味があ

る。しかも町家は奥行きに大きな差がないから，

裏庭の位置がほぼ一定し敷地を超えて連続する。

道路とともに裏庭も居住環境確保に安定的な役割

を果たすことになる。

そして重要なことは，歴史的町並みではこのよ

うな秩序が，個々の主体が，それぞれの必要に応

じて，異なった時期に建物を建てながら，実現さ

れてきたということである。町並みにはそっくり

同じ建物はひとつとして存在しない。人間がさま

ざまな個性を持つように，歴史的な町並みの建物

も実に多様である。秩序はあるが，決して画一的

ではない（現代の大規模開発の結果を思い浮かべ

よ）。多様であるが，決して混乱には陥っていな

い（現代の混乱した町並みを思い浮かべよ）。つ

まり「秩序と多様性の両立」を，ひとりひとりの

市民が，それぞれの建設活動をとおして実現して

きた。私たちが，道路を軸とした歴史的な町並み

に美しさや安定感を感じるのは，このようなシス

テムが成立しているからだ。

このような秩序そしてシステムはなぜ実現した

のか。一般には，建築の技術や材料に制約があっ

たからだと理解される。しかしそのような理解は

一面的である。歴史的町並みでは，基盤的環境が

共有的に維持されており，その上で，限られた環

境を等しく分けあった結果がこのような秩序に至

ったと理解すべきである。高密に集まることに意

味のある市街地では，他者の自己実現を尊重しな

ければ，自らの自己実現もありえない。建物のさ

まざまな原則は，自由への制約ではなく，自由を

獲得するための積極的な意味を持った規範なので

ある。別の言い方をすれば，個々の建築はあたか

も生物体の細胞のような振る舞いをする。細胞は，

全体を生み出すための遺伝子を保有しており，分

裂・成長を繰り返しながら全体（町並み）を形

成・維持するのである。

残念ながら現在の佐原の香取街道沿いでは，こ

のシステムは壊れかけている。道路の交通・輸送

施設としての性格が強調され，空地的・前庭的性

質が喪失したためである。そうなると道路は，町

家の通風・採光を保障することができないばかり

か，自動車の排気ガスや騒音によって居住環境を

侵害するものとして作用してしまう。両側の建物
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の変化もこの町並みを成立させる構造としての道

路の性状の変化の中で理解できる。佐原の香取街

道沿いの町並みが，生き生きとした美しさを取り

戻すためには，道路もまた構造としての包括性を

取り戻さなければならないといえよう。

すぐれた景観を再獲得するための課題

佐原の町並み景観がどのような仕組みから出来

上がっているかをみてきた。まず確認すべきは，

景観を維持・強化・改善するためには，結果であ

る景観を操作の対象とするだけでなく，これらの

仕組みへアクセスする必要があるということであ

る。象徴的に言えば，単に格子をつけるのではな

く，格子が最適な柱間装置として本来の役割を果

たす環境を維持・回復することが重要だ。

さて，歴史的町並みのような完成された都市空

間を現代都市と対置すると，現代都市がすぐれた

景観を獲得するための課題も見いだされる。

第一に，その都市がよってたつ自然的環境基盤

の本質を変えることなく都市空間の中で受け継い

でいくことの重要性が見いだされた。

第二に，河川，道路などが，町並みという組織

を支える構造として，それらが本来持っていた包

括的役割を取り戻す必要があるという課題が見い

だされた。佐原では，小野川と香取街道が，周辺

の建物の内部空間を規定し，町並みの組織化を支

える包括的な役割を果たしていた。一方，現代の

都市では，河川や道路の多くが，その包括的役割

を分解されてしまっている。河川は排水溝，道路

は交通施設となる。こうなると，それらは町並み

という組織を支えるよりも壊す方向へ作用する。

建物を孤立化させ，意味のある景観を生成する契

機を作り出さない。つまり，美しい景観を作り維

持するためには，単に組成要素としての建物に着

目するのではなく，構造要素を含めた全体の再構

築が不可欠である。

第三に，建築のあり方に関する課題が見いださ

れた。歴史的な町並みでは，異なった人が，異な

った時期に建てた多様な建物が一定の秩序を実現

している。現代都市では，それぞれの建築が他と

は無関係に独自の表現を競い，規模や形もバラバ

ラである。環境と他者への配慮を欠く建築が集積

した結果，雑然とした，全体としては無性格な町

並みが形作られている。あるいは，国の制度には，

大規模な開発や建物ほど有利になる仕組みがあら

ゆるところにビルトインされており，中小規模の

建物が協調し合って美しい町並みをつくるという

景観の論理はしばしば排除されてしまう。このよ

うな現代の建築に，都市の建築としての市民権を

回復させる必要がある。

そして第四に，主体的条件に関わる課題が見い

だされた。歴史的町並みが上記3つの課題を実現

できたのは，同じ基盤的環境に依拠した町という

集団が，環境を共有的に管理し包括的に維持する

体制があったからである。現代の都市ではこのよ

うな環境についての共有的体制が崩壊している。

コミュニティに根差した，住民の連帯に基づく環

境維持の体制を組み直すことが必要である。

あるべき制度を考える

すぐれた景観を生み出すためにこのような課題

を解決することが必要だとすると，そのための制

度はどのように組み立てられるべきであろうか。

まず，４つの課題は都市計画あるいは土地利用

計画・規制の課題そのものにほかならない。「景

観は自然的基盤の上に人間が活動を繰り広げた結

果である」と言う命題からしてあまりにも当然の

帰結と言えよう。従って，このような景観を，制

度として，保全・維持・強化・育成・誘導してい

くためには，景観に責任を持つ政府に「意匠形態」
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に限定されない幅広い土地利用計画・規制にかか

わる権限が備わっていなければならない。さらに

言えば，充実した土地利用計画・規制制度があれ

ば，景観に特化した制度は不要となるだろう。重

要なのは，土地利用計画・規制制度に景観の視点

が組み込まれていることなのである。そこでは，

景観は，土地利用計画・規制制度がめざす目標，

ないし結果をチェックする手がかりと位置づけら

れる。

では，景観に責任を持つべき政府とはどこか。

あきらかに，上の４つの課題に取り組む舞台とな

るのは基礎自治体である。景観が，それぞれの地

域の風土と密接に関わったものである以上，全国

一律の基準や手法はなじまない。地域がそれぞれ

に工夫を凝らす必要があるからだ。課題が総合的

である以上，総合化を担う政府＝基礎自治体が取

り組む必要がある。市民の主体的な行動なくして

実践が困難である以上，市民にもっとも身近な政

府が責任を持つ必要がある。そのために，基礎自

治体に土地利用計画・規制に関する包括的な権限

が与えられる必要がある。

現在の都市計画の仕組みは，実質的な意味での

責任の所在がはっきりしない。現実に起こりつつ

ある事態を注視し，必要に応じて行動を起こす責

任体制を欠いている。自治体は，法を適用する責

任があるが，制度を設計し解釈する権限を持って

いない。国立マンション問題は，市長や議会の意

思にもかかわらず建物は合法というケースであ

る。現在は都市計画審議会がシステムの要に置か

れているが，合意が積み上げられてきた案件に検

印を押す場に止まり，積極的に政策を議論し組み

立てる場となっていない。責任と権限を一致させ，

実効性のある体制をつくることが急務である。

「事前確定的な計画とそれに基づく基準に従っ

て建設行為を許可する」といったオーソドックス

な土地利用計画・規制制度では美しい景観は生み

出されない。計画や規制の作成段階の参加だけで

なく，建築計画そのものを必要に応じて議論の俎
そ

上に乗せていくことができるプロセスが不可欠で

ある。そのためには多くの景観条例や町づくり条

例が定めている事前協議の仕組みをもっと研究す

べきだ。ある案の当否を決定するにあたって裁量

的な判断ができることが重要である。注力すべき

は，これらのプロセスを避けることではなく，オ

ープンで公正なプロセスを設計することである。

以上をまとめると，必要な制度は，自治体独自

の工夫された計画と基準をそなえ，議論（熟議，

deliberation）を重視し，公正なプロセスに基づ

く裁量的判断を可能とする条例である。問題は，

このような自治体の条例を国の法律が許容するか

どうかである。都市計画法と建築基準法に関わる

事務は地方分権措置によって自治事務とされた。

にもかかわらず，自治体の権限は法律で委任され

た範囲にとどまっている。

分権という点から言えば，景観法の成果は委任

条例をひとつ増やしたことである。しかし，本当

に美しい景観をめざすなら，国の法律がなすべき

は，土地利用計画・規制の権限を自治体へ包括的

に授権し，自治体が充実した土地利用計画・規制

制度を構築できるようにすることを措いてありえ

ない。

参考文献
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１　政策法務の発想

本稿の課題は，景観法（平成16年６月18日法律

第110号）の成立を受け，今後の自治体景観行政

を，政策法務の観点から展望することである。

景観法案は，内閣提出法案であり，国会で修正

されることなく原案どおり可決成立した。しかし，

だからといって，法律立案者（国土交通省）の法

律解釈が万能というものではない。法律の前に国

民はすべて平等であり，必要があれば，独自に解

釈することができる。特に，多くの自治体では，

これまでに独自の景観条例を制定し，また，要綱

等によって独自の取り組みを進めてきた実績があ

るのだから，景観法の内容を精査し，不十分な点

がないかどうかチェックすべきである。この過程

で，景観法の規定が不十分であると判断されれば，

独自に法律を解釈し，地域の実情に見合った取り

組みをすることも考えられる。

さて，景観法は，本則107条からなる大部な法

律である。本稿では，紙幅の関係からすべてに触

れることはできないし，また，本誌では，別途景

観法の概要の解説が用意されており，その必要も

ないと思われる。そこで，本稿は，本誌の読者を

考慮し，市町村行政に関する部分に的をしぼるこ

とにした。

また，政策法務は，立法法務，執行法務，評

価・争訟法務，そして，これらの行政執行過程を

支える組織法務に分けられる。このうち，立法法

務では，条例を重視している。要綱も，自治体で

は，重要な政策実現のための手法として機能して

いるが，その法的性格が行政内部の規範にとどま

り，住民への法的効果を及ぼさないこと，そして，

要綱のこういった性格を反映して，必ずしも公表

されているとは限らないこと（むしろ，そのほと

んどは公表されていない），さらには，第１次地

方分権改革の結果，機関委任事務制度が廃止され，

自治体で執行している事務のすべてに条例が制定

可能になり，要綱の位置づけが低下したことなど

が，条例重視の理由である。景観行政にあっても，

主に条例を基に検討する。

２　これまでの景観行政

これまでの市町村景観行政は，どのような状況

だったのだろうか。この点に関し，景観法を審議

した第159回国会衆議院国土交通委員会では，岩

永峯一委員の質問に対し，竹歳誠・政府参考人

（国土交通省都市・地域整備局長）および佐藤茂

樹・国土交通大臣政務官が次のような答弁をして
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いる（同会議録20号，2004年５月12日）。

景観条例の制定状況は，国土交通省が調査した

ところによると，2003年９月末現在で，27の都道

府県において30の条例，450の市町村で494の条例

が制定されている。割合では，都道府県で57％，

市町村で14％となる。ただし，これらの内容は，

建築物や工作物の建築等に対する届け出とその内

容に対する勧告であり，周辺の町並みから著しく

不釣り合いな色彩やデザインであっても，強制力

をもって規制することができない，また，法律の

規制緩和の影響を受け，さらには国税の軽減が認

められない，といった限界があった。これらへの

対応を景観法では図った，ということである。

そして，2000年の国土交通省調査（『景観に関

する規制誘導のあり方に関する調査報告書』2001

年）によれば，景観条例の内容として規定されて

いるのは，多い順に，①景観審議会，②（大規模）

建築物の届出，指導，勧告制度，③景観形成地区

または重点地区，④建築物，植栽などのハードへ

の補助・助成，⑤景観形成基準，修景ガイドライ

ン等，⑥景観に関する表彰制度，⑦景観形成基本

計画，⑧（⑦と同順位）協議会，市民活動などソ

フトへの助成，⑨景観上重要な建築物の指定，⑩

景観形成方針，⑪（⑩と同順位）景観協議会，市

民組織の認定，⑫景観アドバイザー制度，専門家

制度，となっている(１)。また，伊藤修一郎助教授

（群馬大学）が2003年６～８月にかけて行った調

査（以下，「伊藤調査」という。）によれば，回答

のあった条例未制定市町村の施策で多かったの

は，多い順に，①要綱に基づく行政指導，②景観

計画の策定，③すぐれた建築物の表彰，④景観保

全に資する建築物への補助，⑤市民団体への助成，

となっている(２)。

自治体の政策的な意思を表明する手段として，

条例が好ましいと考えられるものの，国会におけ

る答弁に表されているように，たとえ条例化がな

されていたとしても，強制力を伴った条例ならで

はの手法は，これまでの自治体景観政策では採用

されていない。この点で，条例で採用している行

政手法は，要綱と同様のものであるといってよい。

伊藤調査でも，条例制定済み自治体にとって，解

決が困難な課題は，①実効性のある条例案の策定，

②独自性（わがまちらしさ）を出すこと，が高順

位を占めている(３)。

伊藤助教授は，「現行の景観条例の大多数は，

行政指導を目的達成の手段としている。」と結論

づけている(４)。この理由は，多くの自治体では，

住民の財産権を法律による個別の授権なく条例で

規制できない，と解しているからである。

しかしながら，学界の大勢は，条例をもってす

れば財産権に制限を加えることができる，といっ

たものであると思われる(５)。なぜなら，より人権

侵害の程度が高い精神的自由権でさえ規制するこ

とのできる条例が，経済的自由権を制限できない

はずがないからである。

とはいっても，条例がどのような対象を，どう

いった手段で，どの程度まで規制することができ

るのかは，精緻
ち

な検討が必要である。たとえ，条

例をもってすれば財産権に対する規制が可能であ

るとする法理論を前提にしても，地域における必

要限度を超えた規制（＝過剰規制）は，違法とな

るのだから，地域における必要性を正確に把握す

ることが求められる。そして，地域における必要

性にそった政策を法化することこそが，政策法務

の考え方なのである。このような発想法は，景観

法の制定によっても変わるところがない。

３　景観法と市町村景観行政

それでは，新しく制定された景観法の主な規定

を，市町村行政の視点で見てみよう。

第１に，景観法は，「景観行政団体」という新
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たな概念を創出している。そして，具体的には，

景観行政団体とは，都道府県，指定都市，中核市

である。しかし，また，指定都市，中核市以外の

市町村であっても，あらかじめその長が都道府県

知事と協議し，その同意を得れば，景観行政団体

となることができる（７条１項）。景観行政団体

は，景観法に基づく景観行政の主体とされており，

次に述べるような法律の仕組みを利用して景観行

政を行っていきたいと考える市町村では，都道府

県知事と協議し，同意を得るべく働きかける必要

がある。

第２に，景観行政団体は，景観計画を定めるこ

とができる。景観計画区域内では，事業者等の行

為を制限することが可能であり，景観計画は，①

屋外広告物の表示等の制限に関する事項，②道路，

河川，都市公園，海岸，港湾，漁港，公園事業に

係る施設等の「景観重要公共施設」の整備に関す

る事項，③道路法，河川法，都市公園法，海岸法，

港湾法，漁港漁場整備法の許可の基準，④「景観

農業振興地域整備計画」の策定に関する基本的な

事項，⑤自然公園法の基準であって，良好な景観

の形成に必要なもの，などを定めるものとされて

いる（８条１項・２項）。これらの規制は，最終

的に罰則によって担保されている（100条以下）。

これまでに景観条例を制定した自治体が望んでき

た，「実効性ある規制」が可能になったものとい

える。

第３に，景観行政団体の長は，景観計画区域内

の良好な景観の形成に重要な建造物や樹木を，当

該建造物の所有者の意見を聴いて，景観重要建造

物として指定することができる（19条，28条）。

第４に，市町村は，都市計画区域または準都市

計画区域内の土地の区域については，市街地の良

好な景観の形成を図るため，都市計画に，景観地

区を定めることができる（61条１項）。この内容

は，建築物の形態意匠等の制限に及ぶものである

（同条２項）。そして，市町村は，景観地区内の工

作物について，政令で定める基準に従い，条例で，

その形態意匠等の制限を定めることができる（72

条１項）。また，この条例では，市町村長による

認定，違反工作物に対する違反是正のための措置

等に関する規定を定めることができる（同条２

項・４項）。

ここで，注意すべきことは，この条例制定の権

限を有するものは市町村であって，景観行政団体

にとどまらない，ということである。景観行政団

体とならない市町村であっても，条例で，形態意

匠等を制限することが可能である。

一方，ここで定める条例による制限は，政令で

定める基準に従うことが求められている。この基

準に上乗せ・横出しした条例の効力については，

要検討事項であろう。特に，すでに景観条例を制

定している市町村にとっては，その内容が法律の

授権範囲内に納まるものかどうか，もし，納まら

ないとした場合には，その対応をどうするか，今

後制定される政令の内容を見ながら検討すること

が求められる。

第５に，市町村は，都市計画区域および準都市

計画区域外の景観計画区域について，準景観地区

を指定することができる（74条１項）。準景観地

区内では，景観地区内における規制に準じて，条

例で，良好な景観を保全するため必要な規制をす

ることができる（75条１項）。

第６に，景観計画区域内の一団の土地の土地所

有者等は，その全員の合意により，建築物の形態

意匠に関する基準等を定める景観協定を締結する

ことができる（81条１項）。この景観協定には，

景観行政団体の長の認可を要する（同条４項）。

第７に，景観行政団体の長は，民法34条の法人

または特定非営利活動法人を，景観整備機構とし

特　集 「美しい地域づくり」のために
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て指定することができる（92条）。景観整備機構

は，景観重要建造物と一体となって良好な景観を

形成する広場その他の公共施設に関する事業の実

施，管理協定に基づく景観重要建造物または景観

重要樹木の管理，景観農業振興地域整備計画の区

域内の土地についての権利の取得およびその土地

の管理等の業務を行うものである（93条）。この

ような新たな機構を，単なる行政補完団体にして

しまうのか，それとも景観ＮＰＯ等として専門性

を発揮する団体にすることができるのか，につい

ては，景観整備機構を指定する自治体の方針・力

量にかかっているものといえる。

４　これからの景観行政

これまでに制定されている景観条例と今回制定

された景観法について，駆け足で概観してみた。

これらを比較すると，景観法は，各地の景観条例

を参照しながらつくられていることがわかる。自

治体の先導的な取り組みを支援するためにつくら

れたのが，景観法であるといえる。

このような経緯をふまえれば，ほとんどの自治

体にとって，景観法は，自治体の景観行政を推進

するものとなろう。特に，これまで自治体ではど

うすることもできなかった税制（国税）上の支援

措置が盛り込まれたことは，力強い。また，罰則

を含む規定によって，実効性の確保が図られたこ

とも，重要である。したがって，自治体としては，

第一義的には，景観法の内容を理解し，そこに盛

られているメニューを活用することが必要である。

しかしながら，個別の自治体にとって，これら

のメニューが完全であるという保障はない。特に，

これまでに景観条例を制定し，独自の地域課題に

対応してきた自治体では，景観法の枠組によって

地域課題が解決されるものかどうか，精査すべき

である。場合によっては，景観法に基づく政令の

基準に上乗せし，また，これらの法令に盛り込ま

れていない事項を独自に定めるなどの措置が必要

になるかもしれない。景観条例を制定したときの

原点に戻り，わがまちらしさ，市町村の身の丈に

あった条例づくりといった観点から，景観条例の

規定をじっくり検討することが求められよう。

なお，景観法には一切法定受託事務がなく，す

べて自治事務で構成されていることに留意するこ

とが必要である。自治事務に関し，国は，自治体

が地域の特性に応じて当該事務を処理することが

できるよう特に配慮しなければならない義務を負

っている（地方自治法２条13項）。このことは，

一般的な義務以外にも，「〔政府は，〕地方公共団

体における景観・緑に関する施策が円滑に行われ

るよう，その推進体制の確立に努め，景観法の政

省令の制定に当たって地方公共団体の自主的な取

り組みを阻害しないよう配慮する」（衆議院国土

交通委員会附帯決議2004年５月14日，参議院国土

交通委員会附帯決議2004年６月10日）よう求めら

れているところである。

こういった義務が適切に果たされるよう監視す

るとともに，自治体には，景観に関する事務が引

き続き自治事務であることを念頭に置き，地域課

題解決に向けた政策を積極果敢に打ち出していく

ことを期待したい。

特　集 「美しい地域づくり」のために
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（１）西村幸夫「転換期にある日本の都市景観行政とその今後のあり方」都市問題94巻７号（2003年）７頁参照。
（２）伊藤修一郎「景観政策の現状と景観条例制定過程―『2003年度景観条例・景観政策に関するアンケート調査』結果報告」自治総研

2004年５月号40頁参照。
（３）伊藤・注（２）論文46頁。
（４）伊藤・注（２）論文51頁。
（５）佐藤幸治『憲法〔第３版〕』（青林書院、1995年）283～284頁・570頁，猪野積「条例制定権の範囲と限界」同編著『条例と規則（１）』

新地方自治法講座２（ぎょうせい，1997年）61～64頁など参照。
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１】緑あふれる都市空間
千葉市は，東京湾に面した水辺空間や下総台地

に広がる緑地空間を有するなど，豊かな自然環境

に恵まれており，郊外には谷津田や里山といった

田園風景の見られるなだらかな丘陵が連なってい

ます。

森林面積は，5,195haで市域の19％を占めると

ともに，県内で第７位の面積を有しています。こ

の豊かな緑と水辺を活かして，やすらぎとうるお

いのある都市空間を形成し，次代に引きついでい

くため，自然緑地や森林などの貴重な自然環境や

生態系の保全と活用を推進しています。

２】「里山地区」の指定
里山は，長い間その周辺に居住する者が薪

しん

炭
たん

や

肥料の原料の採取等に利用するとともに，造林・

間伐等の整備を行ってきた斜面林などを含む森林

を指します。

その身近な里山は，生活環境の保全，景観形成

の役割に加えて地域住民や都市住民の参加による

多様な森林活動や交流の場として，新たな役割を

発揮することへの期待が急速に高まってきていま

す。

そこで本市では，里山の効果的な保全を推進し，

やすらぎとうるおいのある良好な生活環境の形成

を図ることを目的として，県内の他自治体に先駆

けて平成１３年度より「里山地区」の指定を行っ

ています。現在は，若葉区・緑区内の２ヶ所を指

定していますが，今後，美浜区を除く花見川区・

稲毛区・中央区内に指定する予定です。

・若葉区の里山地区「いずみの森」の概要

平成13年12月28日(指定日)

斜面林部分が広く，シラカシやヌルデ等の広葉

樹の他，スギを主体とする針葉樹が混在する里山

（鹿島川流域）

（１）所在地：若葉区富田町

（２）面　積：2.8ヘクタール

（３）森林所有者：16名

・緑区の里山地区「ひらかの森」の概要

平成15年５月８日(指定日)

谷津田に沿って細長く延びた帯状の斜面林で，

斜面部分は高低差が少なく，広葉樹が比較的多い

里山（鹿島川流域）

（１）所在地：緑区平川町

（２）面　積：2.2ヘクタール

（３）森林所有者：７名

３】「里山地区」の管理
市民参加による「ゆたかな森づくり」を目指し，

千葉市

里山の保全推進活動
について

千葉市農政センター農業振興課

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;県内情報報 報 報 情 情 情 域 域 域 地 地 地 
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森林保全の新たな担い手となる人づくり，組織づ

くりを目的に，平成12年度より実施している森林

ボランティア技術研修会により２団体が結成され

継続的な活動をしています。

「里山地区」の管理は，千葉市が「里山地区」

の森林所有者と里山の管理に関する協定を結ぶと

同時に，これらの２つのボランティア団体と，森

林の保全と整備等の管理を無償で委託しています。

（１）千葉市森林(もり)づくりの会 （ 92名）

（２）千葉市里山ボランティアの会 （160名）

里山地区の利用上の注意

次の行為を禁止します。

１．木竹の伐採，植物等の採取

２．物品の販売，募金等の行為

３．建築物，工作物等の建築，移転等

４，土地の開墾，土石の採取

５．集会，展示会等の開催

６．火気の使用

４】森林ボランティア団体の活動状況
「千葉市森林

も り

づくりの会」は，毎月第２・第３

土曜日及び第４金曜日に「里山地区」や「市有林」

等で下草刈や除伐作業の他，台風による被害木の

撤去作業などの実践的な活動を行っています。

「千葉市里山ボランティアの会」は，毎月１

日・９日・17日・25日に「里山地区」や「市有林」

等で同じ内容の作業を行うとともに，遊歩道の整

備，自然観察等の活動を行っています。

両団体とも台風被害木や間伐材を活用した木製

プランターを製作し，「千葉市産業まつり」にお

いて即売するとともに森林ボランティア活動のピ

ーアールを行っています。

また，それぞれの｢里山地区｣において，地権者

とボランティア団体との交流会を実施して交流を

深めています。

今年度，「市有林」において，ボランティア団

体の拠点施設として，ボランティア自らが，間伐

材利用による丸太のログハウス造りを行っています。

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;地域情報
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鴨川市では，農業を核とした都市との交流によ

り農業の振興と地域の活性化を図るため，地域と

の協働により，リフレッシュビレッジ事業に取り

組んでいます。

これまでに都市・農村交流の拠点施設「鴨川市

総合交流ターミナル『みんなみの里』」の設置・

運営などのほか，「日本の棚田百選『大山千枚田』」

でのオーナー制度を実施してきました。昨年４月

には，構造改革特区第１号として「鴨川市棚田農

業特区」に認定され，川代や山入，南小町など，

市内の他の棚田でもオーナー制度に取り組めるよ

うになったことから，今年は約260組ものオーナ

ーを受け入れています。

それらのオーナーの中には，稲作や棚田の保全

のためだけでなく，田舎暮らしをする足がかりと

したり，将来は移住し，本格的に農業をしたいと

いった希望を持っている方がたくさんいる一方，

農家の皆さんも農業を続けたいという希望のほか

に，農地を荒らさないために貸したり，地域の活

性化のためなら手放してもよいといった考えがあ

り，それは山間に農地を抱える地域で強くなって

います。

他方，現在はさまざまな地域でみんなみの里や

オーナー制度と同様の取り組みが予定されている

ことから，今後，地域間競争が激化していくこと

も予想されます。

そこで，市としてこれまでの取り組みを発展さ

せていくためには，都市側組織「特定非営利活動

法人100万人のふるさと回帰・循環運動推進・支

援センター」などとの連携を図りながら，農村部

においてさらに受け皿整備を進める必要があると

考え，本年４月５日に，市のほか商工会，大山千

枚田保存会，中山間地域等活性化協議会，鴨川自

然王国，農協，観光協会など各種団体で運営する

「鴨川市ふるさと回帰支援センター」を設立しま

した。

「特定非営利活動法人100万人のふるさと回

帰・循環運動推進・支援センター」とは，都市住

民を受け入れることで地域活性化を図る地方の受

け入れ情報を一元化しようと，全国農業協同組合

中央会，全国森林組合連合会，全国農業会議所，

日本生活協同組合連合会，日本労働組合総連合会

などさまざまな団体が参加して設立された組織で

す。センターでは過疎に悩む地方からのアプロー

チであったこれまでの都市と農村の交流から，都

市側からの新しい仕掛けとして，地域活性化と新

たな価値観を創造するための社会運動「自然豊か

な地方で暮らそう『100万人のふるさと回帰・循

環運動』」に取り組んでいます。

この運動は，国民一人ひとりが，多様で新たな

価値観のもとに従来の働き方や生き方を見直し，

地方で働き生活することで豊かさを実感するとと

もに，農林漁業など第一次産業と働く人々の労働

が再評価されること，さらに故郷（出身地にこだ

わらず）への回帰・循環運動として，自然豊かな

地方で暮らしたい人がそこで暮らすことのできる

ネットワークの構築を目指しています。

また，高度成長の時代に地方から都会に出てい

った人達が，定年後は自然豊かな田舎暮らしを希

望していることに着目し，Ｉターン・Ｊターン・

Ｕターンなど，地方で暮らし生活することを希望

する都市生活者や定年退職者などの人々のために

受け入れ体制や技術指導などの基盤を整備し，

「100万人を田舎に戻す」という目標を掲げていま

す。

鴨川市ふるさと回帰支援センターでも，そうし

大山千枚田でのオーナーの稲刈り風景

鴨川市

都市・農村交流の
新たな潮流

鴨川市ふるさと回帰支援センター

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;地域情報
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た都市生活者の回帰・循環が，高齢化・過疎化の

進む中山間地をはじめとした地域の活性化，景観

や環境の保全などにつながると考え，農地の有効

利用や定住化の促進を図っていきます。具体的に

は，鴨川を訪れる人々や定住を目指す人たちに向

けて市内の空き農地や空き家，就農などの情報を

提供し，田舎での農業体験や長期滞在，定住とい

った希望を持つ都市住民と，空き農地や空き家を

貸したり売ったりしても良いという市民との間

で，両者の橋渡しをしていきます。

ＮＰＯ「100万人のふるさと回 
帰・循環運動推進・支援セン 
ター」 

鴨 川 市 ふ る さ と 回 帰 支 援 セ ン タ ー の 仕 組 み  

都 市 生 活 者 土地・住宅所有者 
【鴨川市民】 

空家を貸し 
てもいい 

空農地を 
貸してもいい 

空家・空農地を 
売ってもいい 

田舎暮らし 
がしたい 

一時滞在 
がしたい 

菜園が 
したい 

体験が 
したい 

欲求・相談 情報の提供 

　定住や一時滞在に必要な農地、宅地、住宅、就農及び暮らし方等の総合的 

な情報を提供する。 

○設置場所：棚田倶楽部 

［役割］各種情報の一元管理、及びインターネット等による情報発信。 

 
◎ 鴨川市ふるさと回帰支援センター連絡協議会  

１．役員会 
２．幹事会 ［会員］  

１．鴨川市  
２．鴨川市商工会  
３．鴨川市中山間地域等活性化協議会 

 

４．大山千枚田保存会  
５．ながさ観光農業組合  
６．鴨川自然王国  
７．鴨川農業協同組合  
８．鴨川市観光協会  
９．その他  
 
［賛助会員］  
１．鴨川市区長会外  
 
［運営費］  
１．鴨川市からの委託金又は補助金 

 

２．会費（３万円）  
３．その他（寄付金等）  
 
［事務局］  
１．当分の間、鴨川市農林水産課とする。 

 

【ふるさと回帰支援センター】 

○東京虎ノ門、立松和平理事長 

 

鴨 川 市 ふ る さ と 回 帰 支 援 セ ン タ ー 

◎ 受入れ側のメリット  

（１） 過疎脱却・生活インフラの確保 

（２） 農地保全・土地の有効利用 

（３） いきがいの創出・所得拡大  

（４） その他  

都市生活者 
新しいライフスタイルのはじまり 

運
営 

連
携 
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岡山県倉敷市は岡山県南部に位置する，人口44

万人の中規模都市である。その市中心部に倉敷美

観地区と呼ばれる江戸時代後期以降の歴史的な建

造物が建ち並ぶ町並みがある。その町並みと景観

を保存し，後世に引き継ぐための条例とその制定

背景について要点を記す。

●　条例制定とその背景

児島，玉島との３市合併によって，現在の倉敷

市の原型になった昭和42年，市長の諮問機関であ

る「倉敷市の将来像に関する懇談会」は倉敷川畔

一帯の歴史的町並みの重要性等を指摘した報告書

をまとめた。これを受け翌年の昭和43年に倉敷川

畔を中心とする歴史的町並み保全を目的にした自

主条例「伝統美観保存条例」（以下，「伝美条例」

と記す）を制定し，「美観地区」を指定したので

ある。伝美条例は同年制定の金沢市のそれととも

に，多くの都市の景観条例の先駆けになったもの

である。

新幹線が岡山まで開通した昭和47年には文化庁

の「集落町並予備調査」が実施され，昭和49年に

は市が「倉敷町並保存調査」を行うなど，伝統的

建造物群保存地区（以下，「伝建地区」と記す）

指定へ向けた取り組みが始まった。昭和50年の文

化財保護法の一部改正を受け，昭和53年に伝統的

建造物群保存地区指定へ向けて動きだす。

同年，地区指定のための「倉敷市伝統的建造物

群保存地区保存条例」を制定した。伝建地区は本

瓦葺
かわらぶき

塗屋造の町家と土蔵造の蔵が多く並ぶ倉敷川

畔を中心とする地区。昭和54年に伝建地区として

都市計画決定し，保存計画を告示。この手続き後，

「倉敷川畔伝統的建造物群保存地区」が国にとっ

て特に価値が高いとされる「重要伝統的建造物群

保存地区」に選定された。このことで，当地区は

国から補助金が得られるようになったほか，市は

条例を定めることで固定資産税・都市計画税の減

額や建築基準法の制限を一部緩和できるようにな

り，町並み保存の推進がいっそう可能になった。

こうした中，新たな対応を迫られる問題が起き

た。平成２年，時は折しもバブル経済で好景気に

よる土地開発と瀬戸大橋開通によって，ますます

観光地として人気を博したことなどからか，伝建

地区・美観地区より外側の近隣地でホテルなど高

層のビル建設計画が相次いで浮上した。そこで，

市は地区を取り巻く主要な27カ所に地上50mの気

球を上げ，伝建地区からの見え方を調査・検討し

たところ，地上13mを超える中高層建造物は倉敷

の歴史的町並みに大きな脅威を与えることが明ら

かとなった。歴史的町並みの背景に中高層ビルが

見える状態への地元住民の抵抗感は強く，岡山県

からも美観を守るべきとの強い要請が出された。

こうして，伝建地区の背景を守るための条例「倉

敷市倉敷川畔伝統的建造物群保存地区背景保全条

例」（以下，「背景条例」と記す）を日本で初めて

制定した。

背景条例制定から８年経過した平成10年，今度

は伝建地区周辺に位置する美観地区（伝統美観保

存条例に基づく現在の伝統美観保存地区で第二種

報 報 報 情 情 情 域 域 域 地 地 地 
岡山県倉敷市

倉敷市の町並み保存

文化財保護課

―条例制定とその背景―

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;県外情報
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美観地区）で問題が発生した。物品小売

業者が同地区内のがん具店跡地に高さ

16.5m（４階建て）の物品販売ビルを建

設するための建築確認申請を倉敷市建築

主事に提出した。建築主事は平成11年，

伝美条例に基づく承認書が添付されてい

ないことを理由に建築確認申請を不適合

としたのに対し，不服とした業者は「計

画は建築基準法に適合している」と主張，

市建築審査会に審査請求したが，同審査

会が「美観地区という歴史的な景観保護

地区に対する市民感情を重視する」形で

請求を却下。業者はさらに当時の建設大

臣に再審査を請求し，「そもそも伝美条

例は建築確認対象法令でないことは明らかであ

る」との建設大臣の裁決がなされ，建築確認済証

を交付することとなった。

広範な層の市民に支持された伝美条例とはい

え，事業者に対しては努力義務条例に過ぎず，建

物の安全性能面や快適性などを重視し，景観の観

点に記述の少ない建築基準法を前に法的拘束力の

ない自主条例の無力さを痛感した。これを教訓と

して，平成12年，都市計画法・建築基準法に基づ

く条例の制定に動き出した。まず，伝建地区と伝

美条例に基づく美観地区を合わせた地区を新たに

建築基準法に基づき都市計画に定める「美観地区」

として都市計画決定，伝建地区を「第一種美観地

区」，美観地区を条例改正によって伝統美観保存

地区と名称変更し，これを「第二種美観地区」に

した。そして，この都市計画法による地区指定と

同時に，建築基準法に基づく条例で，高さの制限

を法で担保する「倉敷市美観地区景観条例」を平

成12年４月に施行したのである。

●　おわりに

倉敷市の歴史的町並み保存の取り組みは４種の

条例を基本に展開してきて，一定の成果を上げて

きた。この様な各地の景観に係る条例や都市整備

などの取り組みを支援するための法的な仕組みで

ある景観法が６月18日に公布された。これはあく

までも出
・
来
・
る
・
法律である。地域の特色が反映され

る反面，地方公共団体の自主性や努力が必要であ

る。その真価を問われるものと自覚しなければなら

ない。

（よしだ　はるゆき）

：伝統的建造物郡保存地区
（第１種美観地区）

：伝統美観保存地区
（第２種美観地区）

：背景地区

図　地区指定状況

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;県外情報
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第一印象は、見るからに体育会系そのものとい

う感じで、蓋を開けてみたら想像したとおりの

｢野球小僧｣でした。

当町産業課勤務３年目の振興係で農村総合整備

事業等を担当し、元気モリモリで活躍している土

屋君は、仕事においても役場野球部でもエースと

して活躍中です。

テニス好きのスポーツ家族で育ったのですが、

小学校高学年から中学・高校とそれでも飽き足ら

ず大学と併せて１２年の長きに渡りクラブ活動を

一生懸命やりぬいてきたそうです。

社会人となった現在は、人材不足等により低迷

の続く当町野球部において投げる・走る・取る・

叫ぶといった具合でまさに八面六臂
ろっぴ

の大ハッスル

そのもので、ピッチャー・キャッチャーはもとよ

り内野外野の抜けた穴ならどこでもこなすことの

出来る職人、「野球小僧」のあだなが、ズバリ当

てはまる人材です。

そんな彼のモットーは、「何事にも楽しむ」と

いうことだそうです。野球においても私生活にお

いてもチャンスもあればピンチもあります。「チ

ャンスはともかくピンチが楽しいか？」とお考え

の方もおられると思いますが、それでも彼はあえ

て何事も楽しもうとそう心に決め信念を全うする

よう努力するとのことで、ハラハラドキドキする

ピンチならともかく、どうにもならない途方にく

れてしまうようなピンチの時でも楽しもうと思う

前向きな気持ちがあればおのずと道は開けて来る

という事を彼は悟ったのかなと私は感じました。

役場野球部だけの活動では、まだまだ満足でき

ずに気の合った者同士で結成されている茂原リー

グの草野球チームにも所属し、前回のリーグ戦で

は、大健闘の末惜しくも優勝は逃したものの、

堂々準優勝を勝ち取る原動力となったそうで、さ

ぞかし大いに楽しむ事ができたのではと私は痛感

しました。これからも野球においても仕事におい

てもはたまた人生においても見ている私達に楽し

さと感動を与えてくれる、そんな君のプレーに期

待しています。 （文：一宮町総務課　田中　孝幸）

あの人この人　人物紹介

一宮町産業課　主事

土
つち

屋
や

博
ひろ

嗣
し
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近年BSEや鳥インフルエンザなどで食の安全
に対する関心が高まっている。しかし，肉類や乳
製品に対する自己防衛手段は容易なものではな
い。
その半面，比較的手軽にできる手段として私は
野菜の自家栽培を行っている。自分が管理し育て，
実がなる様は見ていて楽しいものだし，また季節
の野菜を取ることができる。自分の作ったものし
か信頼できなくなるのは悲しいことだが，これも
自己防衛・自己責任なのか。この先どうなってゆ
くのだろう。

［八千代市　林　寸　26］

業務上災害にあわれた方々に救援物資等を支給
する仕事を行っているが，特に多い火災の被災者
の状況を調査してみると，たばこの火の不始末で
あったりとほんのささいな不注意がほとんどであ
り，いつ自分が被災者になるともわからない。自
分もこの機会に安全対策を行ってみようと，近所
のホームセンターでキッチンでの火災対策のため
にと小さな消火器を購入したが，そんなに大きな
金額でなく購入できた。災害というのは実際に体
験した方でなければ自分の事として考えるのは難
しいが，まずは始めようという気持ちを持つ事が
大事であると思う。

［八千代市　T.M 25］

何事でも，ほんの少し気をつけるだけで困った
事態を未然に防止できるのではないでしょうか。
健康面では手洗い，うがいをまめにすることで風
邪はかなり引きにくくなります。（私はここ数年
風邪知らずです）交通面では，夕方車に乗るとき
早めにライトを点灯することでもかなり事故の確
率は低くなるのではと思います。（相手からの発
見が格段に早くなります）防犯としては，買い物

で車を駐車場に置く場合は，外から見える所に荷
物を置かない，バッグは手でしっかり抱えて持つ
など。小さな事ですが気をつけています。

［小見川町　M.S 27］

仕事でもプライベートでも車を利用することが
多い（というか車以外で出かけない）私にとって，
運転中の携帯電話利用に罰則が設けられること
は，正直つらいなあという感想です。
ふだん，運転中になかなかシートベルトをしな

い父親に「なんでこんなことも守れないの，事故
が起きたときどうするの」と文句を言っていまし
たが，自分も他人のことは言えないのです。
運転中の携帯電話＝危険ということを自分の常

識にすることが安全対策になるのでしょうね。
［小見川町　S.Y 26］

私は，防災対策を主な業務とし担当しています。
数年前までは，特に危機管理という言葉を意識せ
ずに，それぞれの業務で生じた問題解決に取り組
んでいました。
しかし，組織体としての対応や問題解決を進め

ていくためには，時系列に沿った機動的に実践す
るためのシステマテックなマニュアルづくりが必
要であると考えています。そして，このマニュア
ルは不変なものではなく，常に起こりうる事態を
想定しながらマニュアルをローリングして行くこ
とが何よりも重要であり，その結果として危機管
理に対する意識や術が培われるものと思います。

［柏市　匿名　47］

今，あなたの安全対策は万全ですかと聞かれて，
「はい」と答えられる人はいますでしょうか。頭
の中で家のことや家族のこと，身の回りのことを
思い浮かべながら返事に困るのではないでしょう
か？
どんな対策を講じても，おそらく安全ですと言

う回答はないでしょう。しかし努力は必要です。
自分の命は自分で守る，町の安全はみんなで守る
と言うように，過去の災害を忘れず，その災害を
振り返り，今自分の命は自分で守る，町の安全は
みんなで守ると言うように，過去の災害を忘れず，
その災害を振り返り，今自分の置かれている現状
を見直し，災害の弱いところを知り，その対策を
講じる事ではないでしょうか。

［柏市　K.M 46］

意見の広場

テーマ テーマ テーマ 

私の安心・安全対策

私の危機管理術
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保育所長を補佐する職にある主任保育士の研修

を受ける際に，新しい知識と他市町の保育士の

方々と交流をはかり，自分に今までにない新しい

風が入ることにより，問題解決能力が向上し，管

理運営に理解が深められ，保育に対して多面的な

考え方ができる期待と，反面心の隅には不安も抱

え四日間の研修に参加しました。

早朝４時に起床し，三時間かけて自冶専門校に

足を運んだことを，子ども達と水遊びをしながら

懐かしく思い出しております。研修は県下22市町

40名が参加しました。

初日の研修は，保育行政をとりまく問題からは

じまり，行政には疎い私，講義の内容が理解しが

たく，これから先，研修についていけるかと気落

ちしながらも，「がんばれ」と心の中

で懸命に励ましていました。

二日目，子育て支援のあり方では，

支援センター所長藤島愛子先生の講義

の話が身近に入ってくると共に，現場

の様子も聞くことができ，ようやく自

分の園や立場に合わせることができ，

安ど感を覚えることができました。

三日目，いよいよ研修も折り返し地

点にきて，他市町の方々とも交流がで

き，気軽に疑問点や園の状態，状況に

ついて話し合うことができました。

最終日，これからの保育のあり方と

リーダーシップでは大川宏之先生が，現場での主

任保育士のあり方をてきぱきと休憩時間も惜しん

で御熱心に講義をして下さり，一つ一つ今の自分

の主任保育士としての立場，保育の仕方に反省さ

せられながら，吸い込まれるように聞き入ってし

まいました。

研修が終わり，実り多い研修とリフレッシュで

きた事が重なり，交流できた保育士の皆様とも，

いつの日か再会できる日を楽しみにし，充実感に

満ちあふれ，もう少し研修を受講したいなと思い

つつ千葉駅を後にしました。

今年の夏は猛暑が続き，連日プール遊びに子ど

も達のはしゃぐ姿をみながら，園全体の様子を一

つ一つ把握し，今の保育が将来を担う子ども達を

育てるのに適切であるか，保護者にとってよき援

助者であるか，所長を補佐し，中間的立場にある

自分に必要とされているのは何か，一歩ずつ前向

きに歩みだしています。

最後に，この研修の機会を与えて下さいました

関係者の方々，お世話になりました自冶専門校の

職員，講師の先生方，更に交流ができた主任保育

士の方々に感謝いたします。

自治専門校だより

「主任保育士研修」
を受講して
野田市立木間ヶ瀬保育所

田　西　よし江
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平成16年度研修後期分のご案内

●上級研修
研　修　名 主　な　科　目 期　　　間

中 堅 職 員 研 修

課 長 補 佐 研 修

課 長 研 修

②10月 5日～11月 2日

④10月12～14日
⑤10月26～28日

③10月 5～ 7日
④10月19～21日

行政法，民法，地方自治制度，地方公務員制度，政策
法務，政策ディベート，危機管理

新時代の地方自治運営，労務管理，地域政策の動向，
講話－トップが期待する幹部職員像

新時代の地方行政，現代行政の課題，財政改革の考え
方，ＮＰＯと行政

●指導者養成研修
研　修　名 主　な　科　目 期　　　間

接遇研修指導者
養 成 研 修

J ＫＥＴ指導者
養 成 研 修

Ｊ Ｓ Ｔ 指 導 者
養 成 研 修

②1月12～14日

②2月 7･ 8日

②1月17～21日

公務員と接遇，接遇の基本，コミュニケーションの重
要性，面接応対の方法，電話応対の方法

国民の立場に立った行政，求められる行動規範，公務
員に求められる自己規律，事例研究

リーダーの役割，マネジメントの基本，リーダーシッ
プの発揮，コミュニケーションの活用

●専門研修
研　修　名 主　な　科　目 期　　　間

税 務 事 務 研 修

市町村民税研修

固 定 資 産 税
（ 土 地 ） 研 修

固 定 資 産 税
（ 家 屋 ） 研 修

徴 税 事 務 研 修

行 政 広 報 研 修

戸 籍 事 務 研 修

③ 9月 6～10日

10月13～15日

9月14･15日

9月16･17日

② 9月27～30日

11月16～19日

9月13～16日

地方税法総則，市町村税総論，市町村税各論，徴収，
事例研究

固定資産評価実務，課税実務

広報紙クリニック，写真撮影と取材方法，広報文の書
き方，広報紙編集の進め方と留意点

戸籍諸帳簿及び記載，戸籍訂正と追完，渉外戸籍，住
民記録の実務

徴収事務，滞納処分，財産調査，事例研究

固定資産評価実務，課税実務

個人・法人の市町村民税，事例研究

自治専門校だより

セミの鳴き声もようやくおさまり、教室にも、秋の風が心地よく吹き込む季節になりました。

これから秋に向けて、研修の成果もより実りの多いものとなるでしょう。

さて、９月以降に実施する研修をご案内します。

皆様の積極的な参加をお待ちしております。

（ゴシック体の研修は、新設研修）
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●専門研修（つづき）
研　修　名 主　な　科　目 期　　　間

環 境 行 政 研 修

商 工 観 光 研 修

まちづくり研修

下水道職員研修

11月15～19日

12月 7～10日

11月30日～12月 3日

10月27･28日

環境行政の現状と自治体の役割，廃棄物処理と資源リ
サイクル，地方分権と環境行政，産廃の不法投棄対策

地域活性化と市町村の役割，これからの産業政策，魅
力ある商店街づくり，観光施策の動向

まちづくりと地方自治，防災とまちづくり，まちづく
りと景観，課題演習

千葉県の下水道，行財政，事務の流れ，下水道法，許
可事務，維持管理，都市計画

●講　座
講　座　名 主　な　科　目 期　　　間

公 開 講 座

講 義 技 法 講 座

地方税総則講座

11月12日

① 1月11日

② 9月13日

地方の時代，分権，国と地方の関係，市町村をとりま
く情勢

話し方の技術，研修技法と指導技術

地方税法総則

●特別研修
研　修　名 主　な　科　目 期　　　間

政策法務研修

法制実務研修

問題解決能力
向 上 研 修

政策形成研修

地域情報化研修

情報処理研修

国際文化研修

行政課題研修

折衝･交渉能力
向 上 研 修

法
務
能
力

政
策
形
成

情
報
推
進

意
識
改
革

対
人
能
力

9月30日･10月1･7･8日

③11月 8～11日
④ 1月18～21日

2月 3･ 4日

1月24～28日

9月28･29日

12月14･15日

1月11～13日

①11月25･26日
② 2月 1･ 2日

2月 8･ 9日

自治体と法，条例・規則の立案演習

条例・規則のしくみ，法令用語，条例・規則の立案
（新規制定・一部改正）

問題解決と業務の革新，問題解決のプロセスと発見，
状況分析，解決案と実行計画書作成

地方分権と自治体の政策形成，政策形成演習，政策評
価，政策法務

地域情報化の動向，住民の視点からみた地域情報化，
情報化時代のまちづくり，意見交換

アクセスと自治体業務，アクセスの基本操作

市町村における国際交流の現状と課題，自治体の国際
化，異文化対応

①住民満足とは，CS調査の導入ポイントと活用
②自治体経営のあり方，分権型自治体経営，事例発表

交渉術，交渉実習，住民対応実習，事例研究



地域の問題の新しい視点
それぞれの自治体で抱えている問題を解決する

とき，千葉県という視点を持って見ると，地域の

問題が大きく展開する可能性を持っている。日本

の場合は行政も，ここまでは都市行政，ここまで

は農村行政という縦割りですが，住民の生活は，

もっと一体的に行われているのではないか。人類

が生み出した全く異なる二つの文化，都市と農村

は，お互いに相手があって自分の欠陥とか長所が

わかってくる，そういう存在です。

千葉の地域資源
千葉の人たちは，千葉の中に目を向けて千葉を

見るというようなスタンスが，弱かったのではな

いか。千葉には，人口急増地区や過疎の地区，農

業や工業や海，それから宗教都市，観光都市，国

際都市としての成田がある。これらを千葉の中で

結び付けていけば，千葉の人々は本当に豊かな生

活を手に入れることができる条件にある。県とい

うレベルで見たときには実に豊かな土地と自然を

持っている。都市部の市町村は，房総地域と姉妹

市町村の提携を結んでいろいろな交流をしてほし

い。房総の人たちもそれを望んでいる。そういう

交流を経験することで，千葉を好きになる。もっ

と千葉というものを活用してほしい。千葉の地域

の個性化を基本にし，共存関係を県のレベルで見

ると，都市部が持っている弱点，農村部が持って

いる弱点がおのおのの長所になって，お互いが補

い合って，千葉の県土の中ではすばらしいまちづ

くりができていく。

行政への課題
県民が求める都市への課題，行政にどのような

要求を持っているのか，を考えてみたい。

一つは生活の視点。生活こそがすべての基本。

産業や経済が基本ではない。人間の生活に必要だ

から産業や経済がある。21世紀に私たちはどうい

う人間らしい生活をするのか。その生活のビジョン

をつくることを行政の大事な柱にする必要がある。

もう一つは，個人的合理主義の生活観からの脱

却。身の回りで起こった問題を個人で解決すると

いう生活観が染み着いてきている。こういう生活

が前提では，行政は成り立たない。もう少し社会

全体の中で問題を解決していくという生活観を持

っていかなければいけない。

もう一つは環境の視点。21世紀において，環境

は，人間にとってもう征服の対象ではない。共に

生きていく共存の対象です。人間のほうが周りに

寄っていって，周りが大きく変わらないように人

間の生活を変えていく時代です。

それからもう一つは安全と安心の視点。日本が

危険になった要因のひとつは，都市空間が犯罪を

前提にしてつくられていないから日本の社会とい

うのは非常にもろい。二つ目の要因は，地域コミュ

ニティの衰退です。もっと１人ひとりの存在を認

めながら，地域でまとまっていく新しいコミュニ

ティをもう１回再生していくことが必要になって

きている。

千葉を楽しもう
こういうテーマを克服していく上でも，例えば

子育ての問題でも大都市部の子供たちを房総の自

然の中に入れてあげる。千葉を楽しむ，千葉が好

きという，そういう市民を育てていくことが一番

大事です。千葉に生きてよかったなという市民を

つくっていく。それが本当のまちづくりだと思う。

そのためにも，まずは皆さんが千葉を楽しんでほ

しい。この夏はぜひ千葉のいろいろな自然の中に

出掛けていただきたい。

（講演ダイジェスト　文責：編集局）
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「地域資源」が開く未来千葉

－都市と農村の共存－

千葉大学園芸学部教授　中　村　　　攻

自治専門校だより 研修トピックス

管理者研修(7月23日)から
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郷土紀行 郷土紀行 

夷 隅 町 夷 隅 町 
写真で見る 写真で見る 

万木城趾公園
戦国時代の房総で，名声をとどろかせた万木城，田園

を見下ろす丘の上に築かれていました。三方を急な崖
がけ

で
めぐらせた天然の要さいでした。城主は，美濃の国から
来た土岐氏。幾多の戦いに勝ち抜き難攻不落を誇りまし
たが，天正18年（1590年）小田原の北条氏と運命を共
にします。戦国武将の攻防の舞台となった城跡は，400
年の時を経て，桜・ツツジが彩る公園に変わり，人々の
憩いの場として活用されています。

いすみ環境と文化のさとセンター
「いすみ」を訪れる人々に，その豊かな自然と，そこに暮らす

人々が作り育んできた文化により深く触れられるようにと作られ
ました。「いすみ環境と文化のさとセンター」を中心に夷隅町，
大原町，岬町のエリアに７つのスポットがあり，夷隅町には「万
木の丘・ふるさとの森・小動物の広場」の３スポットがあります。
センター内で，古代ハス，天然記念物のミヤコタナゴなどを見

ることが出来ます。またセンター奥にはヤナギの中の水面に橋が
渡され，折々の風情を楽しむことが出来ます。

夷隅町は，房総半島のほぼ中央，黒潮の太平洋まで約
10キロの稲作を中心とする農業の町で，昔から味の良さ
で知られる「国吉米」を産出してきました。

夷隅町 
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松丸地区八幡
はちまん

神社（流鏑馬・万燈）
毎年９月に五穀豊穣を祝う秋祭りが各地であります。
ここでは，馬にまたがり田んぼの中にかけた的を射抜く「流鏑

馬」，色紙や花を竹に巻き大きい傘のような「万燈」は有名です。

狩野派絵画と田園の美術館
「夷隅町郷土資料館」
室町中期から明治時代の初めまで約400

年間，日本画壇の主流をなし多くの画人
を生み出してきた狩野派。その始祖狩野
正信は，上総国伊北荘大野（夷隅町大野）
の生まれ，足利幕府の御用絵師として重
く用いられ，狩野派の基礎を築きました。
夷隅町郷土資料館では，狩野正信をは

じめ狩野派の名品を常に展示しているほ
か，現在活躍中の芸術家の企画展もご覧
になれます。

「花鳥図」双幅　狩野元信筆

行元寺
ぎょうがんじ

（伊八の波）
作者は，「波の伊八」の異名で知られる「武

たけ

志
し

伊
い

八
はち

良
ろう

信
のぶ

由
よし

」で，馬に乗って海中に入り視点を低くして横波の
崩れる光景を彫ったとされています。この伊八の波が，
葛飾北斎の作品「神奈川沖浪裏」に大きな影響を及ぼし
たものとされています。
この他，最近話題となった名工「高松又八郎邦教」の

欄間など多くの文化財が行元寺
ぎょうがんじ

にあります。



公開講座のご案内

地方分権が実行の段階を迎え，市町村合併が推進されている今，分権社会にふさわしい活力

ある個性豊かな地域社会の創造が求められています。

自治体もこれまでのような前例踏襲主義を撤廃し，地域の実状を加味した特徴ある政策を持

たなければ将来像は描けません。

そこで，早稲田大学大学院教授で前三重県知事の北川正恭氏を講師に招き，三重県政８年で

成し遂げた改革と，今の地方分権，国と地方との関係について，また，「地方起点」の地方分

権の実現についての講演を賜り，改革は納税者の立場に立つべきだという信念で「生活者起点」

を基本にした三重県の改革と，現在の地方自治体を取り巻く情勢などを考えます。

この公開講座は，どなたでもご参加いただけます。皆様の積極的な参加をお待ちしております。

★演題及び講師 「地域自立～舞え！北京の蝶々～」

早稲田大学大学院公共経営研究科 教授 北 川 正 恭　氏
(前三重県知事)

★日　時 平成１６年１１月１２日（金）

１４時～１５時５０分

★会　場 千葉市生涯学習センター　ホール

〒２６０－００４５　千葉市中央区弁天３丁目７番７号

TEL ０４３－２０７－５８１１

★受講料 無料

★申込方法　各市町村の研修担当課にお申し込みください。

★問い合わせ先 千葉県自治専門校（TEL ０４３－２３１－８７０１）

「美しいまちに住みたい」と思うのは誰もみな同じでしょう。
しかし，「美しいまち」とはどのようなまちか，と具体的に問われると，答えはさまざまであ

るに違いありません。
今号の特集は行政の方向を「美しい地域づくり」に向けて変えていこうという法制度と施策

をとりあげました。
豊かな自然の中で，その厳しさと折り合いながら生活してきた日本人には人それぞれに，ホ

ッと心に安らぎを与えてくれる風景があります。
いつまでも大切に残してもらいたい景観があります。
美しいまちづくりは，表面的にまちの形を整えることだけにとどまらず，住む者，見る者の

琴線に触れるものをできるだけ多く残しておくことが大事ということでしょう。
「クリエイティブ房総」は平成15年度まで季刊誌として年４回発行して参りましたが，平成

16年度から年２回，９月と３月に定期的に発行することといたしました。
発行回数は減りますが，これまで同様，職員活性化情報誌としてその時々の行政の課題や施

策，県内市町村の身近な話題を提供して参りますのでご愛読くださいますようお願いいたします。

編集後記 編集後記 編集後記 



今号の表紙（光町）

マロニエの花咲く公園の一角に、光町立図書館
はあります。
そこは、自然の優しさ、美しさに包まれて、学

び、語り合い、遊び、くつろぐコミュニティ空間。
心豊かな暮らしを夢見る人々に、図書、映像、

音楽の最新情報を発信します。

◆光町立図書館 ◆
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