
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 2８年２月 

中 標 津 町 

報報  告告  書書  

ななかかししべべつつ景景観観フフォォーーララムム  
～～中中標標津津のの景景観観をを語語りり伝伝ええるるたためめにに～～  

  



中中標標津津のの景景観観をを語語りり伝伝ええるるたためめにに  
  

□日 時：平成２８年２月１９日（金）19:00～21:00 

□場 所：中標津経済センター（なかまっぷ）２F コミュニティホール 

□参加者：フォーラム参加者１１４人 

□目 的：日常生活や生業といった日々の営みや環境の現われが「景観」となっている

ことを町民に促し、まち全体の景観に対する関心を高め、町民一人ひとりが

景観づくりの主役であることを理解していただく。 

      景観は時間がかかるが、将来的に様々な分野と結びついて波及効果ででる

ようなものであることを知っていただく。 

 

次 第 

 

（司会進行 ＮＰＯ法人景観ネットワーク 代表理事 植田 暁） 

１．開 会 

 

２．開会挨拶 北海道根室振興局産業振興部建設指導課長 山本 一巳 

 

３．基調講演 神戸芸術工科大学教授 小浦 久子氏 

  「日常の暮らし･生業が支える景観づくり」 

 

４．話題提供 中標津町景観計画策定委員会委員長 坂井 文氏（東京都市大学教授） 

 「中標津町の景観計画について」 

 

５．パネルディスカッション 

「中標津で大切にしていきたいこと、協働の景観まちづくりに向けて」 

パネリスト 小浦 久子氏 

        坂井  文氏 

        森田 正治氏（NPO 法人道東動物･自然研究所理事長） 

コーディネーター 東田 秀美 （ＮＰＯ法人景観ネットワーク） 

 

５．閉会挨拶 中標津町建設水道部都市住宅課長 望月 正人 
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■ 開会挨拶：根室振興局建設指導課 山本課長 

 おばんでございます。私、道の振興局で景観まちづく

りを担当しております。建設指導課の山本と申します。

本日はよろしくお願いいたします。 

 本日は皆さまお忙しい中、なかしべつ景観フォーラム

にご参加をいただきまして感謝申し上げます。申し上げ

るまでもありませんが、中標津町には武佐岳の山並み酪

農景観そして、格子状防風林をはじめとする、美しくて

良好な景観資源が豊富にございまして、またコンパクト

な市街地が形成されているまちでございます。これらの

景観につきましては、私たちの暮らしに潤い豊かさをも

たらすと共に、まちづくりにもつながる共有の財産であ

ると思います。そしてこれらは、次の世代に引継いでい

かなければならないものというように考えております。 

 このような趣旨で本日は、神戸芸術工科大学の小浦教

授。中標津町景観計画策定委員会委員長で東京都市大学

の坂井教授。そして中標津町景観審議会会長でおられま

す、NPO法人道東動物･自然研究所の森田理事長をお招き

しまして、皆さまと町全体の良好な景観について考えて

いきたいと考えております。 

 

 ここ中標津町におきましては、平成 9 年に独自の景観

条例が施行されまして、それ以降様々な景観への取組が

行われてきております。また昨年からは町に景観計画策

定委員会が設置されておりまして、現在、町の景観計画

策定と条例の改正、そして根室管内では初めてとなりま

す、景観行政を担う主体であります、景観行政団体を目

指すということをお聞きしています。また北海道におき 

 

 

 

 

ましても以前から景観行政団体としまして、景観条例の

制定そして景観計画の策定をしておりまして、本道の雄

大な自然をベースとした北国特有の美しい景観づくりを

推進してきたところでございまして、こういった中で中

標津町のこのような取り組みにつきましても協力させて

いただきたいと考えています。 

 今回のなかしべつ景観フォーラムが皆さまの景観まち

づくりを更に推進していく機会となりますことを祈念し

まして開会にあたってのご挨拶とさせていただきます。 

本日はよろしくお願いいたします。 

 

○司会：植田 

山本課長どうもありがとうございました。 

続きまして今日の進行をご説明申し上げます。第１部

が、基調講演として今、ご紹介があった小浦久子先生に

お願いいたします。それから第２部パネルディスカッシ

ョンでは、話題提供、中標津町の景観計画について、坂

井文先生にお願いいたします。ここまで講演いただき、

その後簡単に小浦先生、坂井先生にご質問がありました

らお受けしたいと思っております。休憩を挟みまして座

談会という形で再開したいと思っております。 

早速ですが、基調講演に移りたいと思います。小浦先

生の略歴は次第の裏に掲載されていますのでお目通しい

ただければと思いますが、現在、神戸芸術工科大学芸術

工学科で教授をなさっておられます。ここに書物が二つ

ありますが（プロジェクターで案内）これは2008年に小

浦先生が書かれた「まとまりの景観デザイン」という本

です。2004年に日本で初めて景観法ができましたので、

そこからあっという間に景観というのは、ひとつではな

く「まとまり」であるというお話。その「まとまり」を

維持していくには皆さんが一緒にやっていくことが大事

ということが書いてあり、バイブル的な本です。 

それからもう１つは養老牛モアン山から撮影した格子

状防風林とポンモアン川の河畔林、と牧草地帯の写真。

小浦先生が2007年に中標津に訪問されていて、当時の景

観をよくご存知になられて、10年経った今、こちらに足

なかしべつ景観フォーラム ～中標津の景観を語り伝えるために～ 

◇開催日時：平成28年2月 19日（金）19:00～21:00 

◇開催場所：中標津経済センター（なかまっぷ）２F コミュニティホール 

◇参 加 者：114人 
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を運んでいただいたということになります。 

それから、国の文化景観の役員をやっておられたり、

そういった硬い部分から山間までそういったもののお話

も伺えるかもしれません。紹介が長くなりました、小浦

先生よろしくお願いします。 

 

■ 基調講演：神戸芸術工科大学教授 小浦久子氏 

～日常の暮らし・生業が支える景観づくり～ 

 

 

 皆さんこんばんは、今紹介いただきました小浦でござ

います。ご紹介いただきましたように中標津に来たこと

があります。その時は格子状防風林とか河畔林との関係

だったり、どちらかというと牧草地を見せていただきま

した。実は街のことがわからなくて、今日ここに来る間

に車で見せていただいて、ずいぶん街的なものを持った

中心が産業の中を支えている一つの中心としてあるんだ

なということを感じたところであります。 

 今日は、日常の暮らし・生業が支える景観づくりとい

うことで、お話をして欲しいということがありましたの

で、実際私たちが見ている当たり前の風景、見慣れてし

まった風景、そういうものを私たち日常の暮らしであっ

たりとか、仕事であったりとか、生業であったりという

ものに生み出されていて、それについては普通なんだけ

れどもとても凄い、そういったところを大事にしていく

という見方を少しお話できればと考えています。 

 これは棚田という風景なのですが、山口県の岩国って

ご存知でしょうか。錦帯橋のある町なのですが、町から

車で１時間位走ったところの山間部に、このようなのが

広がっています。たぶん住んでいる人にとっては、ごく

普通の毎日の風景なんですけれども、小高いポコッとし

た山ともいえない山の頂上に集落があって、ずーっと棚

田が広がっているところですが、私たちが外から来ると

凄い綺麗というふうに、丁度田植えの時でしたし、水も

張っていて緑もあって、とても綺麗だった。しかも曲線

の田んぼというか、圃場整備されていないような地域の

地形だったりとか、風土と織りあう形で作ってきた。そ

ういう風景がとても新鮮で綺麗。でも多分ここに住んで

いるおばあちゃんは普通の毎日見ている風景ですので、

特段感じる事もないのかも知れません。 

 

 黒石のりんごと田んぼなのですが、これもりんご農園

をしている方からみれば、ごく普通の風景なのですが、

やっぱり私たちから見ると、りんごというものがどうい

うふうに作られてきて、それが田んぼとどのように共生

していて、小高い後ろの丘陵地とどう繋がっていてとい

うような、このまちの特徴的な風景と思うのですが、こ

この人は普通のごく当たり前の風景。実はこういったも

のはとても地域らしい、或いはとても地域独特のもので

あることに気づく、というかそれを共有していくという

のが景観を考えていくことになるというふうに思ってい

ます。 

 

景観というのは難しい、美しいとか歴史がどうとか、

もちろんあるのですが、まずは地域の場所の物語だと思

います。景観を考えるということは、そこの場所を物語

るというふうに思っています。物語るというのは、そこ

でどんな歴史があって、いつから人が仕事を始めて、ど
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ういうものを作って、どんな暮らしをして、どんな年中

行事をして、どんなものを食べてという全体像が、その

場所の物語で、それが景観を満たしている元になってい

るのが大事だと思っています。ですから景観を守る事や

景観を計画するという事はどういうことかというと、他

の人に場所の物語を伝えていくことだというふうに考え

ています。 

私たちは地域の、地形だったり風土を読み取って、ど

こで何をするか場所を選んで、長い間生きてきて、時間

と記憶というものが積み重なって今、風景というものが

できている。景観計画を作ることは物語ることでもあり、

その物語を皆で共有していくプロセスでもあると思いま

す。大事にしたい風景の成り立ちを景観づくりの作法と

して考えていく。何か景観計画というと、規制だったり

なんかせなあかんとか思いがちだと思いますが、私は景

観は規制だと思っていなくて、それは皆でつくるルール

であったり、作法を今風の言葉に置き換えると、どのよ

うに表現できるかということであって、規制と感じてし

まった瞬間に景観はなくなると思う。無理になってくる

わけですから。そうではなくて、毎日の生活、毎日の営

み、そういったものが凄く大事なものが、当たり前で凄

い風景というものを生み出しているという風に考えてい

ます。 

 

これは奥出雲なんですね。これも棚田ですね。さっき

と同じように見えますけど、ちょっと違いますよね。奥

出雲の棚田って生活の結果出てきたものなんです。奥出

雲は「たたら製鉄」をやっているところですが、その砂

鉄をどうやって採るかというと、山を切り崩して、水路

で流して、鉄穴（かんな）流しといいますが、そうやっ

て流して砂鉄を採って鉄を作る。山を崩していった跡が、

この風景なんですね。ですから今の奥出雲の棚田の風景

は、今は田んぼでお米を作っているわけですが、できた

背景には「たたら製鉄」が色濃く影響している。たたら

流しをするための今の用水路になり、その時に使った水

が溜池になり、それを支えた人たちが山村集落としてあ

り、その背景に生活するための燃料がいるわけです。豊

かな山林資源があったというのが、奥出雲の景観として

の重要なところなんですね。田んぼができるまでは製鉄

が関わり、できたあとは米作りが今の風景を支えている

というところなんです。こうして山を崩していくのです。

今枯れていますけど、水が流れて水路で下って行って、

下った先で砂鉄を採る。それが削ったあとがこのような

斜面として残り、流した水の跡が水路として残り、田ん

ぼになっていく、上から流していくので奥出雲の田んぼ

は上から田んぼができている。普通の棚田は下に集落が

あって、棚田が上がっていくが、たたら製鉄のための鉄

穴流しは、上から山を切り崩して水路で流して下で砂鉄

をとることを繰り返す中で、一見圃場整備したような非

常に大きな田んぼができますが、これはたたら製鉄の時

の鉄穴流しの結果生まれてきた山を崩した田んぼなんで

す。 

 

そして所々に島状のものが残ります。「こまーこ」とい

うのですが、これはどういうことかと言うと、祠があっ

たところが、家族のお墓があったところなど、そういっ

たものが鉄穴流しをするところでも残るのですね、ここ

だけ流さない。周りは全部山だったところを切り崩して

いっているのですが、祠があったりお墓があるところは

触らずに残すということで、行政用語が学術用語がわか

りませんが漢字になると残丘といいますが、まちの人は

「こまーこ」と言います。「こまーこ」と呼ぶ事が景観な

んです。風景なんです。残丘というと計画になるわけな

んですけど、「こまーこ」として伝えるのが風景を考えて
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いくときに、とても大事な事だというふうに思っていま

す。これもお墓あったところで、周りは全部鉄穴流しで

土を切り崩して流したのですが、ここだけは残している。

というのが風景をつくっています。流した跡が田んぼの

用水路になり、使った水が溜池となって今の風景を生み

出しているわけです。ですが、現在の風景としては、農

地であり水田であり棚田であるわけですが、実際それは

どう生み出されて来たかということが、この場所の物語

であり、それがこの場所の観光の風景を独特なものとし

て語り、砂鉄崩した後なので土が良いらしくて、おいし

いお米がとれるということでブランド米になっているん

ですね。そういったものが繋がっていくところが、風景

の物語の重要なことだと考えています。そのように私た

ちは自分達の住んでいるまちの事を、どんな地形だった

り、どんな気候だったり、そんな植生だったり、どんな

生物がいるか、どんな水系があって、どんな水が流れて

いてということを、最初住み始めるときに考えるわけで

すね。読み取るわけです。時には恵みになるけれど、時

には脅威になる自然もあるわけだし、時には害を与える

ものもあるわけで、その中で安全でしかも心地よく住む

ための場所と生活の在り方、或いはどういった生業をし

ていくのかということを選んでいくことになります。こ

の場所の自然の基盤と折り合いながら、或いは会話しな

がら、それを壊したり、時には技術によって使いやすく

したり色々なことをしながら今に至っているわけです。

でも土地の持っている力、それを持っている自然の力は

とても大きい、今日も空港からずっと車で走って見てい

ると、緩やかに丘が下って行く、こういう風景はなかな

か北海道ではないですね。非常に広大な広がりに見えま

すが、すごく細やかな小さなヒダがずうっと繋がってい

るような、たぶんそういう土地の中だからこそできる、

畜産や牧畜であったりする。そういう土壌は悪いかもし

れないが、その中だからこそ出来る産業を生み出してい

くというのがやってきたことで、そういったところを大

事にしていくということが地域の風景を考える事が重要

だと思いますね。 

 

この豊岡という町は兵庫県の北にあるところなのです

が、ここは谷筋ごとに文化があると言われている町です。

大きな円山川が流れていて、そこに流れる谷筋ごとに

様々な集落であり、暮らしの風景があるといわれてきて

います。これが盆地の中を流れている円山川ですが、も

のすごい暴れ川でしょっちゅう氾濫しています。それと

付き合うために霞堤だったり、今も残っていますが一旦

氾濫させて水を戻すといった堤防の作り方のようなもの、

今は堤防がありますけど、河口から街までほとんどフラ

ットなんですね。ですから海水がずっと上がってくるよ

うなところなのですが、コウノトリで有名なところです。 

 

コウノトリが一番喜んだ湿地が、氾濫を抑えようとし

て堤防を作ると、そういうのがなくなっていくのですね。

氾濫しているところというのが、泥の田んぼで田舟で行

くような所だったのを、改良していくと湿地が無くなっ

ていく。そうするとコウノトリが住みにくい、そういう

環境になっていくわけです。この川とどう付き合ってい

くかというのが、この町の重要な風景の要素となってい

きます。多くの集落はこのように玄武岩ですが、玄武洞

といって天然記念物になっているのでもう切出せないで

すが、昔は玄武洞の柱状節理になっているので横積みす



 

 

- 5 - 

 

るのがこの辺りの石積みのやりかたです。どの集落もこ

のくらい積んでいます。だいぶ前になりますが、円山川

が氾濫して、バスの上で一晩過ごしたということがあっ

た辺りなのですが、集落はあのときでも床上まで上がっ

ていません。どこまで水が来るか知っているんですね。

石を積んで床下を作って家を建てることをしてきていま

す。すごく被害があったのは新しい住宅地ですね。新し

い住宅地は水に対して意識がなくなってきているのでこ

ういうことをしています。しかも新しい家だと断熱も効

いていいと思いますよね。確かにそうだったのです、こ

の地域も雪が降りますので。一番困ったのはこういう家

だと床下があって、水が上がっても水が抜けるときにガ

ンガン水を流せば、結構抜けるんですね。ところが新し

い住宅はベタ基礎打って立ち上がって、断熱を入れると

床上まで水が上がっていないけど、断熱材が水を吸って

半壊なんていうことがあって、やっぱり地域にあった家

の作り方や技術というものが、確かに断熱が入る事によ

って冬は快適になるのですけれども、どういうつくりか

たを、水がしょっちゅう溢れるようなところですね、今

でもけっこう上がりますし、どうしていくか大事なこと

なのです。私たちは技術によってときどき自然の事を忘

れちゃうわけです。ポンプアップが増強すると、昔なら

雨が降ったら気にするが、誰も気にしなくなる。そうす

ると突然水に浸かってしまう。ですから自然が持ってい

る地域らしさを知るということが風景に繋がっていく。 

 

 これは、城崎温泉の川です、ここも玄武岩を積んで護

岸しています。この豊岡という町は石が色々出ます。風

景は石の色が作っています。玄武洞で今は採れませんが

玄武洞で出るのが玄武岩、青井石や蛇紋岩、そういった

ものが普通に生活のなかに入ってきますよね。地域の材

です。そういったものが色を作っています。日高の方に

なると神鍋山が火山だったので、そこから出た溶岩が、

こういう形で石づくりに使われていく。それぞれの場所

の風景というのは、それぞれの場所の自然風土だったり、

そこで出てくる材料だったりが風景に生み出される。風

景の色をつくっていったり、風景の色合いをつくってい

く。ひとつの集落があるのですが、このような断面なの

ですが、神鍋山の一番下の谷筋にあるようなところなの

ですが、溶岩が流れ出て、一旦落ちた水が上がってくる

ということで、溶岩の中を流れ出た湧水がとてもきれい

な水になってあがってきます。それを活かすという意味

で川から水路を使って、アマゴの養殖や山葵を作ったり

しています。この場所とさっきみていただいた円山川の

石積みの集落まで車で３０分そこそこなんですね。本当

に近いのに色々な風景がある。色んな地形の読み方があ

る、これまでの水の使い方があるというのがわかると思

うんですね。それぞれそこに住み始めた人は、そういっ

た場所の力を読み取っていた。そこの場所での仕事、或

いは産業を生み出す。そういった結果が今の風景が生ま

れてきています。このように水の祠があって、さっきの

こまっとさんもそうですが、沢山のお参り山を持ってい

る。日本が風土と一緒に生きてきた１つの風景の表現の

仕方かなと思います。色んな地域に行っても大抵ちいさ

な祠があって、ある場所がそのまちを物語る手がかりに

なることが多いです。景観というのはそういう意味で、

人々がどんな暮らしをしてきたのか、というものの表現

力でないかなと思っています。ですから景観は色や形で

ある前に、どうしてそんな色になっているのか、どうし

てそんな形になっているの、どうしてこういうものがこ

こにあるの、というどうしてに答えていくとうことから

始まるんじゃないかなと思っています。それは住んでい

る皆さんが一番良くご存知だと思う。当たり前になって

いることを改めて、どうして？なんでこういうものがこ

こにあるんだろう？住んでいるところの美しさ、心地よ

さみたいなものを気づくというところから始まるのでは

ないかなと思っています。もちろん悪いところもいっぱ

いあると思いますし、それだけいいところも沢山あると

いうふうに思います。 
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 これは２０１１年に実施した調査ですが、景観法がで

きてから７年経ったぐらいですね。景観法を作っていた

景観行政団体に何のために景観計画を作るのですか？と

話を聞いたところ、普通どうしてもコントロール系が出

てくると思うんですが、それと同じくらいに生活環境の

地域らしさを守っていきたい。或いは創っていきたい。

というのが大きな目的として挙がってきた。確かに大き 
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な土地利用の変化・開発というものは、少しは調整しな

いとマズい、でも同時にマズいと思えることは、何かこ

うありたい。という気持ちがあるからです。この町はこ

うありたい。そういうのは環境の地域らしさを守りたい

創りたいというのが、この背景となって、ある種一帯だ

とおもうのですが、景観は単に規制や制御以上に地域づ

くりだったり、場合によっては土地利用を変えたり、産

業を守るということと大きく繋がっているというのが、

景観だというふうに考えています。景観計画を次に坂井

先生が説明いただけると思うのですが、景観計画は方針

を作って、どこからどこまで計画するか区域を決めて、

ルールを作っていくというような三部構成になっている

わけなんですけれども、その時に何を伝えていくのかと

いうことをこの３つに振り分けていくようになるのじゃ

ないかなと思います。方針というのは景観の成り立ちと、

場所の物語、どんな意味があるのか、価値というより意

味ですよね。どのように風景が出来上がってきたのかと

いう、そういうところをうまく作っていく、それをどの

ように次の世代に伝えていきたいのか、どういうふうに

変えていきたいのか考えようと思うと、どんな地域づく

りをするのかということを考えざるを得なくなると思う

んですね。地域づくりと景観の取り組みというのは連動

したものとして考えていくことが大事かなというふうに

思っています。区域は全体像、まとまりと植田さんが仰

っていましたが、１つの建物では景観にならない、それ

が背景の山と一帯になってどう見えるかのか、或いはい

くつかの家や作業場が集まって１つの集落の形になった

り、或いは集落のことを考えたとしても、街のことを考

えたりしたとしても、少し離れたところの神社だったり

山がお祭りの時は大事になってくるということを考える

と、そこまでが１つの絵になってきますよね。生活圏と

いうか生活のための大事な場所、必要な場所としてずっ

と使ってきたはずなので、ある種のまとまりのようなも

のを１つの風景の単位として考えていくということも大

事なことではないかなというふうに思っています。バラ

してしまってルールを決めても、ルールを守ったからと

いって集まったときの風景がうまくいったということは

ないんです。結局は意味が伝わらなければ基準だけ守っ

てもいい街にならないし、いい風景にもならない。一体

なんでこのようなルールがあるのか、なんでこういうこ

とをするのかということをわからないとイヤになります

よね。そうじゃなくて、私たちの生活のどこを説明して

いるのかということを考えていくことが大事。それが基

準として表現されるということなんです。景観計画は３

つ特徴があると私は思っていまして、１つは全てのエリ

ア、皆さんがお住まいになっている全部、皆さんお住ま

いになっているのは行政が管理している所や都市が管理

しているところや、川や道が管理しているとか、バラバ

ラになっていることが多いんですが、普通に生活してい

ると全部一緒ですよね。なので、全部をまとめて計画す

ることができるというのが景観計画の一つの大きな特徴

だと思います。都市計画は都市だけやっていたりとか、

農振法だったら農用地だけやっていたり、森林法は山だ

けやっていたりとかしている訳なんですけども、それを

全部ひっくるめて地域の土地利用だったり、地域の環境

の使い方だったり、そういうことを全部まとめて考えて
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できるということが景観計画の一つの特徴だというふう

に思っています。もう１つは枠組みはあるのですが、か

なり自由設計ですので、みなさんが地域をどういうこと

にしたいかによって、使い方を様々に決めれます。何が

したいかが無いとただの紙になることが多いです。もう

１つは普通は数字を基準にしやすいのですが、言葉で表

現したいとか、こんなことをやりたいということを法定

の基準として書く事ができる。量は数字にしやすいけれ

ど、質の部分は数字にしにくいですよね。高さ何ｍとい

えるけど、あの山の稜線を切らないような高さというの

は質の問題ですよね。そういうのは中々数字にしづらい

ですよね。数字にしにくいようなところも基準として書

く事ができるという、この３つが私は景観計画を考える

時の大きな特徴かなと思っています。この３つを活かし

た、一般的じゃない例を、でも面白い話をして終わろう

と思うんですけれども、１つは東川町。旭岳の麓に広が

る小さな町ですが、全域ほとんどが山と田園と小さな町。

都市計画は全くやったことがないというところですが、

ここはまちづくりとして家づくりから地域を作ろうとし

て景観住宅建築支援事業と町が中心となって東川らしい

家のガイドラインを作って色々な助成をやっています。

一生懸命やる一方で、近所の山林が切られて別荘型のも

のが建てられたりすることが起こった。ひどい訳ではな

いけれども彼らにとって何が困るかというと、水が困る

んですね。水道水は伏流水を使っているものですから、

中途半端に切られると水が汚れて水道に影響が出るとい

うことが実は起こったんです。森林法では小さな面積を

届出させる仕組みがないのです。どうしようかという話

で、たまたま景観法が出来て無秩序な森林の伐採を管理

するという意味で５０㎡以上の林地の皆伐の届出という

のを景観計画で決めました。禁止したわけではなく届出

してもらうことによって水に影響が出るところは考えて

頂く。影響ないところは切っていい、チェックする意味

で届出を活用する。チェックができれば、困る前にチェ

ックができるわけですから。でも、何も無いと分からな

いうちにきられてしまう。それが大変だったので、樹林

地の管理だったり土地利用の近いところで使うというこ

ともやっています。森林法でカバーできない部分を景観

で見ていくといったことも、もちろん樹林地が切られる

ということは景観が変わるわけですから、当然景観の問

題でもあるわけなんですが、それが実は水と繋がってい

たり、生活に繋がっていたり、色々なところと繋がって

いるというなかで、どういうふうな組み立てをするかと

いうことを考えたという事例。 

 

 もうひとつ前橋市が不思議な景観計画を作っていて、

実は合併をしまして、このとき景観計画を「みんなでで

きることって何なんだろう」って考えたときに一番景観

がとっつきやすかったというので、合併協議の中で始め

ています。そこでお互いを知ろうと、景観カルテという

のをやって、地区の目カルテ、それぞれ地区ごとに自分

達の街を調べてみようということを始めました。資料で

作るものと、ふるさと自慢を語る会というのを各地区で

やって、自慢話を集め、自慢話とデータを集めたものを

重ね合わせて、地区の目カルテを１６地区全部で作って、

それをお互いにやることによって、どんな町があるのか

知っていこう。前橋は景観計画を物語るプロセスを共有

していく、或いはお互い知り合っていく啓蒙的なもの共

有していく作業として景観計画づくりを使っています。

面白いのは、景観形成方針これは普通ですよね。体制整

備方針、観光戦略方針を景観計画の方針として書いてい

ます。つまり繋がっているというのが彼らの考え方だっ

たんです。例えば赤城山が創りだす眺めの保全、これは

普通の景観形成方針ですね。それを行動メニューとして

考えると、基準も作っていますが、それよりも地域住民

と共に愛される、子供たちに受け継ぐための百景づくり

をまずやっていこうというような行動計画を作る。それ

が景観を守っていく繋がっていくんだというようなこと

を作っています。地域資源を育てる体制づくりというの

が方針に書いていますね。そのための行動は何が必要な

んだというようなデータづくりも大事だし、みんながま

ずそういったものを情報が分かるような、それを検索で

きるようなものをまず作っていこうということや。ブラ

ンド戦略というのは、マチの良さを発見することから考
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えていこう。こういう景観計画も一応作れます。なので

何をやりたいかということをもって、何を大事に伝えた

いのか、何を大事に地域づくりをしたいのかというのを

うまく活かしていくというのが、使い勝手のある景観計

画になっていくのではないかなと思います。勿論守るこ

と、伝えていくことも大事だし、いいものを作っていく、

いい変化を起こしていくということも大事だし、いい変

化というのは守ることにも繋がり、うまく共存共生でき

る変化というものが、まずは当たり前と思っている風景

を言葉に置き換えてみる、そしてそういった言葉なしで、

皆さんだったら共感できてますね、たぶん皆さんが共感

している風景と私が見ると、ちょっと違うかもしれない

けど、「いいね」くらいは共有できると思うんですね。そ

れをお互いに語ることで「いいね」が調整されていく、

そういうことって大事なんですね。そういうことで地域

の景観が成り立つ意味を知らない人に伝えていく、そう

すると新しく入ってきた人、そこで何か開発をしようと

している人、そういう人たちに何を考えてほしいのかと

いうことを伝える。そうすることによって基準だったり

ルールの意味が分かればデザインというのは出来ていく

と思うんですね。そういうことはとても大事だと思って

います。中標津はたくさん資源があります。地形も独特

だと思います。水も独特だと思いますし、生業の畜産や

牛乳もとても大事なものだと思います。そういったもの

がどういうふうに表れてきているか、そこをうまく捉え

て、それを変化しながらも次の世代に伝えていけるよう

な地域づくりと連動した風景づくりになってほしいなと

思います。どうもありがとうございました。 

 

○司会 

 小浦先生ありがとうございました。大変興味深い、皆

で知識を共有しながら創っていくかというお話でした。 

それでは引続き、今度は坂井 文先生から話題提供とし

て、いま進んでいる中標津町景観計画についてお話いた

だきたいと思います。次第の裏に坂井先生の略歴が書か

れています。現在、東京都市大学都市生活学科の教授に

なられましたけれども、実はこれまで北大に１０年いら

して、北大でずっと教鞭をとられていました。その前は

華々しい経歴がここにも書かれていますけれども、実は

坂井先生は中標津町のファンでいらして、プライベート

な話を聞くと、ときどきやってきて一人でドライブして

キャーとか、広ーいとか言って走っているそうです、そ

ういうチャーミングな方が景観計画の委員長をやってら

っしゃるということで、坂井先生よろしくお願いします。 

 

■ 話題提供：東京都市大学教授 坂井 文氏 

（中標津町景観計画策定委員会委員長） 

～中標津町の景観計画について～ 

 今ご紹介ありました坂井です。ほんの３ヶ月前に東京

へ移ってしまいましたけど、北海道大学の建築学科で景

観のようなものを教えていました。道庁の景観審議会会

長を務めさせていただいた関係もあって、昨年秋にから

中標津町景観計画策定委員会の委員長を務めさせていた

だいております。今日は今やっている中標津の景観計画

について説明してくれということですので、資料を作っ

ていただいて、お手元にある資料とレイアウトが変わっ

ていますが、書いてあることはほとんど同じです。最初

にお伝えしたいのは、何で作っているかっていうことを

みなさんと共有したい。今、小浦先生の興味深い話を聞

いていて、中標津の物語を皆で再確認して知らない人に

伝えるんだと皆さん思ったと思うんですが、そしてそれ

を次世代につないでいくと、この景観計画の目的という

のは、ご説明するまでもないのかなと思っています。た

だ少し歴史をふり返ると、これは皆さんがやってきたこ

となので釈迦に説法ですけども、実は中標津は色々とや

ってきています。中標津の景観条例は平成９年ですから

非常に早い段階で作ってらっしゃって、そのなかで開陽

台を景観形成重点区域にしたり、国道沿いのバイパス若

しくは携帯電話基地、これは道庁の景観審議会をやって

いて気づいたんですけども、あまりこれをきちんとやっ

ている自治体はないので中標津は先駆的。太陽光いわゆ

るメガソーラーのパネルですね、これについてもやっと

道庁が作りましたから、これについても先駆的。非常に

進んでいる。進んでいるんだけれども一方で、景観に非

常に関わってくる都市計画とか色々なものを作っている。

一方で、国は法律として景観法を作ってきた。そこで少

し改定して、今までもっていた景観条例を改定しつつ国

がせっかく作ってくれた景観法のいいところを使いつつ

新しい景観計画を作って、それに準じて景観条例も改正

しなければいけないのですけれども、というのが今やっ

ている大きな背景でございます。 
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 今まで、約半年なのですが、何をやってきたかという

と、丁度小浦先生が説明いただいた、方針・区域・基準

を大きく決めることですが、実は方針のところを大体決

めてきたということをご報告します。方針を決めること

には、小浦先生の話にもありましたが、町が持っている

物語を、まずは特性を理解しようと、どういった特性が

あるのかを自然として「農村環境」「暮らし」そこでどの

ように人々が地形を使ってきたのか。「まちづくり」人々

はどの様にして景観まちづくりに関わってきたのか, 

というようなことで、レイヤー的に考えていこうと客観

的にまずは、中標津の比べ方を考える。これは気象や地

形というようなことなので、皆さんのほうがよっぽどだ

と思うのですが、私、実は中標津の断面図が好きで、綺

麗に北側に山があって、南面して台地が下がっている、

川が通っているところに街ができている。しかし山のほ

うからも水がたくさん川として水系として流れ込んでい

る。この２つの地図を見たときに、中標津に来てません

でしたけど、ここは行って見たいと思ったんですね。こ

ういうことばっかり言っているので、地図や地形図を見

ると、大体この町はこんな感じかな？とわかるんですけ

れども、この地形で素敵でないわけがない。南の方から

太陽が当たって、太陽が当たって明るくなっている所を

町のひとは見ている。若しくは山のどこかから、町を見

たときに、明るい町を見るので、どうしても美しい。北

側を見ると日陰になったりしますが、南側だからそれは

綺麗だなというふうには思っていました。当然動物もた

くさんいるんだろう、プラスここで代々行われている酪

農、その酪農が作り出す豊かな景観、プラス北海道が作

りあげてきた防風林ですね。私、実は帯広の方でもこう

いった景観まちづくりに少し関わらせていただきました

けども、帯広も防風林が結構有名ですけども、こちらの

スケールは比にならないですね。非常に大きくて豊かな、

そして酪農と畑作の違いはこんなに大きいのかとも思い

ました。先ほどこの美地形がね、非常に豊かなヒダを作

り出すと小浦先生仰いましたけれども、畑ほど真っ平ら 

にしなくてもいいんですよね。オリジナルのそのままの

非常に緩やかな地形がそのまま風景になっている。この

写真も結構好きなんですが、これは明らかに川ですよね。

開拓して開拓してきたけど、川のところで一回止まって、

川を渡ってまた開拓してという、これも帯広にもあるん

ですけども。こういう開拓してきた歴史というのはその

まま残っている。格子状の道があって、そこに防風林を

植えるような、非常にここでやっていくんだと、という

ふうに決めた方々が、どうやったらこの土地をより使い

やすく出来るだろうという努力の結果を私たちは見せて

いただいている。勿論町もコンパクトシティーって日本

中どの町も大変苦労して、これから少子高齢化で人口も

減るのだから、今まで町を大きくしてきたけど、まとめ

なくてはならないねと一所懸命やっているところを、中

標津はもう既にやっているかもしれない。という非常に

コンパクト。周りに広く生業である酪農をされていたり

する、コントラストですね。非常に都市機能をもってい

る中心部分とその生業を支えている酪農というものが共

存している。歴史的な建造物というのもいくつか残って

らっしゃる。こういった歴史的建造物というのは皆さん

見られてきたでしょうし、なんだあの古いものはとおも

われることがあるかもしれませんが、こういった歴史的

建造物もどんどん無くなっています。ある事自体貴重な

財産です。こうした歴史的建造物をどう保存していくん

だろうと考えることもできると思います。このあたりは

私よりも皆さんが、私に自慢してほしいんです。先ほど

ご紹介にありましたが、この辺が好きで来ますけれど、

皆さんは実は違うところから見た風景が綺麗なのが知っ

ているんだとか、たくさんあると思うんですね。そうい

うのを孫にも、その先にも伝えたいというのを織り込む

のが景観計画ですから、そういった場所をもっと皆さん

に出していただきたいなというのも実は思っています。

景観というと見た目、風景とか建築物とかという話にな

りがちですが、実はお祭りもいわゆる景観の一部。小浦

先生のお言葉で言えば、物語を作っている大きな一部な

んですね。なので、このお祭りをどういうふうに残して

いくのか、市民の関わりがあっての景観まちづくりだよ

ねと言う事を話し合っています。ここまで４つの特性と



 

 

- 10 - 

 

いうことで洗い出した上でですね、私たちが考えている

中標津の景観まちづくりの基本理念は、歴史・文化・産

業との融和、自然との共生による景観まちづくりという

ふうに考えています。区域も、小浦先生は方針・区域・

基準を決めるんだよと、区域としては大きく全部だねと

話をしています。これからそれぞれにもう少し物語があ

るでしょうから、それぞれの区域でどんな景観づくりを

していくかということを詰めていく予定ではあります。 

 今までの話をざっくりとまとめると、この景観特性と

いう、自然環境・農村環境・暮らし・景観まちづくりと

いうのを見てきました。そこから理念というものを導き

だして、理念に基づいて特性をいかにこれからつないで

いくか、方針を４つ立てました。この４つの方針をそれ

ぞれお話しますね。 

 まずは空と緑の広がりのある自然景観を守りますとい

う方針を立てます。基本方針ですのでその中に３つ。原

風景ですね河川環境、一番最初に申し上げたように、こ

の町は大変小さな川から大きな川まで沢山の川が入って

いますので、そういった河川環境。もちろん植生・動物

そうした環境を守ります。こちらは防風林のある農村風

景。コンパクトにまとまった市街地の周りに広くひろが

る農村景観をどういうふうに次世代に継承していくのか。

非常に特徴的な格子状の防風林はやはり守るべきではな

かろうかというお話をしています。３番は歴史・文化・

産業ですね。で、コンパクトな町の部分、市街地の景観

を旧国道とバイパスがメインストリートだと思うんです

が、そちらを魅力あるものにしたい。みなさんの暮らし

がそのまま景観を作り出しているというプロセスのお話

を私も本当に共感します。そういった暮らしが良ければ、

みなさんが気持ちよく暮らしていけば、それがそのまま

美しい景観として表れるはずなんですね。なので暮らし

よい環境を作っていく、水と緑そして先ほど歴史とか文

化が感じられる景観を守っていこうということです。 

 最後に協働による景観まちづくりを進めますという方

針の基で町民全体ですね、今日は本当に沢山の方に来て

いただいて本当にうれしいんですけれども、みなさんが

主役だと、みなさんが景観を作るものなんです。役所の

方はみなさんの代表として景観計画という枠組みとか考

え方を一生懸命作っています。代表としてやっているわ

けで、景観はみなさん一人ひとりが作っていく、なので

そういう気持ちを助成しなければならない。町民とか活

動団体、事業者、行政それぞれが一緒にやっていかなけ

ればならない。一人ひとりの問題だということを景観の

場合は重要なので、最後に協働による景観まちづくりを

進めますという方針を挙げさせていただきました。 

 非常に早足でしたが、今まで進んでいるこの半年間で

委員会で進めてきたところは、こんなところでございま

す。あと１年くらいかけて計画を作り上げようと予定で

はございます。以上です。 

 

○司会 

 坂井先生どうもありがとうございました。ここで小浦

先生、坂井先生のご質問等ありましたら、是非お願いし

たいと思うのですが、いかがでしょうか？ 

 

《休憩》 

 

■ パネルディスカッション：「中標津で大切にし

ていきたいこと、協働の景観まちづくりに向け

て」 

パネリスト   ：小浦 久子 氏 

坂井  文 氏 

          森田 正治 氏 

コーディネーター：東田 秀美 

 

○司会 

 第２部の座談会に移りたいと思います。中標津で

大切にしていきたいこと、協働のまちづくりに向け

てとのテーマで開催させていただきます。登壇いた

だいているのは、先ほど基調講演をいただいた小浦

先生、それから坂井先生、そして森田正治先生、皆

さんの方がご存知と思いますが、中標津町景観審議

会会長を務めています。それからコーディネーター

をするのは、景観ネットワークの東田秀美が行いま。

どうぞよろしくお願いします。 

 

○コーディネーター：東田 

 みなさんこんばんは。NPO法人景観ネットワーク

の東田と申します、よろしくお願いします。 

 今日のコーディネーターということで、なかまっ

ぷで景観フォーラムやるのは初めてなんです。台に

上がるとこんなにみなさんと近いんだなと初めて
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体験してびっくりしています。 

 先ほどの基調講演、経過報告の２つの大事なお話

からパネルディスカッションを進めて行きたいと

思います。 

 

 暮らしの営みとか、生活文化の表現が景観だとお話を

いただいたんですけれども、私も準中標津町民として伺

いたいのですが、何かそれを活用した取り組みの事例と

か協働の必要性みたいなところで、特に私は NPO 法人

で景観の部分で中標津に関わっていますが、どういうふ

うに協働やっていけばいいのか、特に景観づくりのアド

バイスなど教えていただければと思いますがいかがでし

ょうか？ 

 

（小浦パネリスト） 

 最初から難しい話を振られましたね。協働って何？っ

てさっきも聞いていたかと思うのですけれども、協働は

ちょっと置いておいて、一人ひとりが風景作りに関わっ

ていうところの１つの事例というので、面白いなと思う

のがあるのですが、私は兵庫県の芦屋市に住んでいるん

ですけれども、阪神間といわれている大阪と神戸の間の

エリアというのは、戦前から住宅地として開発されてい

たところなんですね。多くの人が緑豊かな住宅地って言

うんですね、緑豊かな住宅地って緑があるはずなんです

よね。どこにあると思いますか？殆どが庭ですね。道路

の街路樹なんて無いわけです。生活道路に街路樹なんて

ないでしょ。ですからみなさんが庭を諦めた瞬間、緑豊

かな住宅地で無くなるんですね。震災のときにそういう

ことが起こりかけた訳です。阪神淡路大震災で全部無く

なったときに庭を諦める家が沢山ありました。でも、段々

そのうちまずいなと思うんですかね、最初は全部コンク

リート敷いて駐車場にしたところに、ぽつぽつプランタ

ーが出たり、コンクリートを剥がしたり始まりました。

多分それが協働の最初じゃないかなと思うわけです。一

人ひとりが緑が無い住宅地というのは背景の山と１戸１

戸の住戸の庭しかないんです。つまり公共が全部やるわ

けでは全く無くて、一人ひとりの住まい方がそういう環

境を生み出していく、それを少しずつ支えていくのが、

一緒に考えていく公共かもしれないし、違うところで支

え方を考えてもらう。震災のときも生垣助成というのを

しました。つまり、生垣をもう一度戻して下さいという

ので葛生のところの３倍の助成をしています。普通だと

せいぜい１０ｍも出さないよね。でも３０～４０ｍくら

いまで最大出すみたいな形でやりました。それが協働な

んだろうなと思います。一生懸命説明しているんですが

実は、設計する人はいっぱい申請出す、だからやってく

れないということがあって、結構お金が余ったりしたん

です。そういった何を大事にするかというのと、それを

技術的に支えている設計者の感覚をつなぐのが実は生活

者なんですね。専門家だけでもできない、生活者だけで

もうまく使い切れない、行政はもっとできないという中

で、三者が考えるという仕組みを作っていくことなのか

なと思ったのはどうでしょう？ 

 

（東田コーディネーター） 

 ありがとうございました。 

 では、中標津側から森田先生は特に環境に関わる活動

というかお仕事が多いと思いますが、そこで長く中標津

で実践したり取り組まれている内容をもし良ければ。 

 

（森田パネリスト） 

 私がこの町に来て半世紀近いんですけれども、ずーっ

つと町の移り変わりを見させていただいたのは皆さんと

同じなんですけど、ずっとこの町に住んでいると中々ピ

ンとこないのですが、かつては地理学を目指した人間な

もので旅行が大好きなので、あちこち出かける機会が多

いもんですから、あちこちの町とこの町を比較するとい

うか、時には景観審議会の委員となれば否応無く見ざる

を得ないというか見てしまうというか、この町のどこが

いいのか中々具体的にいえないのですが、長く旅行から

帰ってくるとホッとするとかね、やっぱり自然が好きだ

し人口が少ないところに住みたかったというのもあって

かつての願いだったものですから、やっぱりホッとする。

それともう１つ、車でも飛行機でもそうですが、根釧台
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地を走ったり飛んだりすると、突然のように市街地が現

れる、特に昼間はそうでもないが、夜２７２号線を走る

と光がパッと見えるとホッとする。景観なのかなという

感じは、ふるさとでもある訳ですから、そんなごく自然

なものが景観なんだろうなというのが私の実感で、あま

り先生方のように難しく言えないのですが。 

 それともうひとつ、環境に関心があるのですが、例え

ば自然環境、自然景観同じようなもんですね、それがや

がては観光につながっていくのだと思いますが、やはり

農村風景が必ずしも自然かといえば開拓したわけですか

ら、二次的な自然なわけですよね、そんな意味で自然環

境という杓子定規で考えてしまうといけないわけだし、

この町は環境というよりも、自然景観というふうに見て

いったほうがいいのかなという気がします。 

 

（東田コーディネーター） 

 ありがとうございます。自然環境よりも自然景観とい

う、夜のホッとする感じ。ふるさとの景観。ありがとう

ございます。 

 では、坂井先生なんですけれど、今計画を作られてい

るということで報告いただいたのですけれど、特にこの

あと協働の事に入っていくと思いますが、ポイントにな

りそうな事や、計画内容のポイントをもう少し教えてい

ただければ。 

 

（坂井パネリスト） 

 さっきは早口で説明したので、説明しきれてないとこ

ろもあって、今説明するには絶好のタイミングなんです

けれども、景観策定するにあたって今日もボードに沢山

書いていただきましたけれども、大切にしたいとか、こ

れはまた後で東田さん振ってくれると思うのですが、こ

ちらの事務局の方でも町内の活動団体や事業者の方にヒ

アリングですね、個別に聞きに行ったりワークショップ

という形で集まっていただいて皆さんの意見をお聞きす

る場を作っています。そこで皆さんがどういう中標津に

したいのかということを聞いて、歩いて楽しい市街地に

したいとか、効率良い作業動線、やっぱり機能的なのが

大事ではないのか。というお話とか、工場で働いている

方は、従業員が働きやすいとか、そういうことから景観

というのはどんどん良くなっていくのではないか。とか

営農されている方は環境含めてブランドにこれからなっ

ていくと思っていると、色んな方の工場やっている方酪

農やっている方、主婦の方など色んな立場でどんなふう

に中標津をしていきたいと思っているのか聞く機会を設

けています。協働というのは誰と働くという事でいえば

市民の色々な方と協働しながらこの計画を作っていく。

更にこの計画が出来て景観まちづくりを本当に進めてい

く時には、もしかしたら組織同士。先ほど小浦先生は生

活者と設計者と行政という協働のお話をされましたけど、

もしかしたら企業と企業、企業と行政という協働なのか

もしれません。生活者がそれぞれやっているＮＰＯとＮ

ＰＯがあるかもしれません。みなさんがそれぞれ景観を

つくると言い方しましたけれども、であれば、そのつく

りかたというか誰と一緒につくるかというのは、ありと

あらゆるネットワークの広げ方があると思うんですね。

そうやって色々なタイプの協働をこれから広げたいと思

っています。景観計画というのは実は絵に描いた餅に終

わるというのも無い事もない。それが一番恐ろしくて、

私も計画できたから「さよなら」じゃなくて、一番気に

なるのは本当に前に進めるために、ここに座ってらっし

ゃる方が多分リーダー的になるかもしれないんですけれ

ども、皆さんを引っ張っていって、本当に実現しなけれ

ばいけない。といって皆さんを巻き込んで、共にやって

いく、そういった運動みたいに、景観計画を作っている

ときから出来ていったらいいなと、いつも考えていると

ころです。 

 

（東田コーディネーター） 

 ありがとうございます。企業同士、組織同士･･･はい。

私もヒアリング皆さんのところに伺わせていただいたり

しています。また来年度もワークショップやりますので

是非皆さんもご参加いただければと思います。 

 では次の話題として、実際協働の話もしていただいた

のですが、協働する相手、色んな相手がいるとあるとお
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話をしていただいたのですが、そのときに景観づくりや

地域づくりに取り組むメリットのようなみたいな、取り

組むときのコツや捉え方、協働をやれやれと言われてい

る感がするんです。協働取組みたくなっちゃうコツとか

ポイントとか、こんなメリットがあるんだというような

ポイントみたいのありますか？ 

 どこか地域で取り組んでいて、こんなメリットが実は

生まれたよ、観光事業っぽい、酪農家さんにとってこう

だとか。 

 

（小浦コーディネーター） 

 難しい。よく言われるのは景観をやったって何の得が

あるの？と言いますよね。 

 

（東田コーディネーター） 

 あるある、ここに来ている結構な数が本当はそう思っ

ているような気がする。 

 

（小浦コーディネーター） 

 景観法をつくるときもですね、丁度小泉政権くらいの

時で、行け行けどんどん状態がまだあって、こんな規制

で開発を止めるようなことをするんかー！みたいなこと

を言われました。するのであれば、景観することがメリ

ットなることを証明しろと。国の委員会でありました。

無茶苦茶頑張れば数字は出ます。数字を作れと言われれ

ば出来ます。とくにここの町の自然の要素であったりと

か、或いは歴史の要素があったりとか、緑の多さがあっ

たりとか多分いけます、それを守っていくことによる地

価のレベル、地価が上がるというか環境の価値が上がる

ということを数値的に今のややこしい話もありますが、

要は数字を出す仕組みとしてできます。でも、そういう

もんですかね？景観って？と思うわけですよ。そんなも

んでしょうか？それで話がつくのであれば、作ればいい

とおもうんですが、やっぱり何か違う気がするわけです

よね。ここで多分酪農がなくなれば、あの風景が消えて

いくわけだし、木を手入れしなくなれば防風林も無くな

っていくかもしれない。そういう問題だと思います。何

か綺麗なものをするとか、整理をするということで景観

的み見栄えが良くなって価値が上がるというものでもな

い気がしていて、それよりも、どうその場所を使ってい

くかとか、そのほうが楽しくて、前来たときにフットパ

スに連れて行ってもらったんですね中標津の、すごい楽

しかったんですね。牛との関係や扉を開けるなど、そう

いうところから地形を学び、歩く事によって風景を見て

牛さんのことも、どういうふうに牛乳が飲めるのか。そ

ういうことも含めてですね、それが多分景観の価値。協

働の価値じゃないかなって気はしました。例えばフット

パス思い出したのですが、２つあって、１つは稲見とい

って溜池がたくさんある町なのですけれども、溜池は農

業が廃れて行って溜池が使われなくなっていくと、水脈

が見えにくくなっていくんですよ。使っている間の水脈

は分かるんですけれど、じゃあ、もう少し水脈を見せる

フットパスを作ろう、今あまり使われていない、言った

ら怒られるかもしれないけど、土木の人は舗装しちゃっ

たんです。ちょっと待てもっとデザイン考えようと、も

っと環境としての形を作っていこうよと大騒動した。つ

まり道を作ればフットパスになるのではなくて、場所を

使うことによってフットパスになるという、水脈という

意味を伝えることによってフットパスになるという、そ

のあたりが、もう少し景観と考えたいなと思ったのと、 

オックスフォードで歩いたフットパスというのは、正に

地形を楽しむ、ちゃんと皆が知っているというのはすご

い。つまり管理している人がいて、フットパスを管理す

るわけじゃなく、農地を管理している人がいて、扉はき

ちんと開けて閉めるということを、使う人は知っている、

これは一番の協働の表現じゃないかなと思います。 

 

（東田コーディネーター） 

はい、ありがとうございます。坂井先生はいかがです

か？ 

 

（坂井パネリスト） 

 景観をやって、ピンとくるのはなかなか難しいですよ

ね。顔を見合わせてしまったのは、やっぱり殆ど無いと

いうか、ここの町も私が説明した皆さんがよくご存知の

開陽台で何か開発が起こりそうだということで、皆さん

が危機感を感じて立ち上がったわけですよね。それで条

例を作られたという、その時にはここに来た事がありま

せんでしたから、聞いたお話ですけれども、そういった

話があると東川町の話を小浦先生に話していただきまし

たが、東川町も開発が起こってという 99％じゃないです

けれども、日本の景観運動というのは、いままであった
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ものが「えっ？！」ていう驚き、「だめだよこれじゃ」と

言って、その運動から景観が起こっているというのは殆

どの町がそうです。われわれ人間というのは忘れるよう

に出来ているので建物があって、すごく貴重な歴史的な

ようなものでも、なくなってしまうとすっかり忘れてし

まって、ここに何が建っていたっけ？と思い出せない。

そして新しいものが建って。前の景色がすぐ忘れてしま

いますよね。私もそうですが、皆さんそうだと思います。 

 

この人間の特性がなかなか、景観を前もって「そうなら

ない前にやっていく」というのを、21世紀のここまで成

熟した日本国という国でもここまでできなかった一番の

原因だと私は思うことがあるんです。なかなか右肩上が

りで、やればこうなるよりは、「何か起こらない前に、こ

うしておこう」そういう人間の知恵としての景観計画。

繰り返しになりますが、開陽台でそういうことが起こっ

たと、またもしかしたらそういうことが起こるかもしれ

ないというのは可能性としてはある。なので、そうなら

ない前に、というのがまさに景観計画。来てもいいけど

うちはこういうふうに景観を作ってきたし、これからも

作るのだから、ここに書いてあることをちゃんと読んで

その通りにしてね。というある意味契約書というか、最

低条件を作っておこうというのが景観計画の意義だと思

う。なので非常に地味なんです。景観をやったからとい

って、どーっと人が増えるわけでもないし、地味なんだ

けど先手先手でやっておく、ある意味知恵が試されてい

ると私は感じています。 

 

（東田コーディネーター） 

 ありがとうございます。 

 今日皆さんにホワイトボードに書いていただいたのが

あるので、いくつか紹介したいと思います。 

 

 

（司会 植田） 

 それでは適当にいきますよ。「防風林を大切に」という

のがあって、「同感」とか「格子状」とか。防風林につい

ては下のほうにも書いてまして、「防風林を支えるカラマ

ツを使用した材木でマチと人の一帯感のある景観を」な

ど、防風林に対してのコメントがありますね。ここにも

あります「カラマツ、エゾマツ防風林」「星空」これが一

環しているような感じでしょうか。 

 それから「歴史的産業の様子が感じられる場所」それ

に注釈を加えるように別の方が「酪農風景」と書いてら

っしゃいます。酪農つながりでいくと沢山ありますね。

「緑と丘」「牛」それから「農村景観を大事にしたい」「開

陽台からの眺め」「酪農と緑」ということが書いてありま

す。 

 

（東田コーディネーター） 

 次に、こんなまちにしたいというほうは 

 

（司会 植田） 

 「子供たちに中標津を伝える」「若者も楽しくなる町」

「子供にやさしいまちづくり」「笑顔でわくわく中標津」

標語になっています。あと「都会なのに田舎な感じ」と

いうのもそこに入ってくるのかなと思います。あとです

ね、「自然」「水中バイカモ」そういったこともあります。

多分農業と農業の歴史と関係があるのですが、「白樺並木

保存、中標津のシンボル」というのがあります。とりあ

えずこんなところでしょうか。 

 

（東田コーディネーター） 

 今聞いていて、何かここ引っかかるなとか、これいい

なという何かありますか。 

（小浦パネリスト） 

 それよりも、「青空と夕日」が引っかかっていたんです

が。 

 

（司会 植田） 

 今言い忘れたと思ったんですよ。 

自然系ですね。「青空と夕日」ですね。「星空」 

（小浦パネリスト） 

 何かそういう、「夕日」「星空」「風」とか。「風」は無

い？なにかそういう動きがあるものがいいな。 
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（司会 植田） 

 ちょっと話逸れますが、「標津川と動物」という繋がり。

これもとても大事な話ではないかなと。 

 

 （森田パネリスト） 

 私は、いつも見ているからどうっていうことはないの

ですが、町外れに住んでいるものですから、夏になると

葉っぱが邪魔していますけども、冬になると葉っぱが落

ちる。夜空がとても町外れに住んでいると、ごく当たり

前なんだけども、特に寒い日は星空が、よくよく考えた

ら素晴らしいのだけど、ただ寒いだけなのですが、都会

にいくと見えないわけですね。改めていいんだなという。

或いは夕日でもね、いつも見ているだけど、今日は綺麗

なんだなと、わからない間にいいんだなというと、最近

の農村風景も以前からみたら変わってきている。デント

コーンという家畜用のとうもろこしですが、畑が増えて

います。当然秋になったら刈ります。そうすると鶴がい

っぱい寄ってくるわけですよね。また、牛の頭数が増え

ると堆肥場が大きくなるわけですよね。当然そういうも

のを求めて鶴が農家に近寄ってくるというか、こういう

光景がみれるのと、一時全然放牧といのが見れなかった

のが、最近放牧が見直されて、道路縁から牛の姿が見え

るようになってきました。酪農をずっと見ながら風景が

変わってきているなという感じはしています。離れてみ

ないとありがたみがわからないというのと、もう 1 つは

そこに書かれているのが、うちの町の自慢だよという意

味で書かれているのが多いのではないのかなという気が

するんですけど。いかがですか？ 

 

（坂井パネリスト） 

 それは本当に思います。今の星空の話もそうでしたが、

もしその星空に、ある日パチンコ屋さんがやってきてこ

うこうと電気が点くとか、先ほど私が話したのが繰り返

しになりますが、ずーっと向こうに見えた山並みに、ポ

ッと赤いドラッグストアの看板が建つとか、本当に帯広

ではそうでした。それから私が呼ばれて行ったのですが、

今まで普通だと思っていたのが、ちょっとしたことで崩

れちゃうんです。なので本当に崩れる前にということで、

これほど大切な事を沢山色々と書いていただいて、これ

がいつ何時崩れるかわからない危機感ですよね。今まで

なかったし、これからも無いんじゃないというのではな

くて、これだけ社会状況が変化していて、色んな形で海

外から来る。観光客もそうだが、経済が変われば土地を

買いに来るとか色んなことがあるわけです。そういった

ことに対応するべく景観を今から、この町はどうやって

つくられてきて、これからもこう守りたいという計画書

を作るのが大事と、今日は景観計画がこんなに大事と念

仏のように言いに来ましたけれども、そんな感じです。 

 

（東田コーディネーター） 

 ありがとうございます。あまり時間が無いのと、会場

にマイクランナーが入れないので沢山の方に発言してい

ただくことが出来ないですけど、手を上げて立ち上がっ

て大きな声でしゃべれる方にお願いしたいのですが、書

けなかったけど、こんな活動あるよとか、大切にしたこ

とがあるなどあれば。 

 

（会場参加者） 

 私は稚内から帰ってきて切実に思うのは、武佐山があ

って川があるってことなんです。川のせせらぎの音、こ

れはすばらしくいいんだということが、他にいても帰っ

てきて実感するんです。中標津には海はないけど、川が

たくさんあって、せせらぎの音が楽しむ事ができる。こ

れが大きな財産だと思います。 

 

（東田コーディネーター） 

 はい、ありがとうございます。他にありますか？ 

それでは最後の質問をいたします。 

 これからの中標津町の協働の景観まちづくりをやって

いくのですが、何か皆さんと役場の職員と私たち一緒に

活動するメンバーとこれから取り組んでいくのですが、

最後の一言。 

 

（坂井パネリスト） 

 今日はいっぱいしゃべったので最後短く、東田さんが

最初私の説明をするときに、時々ドライブに来てとお話

をしましたけど、何をするかというと「キャー」とか言

えないので、窓を全開にして「でっかいどうー」と大き

く叫びながらドライブするんですね。多くのライダーと

かも来ると聞いていますけれども、やっぱり広々とした

雄大な景観は北海道と良く言われますが、美地形があっ

て細やかな風景が繰り広げられているというこの景色は、
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本当に皆さんのお孫さんだけでなくて、私のためにも、

つまりここには住んでいないけども、ファンの人のため

にも残すという方向で色々と考えていけたらなと。私が

色々な経験からそういうことのお手伝いが出来ればとい

うことで、この委員長を引き受けましたので、是非まだ

１年位時間がありますので、皆さんから色々な意見を聞

きながら、皆さんの景観計画ですので一緒に作っていけ

たらいいなというふうに思っています。 

 

 

（東田コーディネーター） 

 はい、それでは森田先生お願いします。 

 

（森田パネリスト） 

 先日、埼玉県の川越市に行ってきました。小江戸と言

われるところなんですけど、街をフラフラと歩いている

と何かスッキリしているなと思ったんです。電柱・電線

が埋没してあったんですね。まちなみがスッキリしてい

るなと。うちのまちも他所からみるとスッキリしている。

隣町からずっと来ますと鉄塔がいっぱい建っていますよ

ね。でもうちのまちに来るとそれほど建っていない。そ

ういった意味で他所からうちのまちに帰って来たときに

今更わかるのかな。これから旅行をするときにと言う訳

ではないけれども、観光でいっても１本裏に入ってみる

と、そのまちの良さがよくわかると思います。もし旅行

されたら、私は１本裏２本裏のそのまちを見ながら改め

て自分のまちをこうすればいいのかなと言うふうに思う

のです。このまちは集落が出来てまだ１００年余りとい

われている非常に新しいまちなので、これからまちを作

っていく上ではつくりやすいのかなと、それから思った

ほど空き家が少ないですよね。これは皆さんの努力だと

思いますが、益々この空き家が無くなる或いはシャッタ

ーが見えないように努力していく事も一つの課題かなと

いうふうに思います。 

 

（東田コーディネーター） 

 はい、それでは小浦先生。 

 

（小浦パネリスト） 

 森田先生がおっしゃられたように、１００年と言うの

は近代なんですよね。日本で歴史というと近代の前、明

治の前が歴史と思われがちですよね。歴史的な街並みと

か建造物とかというのは。でも北海道、中標津もそうで

すが近代が生み出したすごく美しい技術の風景だと思う

んですよ。酪農も一つの産業ですし、そこから生み出す

様々な景観も一つの技術なんですけども、それが土地の

中で近代が技術というものの生み出した土地と一緒にな

った風景。土地と人と技術の協働みたいなところがある

なというのが、ふと思ったんですね。だからこそコンパ

クトなまちだとさっき話がありましたけれども、そこの

町に行くとですね、雪国らしい街並みと、どこにでもあ

る幹線道路の道路サイドの街並みと、跨ぎあった不思議

な風景の街並みがあって、それがひょっとすると雪国或

いは風土の中でらしいものになり得るものを、土壌には

北海道にはあるのかなと、なんとなく思いながら聞いて

思ったんですね。これから皆さんか景観まちづくりに今

持っている良さ、或いは持っている特徴みたいなものを

大事にして、同じ変化であったとしても近代を生きてき

た東京や大阪や京都と全く違い近代の生き方をしてきて

それがとても美しいものになっているなと、それは凄く

稀なことなんです。多分日本の中では。なのでそれを自

慢してもらいたいし、だからこそ星空が見えたり、夕日

が見えたり、水があったり、水の音が聞こえたり、今の

元気を維持してきた。それはゆっくり近代してきたとい

うこともあると思う。そういったことで次も早まらずゆ

っくり良い変化を続けていく。そういうものであってほ

しいなと思います。 

 

（東田コーディネーター） 

 はい、ありがとうございます。ではそろそろパネルデ

ィスカッション閉めていきたいと思います。 

 今日このフォーラムが久しぶりの景観フォーラムだっ

たのですが、明日ですね両先生からアドバイスいただき

ながら、久しぶりに景観まちづくりをやっている団体さ
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んの交流会を計画させていただきました。今日のこのフ

ォーラムと明日の交流会と皮切りに中標津の景観を考え

ていきたいというふうに思っています。今日は本当にあ

りがとうございました。 

 

■ 閉会：中標津町都市住宅課長 望月 正人 

会場の皆さま、本日はお忙しいところ景観フォーラム

に参加いただきまして、また最後までご静聴いただきま

してありがとうございました。 

本日お話いただきました小浦先生、坂井先生、森田先

生大変ありがとうございました。景観は我々の生活や経

済活動、観光振興それから人材育成など様々なことにつ

ながっています。多くの人々が関わる事で景観まちづく

りは進められるのではないかと思っています。また、景

観はとても身近なもので日々の生活のちょっとした意識

気遣いでさらに暮らしやすいより良い魅力あるまちにな

ると思います。良好な景観はまちへの誇りや愛着を持つ

ようになりまして、まちの大きな価値、財産になるので

はないでしょうか。この中標津の良好な景観を守り育て

後世に引継いでいくため、時間はかかりますけれども景

観に関する活動を少しずつ継続して実践していくことが

協働の景観まちづくりにつながっていくと思っておりま

す。本日は皆様方から大変貴重なお話、ご意見いただき

まして感謝申し上げます。どうもありがとうございまし

た。それでは本日の景観フォーラム閉会させていただき

ます。 
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「なかしべつ景観フォーラム」～中標津の景観を語り伝えるために～ 

アンケート集計結果について 

 

 ２月１９日に開催いたしました本フォーラムにつきまして、寒さ厳しい中ご多忙にもか

かわらず多くの皆さまにご参加をいただき厚くお礼申し上げます。 

フォーラムに参加された皆様に配布いたしましたアンケートにたくさんのご協力をいた

だき、誠にありがとうございました。皆さまからいただきました貴重なご意見をまとめま

したのでご報告いたします。（全参加者 114 名中 89 名から回答をいただきました。） 

フォーラムでもご説明いたしましたとおり「中標津町景観計画」策定に向けて、アンケ

ート結果につきましては、今後の景観行政の推進のために参考とさせていただきます。 

また、来年度以降においても、ワークショップやフォーラムの開催を予定しております。

より良い計画とするために多くの皆さまからのご意見を賜りたく、ご理解とご協力をお願

い申し上げます。 

 

１．ご自身についてお知らせください                   

①お住まい              ②性別 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③年齢 

   

 

フォーラム参加者は 114 名でした。そ

のうちの 9 割が町内からの参加者で、男

女別でみると 8 割が男性でした。 

景観形成の推進においては女性の観点

も必要であることから、今後は女性を対象

としたイベントの開催など検討が必要と

感じました。 

年齢別では若年層の参加者が少なかっ

たことから、これからのまちづくりを担う

若い人たちにも参加していだだけるよう

な内容を検討したいと思います。 

町内

91%

町外

5%

未回

答

4%

男性

81%

女性

13%

未回

答

6%
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２．基調講演「日常の暮らし・生業が支える景観づくりについて       

①内容はいかがでしたか？        ②講演時間はいかがでしたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

３．パネルディスカッション「中標津で大切にしていきたいこと、協働のまち

づくりに向けて」について 

①内容はいかがでしたか？        ②時間はいかがでしたか？ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基調講演については、「満足」「やや満足」を合わせると参加者の 2/3 から満足

であるとの回答を頂いており、時間も適当であるとお答え頂いております。 

満足

31%

やや満

足

35%

普通

27%

やや不

満

5%

未回答

2%

適当

81%

長い

3% 短い

11%

未回答

5%

満足

16%

やや満

足

34%
普通

22%

やや

不満

4%

未回答

24%

適当

51%

長い

3%

短い

20%

未回答

26%

パネルディスカッションは、「満足」「やや満足」を合わせると参加者の半数から

満足であるとの回答を頂いています。時間も半数が適当であると答えて頂いていま

すが、短いとのご意見も多く、今後フォーラムの構成について検討が必要と感じま

した。また、1/4 が未回答であることから、パネルディスカッション終了後時間に

余裕がなかったためだと思われます。反省すべき点であると感じています。 



 

 

20 

 

４．今回のフォーラムに参加いただき、″協働の景観まちづくり″に向けてご自身も景観

まちづくり、地域づくりに取り組んでいきたいと思いましたか？（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者の約 30%が「既に取り組んでいる」と答えています。さらに約 40%の方

が、「身近なことから取り組んでいきたい」と答えていることから、景観に対する意

識が高いと感じられます。一方で 24%の方は「もう少し情報や効果を知りたい」と

回答していることから、今後も様々な方法で情報提供が必要であると感じました。 

 

（その他のご意見） 

・何か取り組みを考える 

・日々の生活でいっぱいいっぱい、余裕がない。 

・かつてのパークタウンと呼ばれた中心市街地は住宅の形状、色彩においてダメに

なった。それをなんとかしたい･･･。 
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５．個人または組織（事業者、活動団体など）として「できそうなこと」または「取り組

んでいくべきこと」は、どういったものとお考えですか？（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者の約半数の方が、「身の回りの環境美化」や「自然環境、歴史文化を大切に

する」「商業・観光振興の取り組み」と答えています。 

 「できそうなこと、取り組むべき」ことを、ワークショップなどを通じ、皆さんか

らのご意見を集約し、今後の景観まちづくりにおいての協働へとつなげていきたいと

考えています。 
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６．各種の活動団体が″協働″しながら活動を行っていくことについて。 

①協働の必要性は感じますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なぜ、そう感じましたか？（主なご意見） 

 ・自分たちのまちは自分たちで暮らしやすくするものと考えています。 

 ・自主性を育てることが大切と思う。協働は結果そうなることが望ましい。 

・地域づくり、まちづくりは１人ではできない。 

 ・行政だけで策定でもダメだし、個人だけでもできるものではない。 

 ・一人ではできない事を行政といっしょに出来たらいい。 

 ・行政で出来る事は限られているし、住民が出来ることも限られている。協働すること

によって不足を補う必要がある。 

 ・協力して活動した方が、より大きな実績をあげることができるはず と思う。 

・多種多様な考え方がある。その考え方を同じ方向へまとめるのではなく気づかせる。 

・各々の団体は固有の目標や狙いをもって推進ないしは運営しているが、団体同士の横

の連携もって総合的な発想を持つ必要があると行える（つまり協働の意味）ネットワ

ークづくり。 

・団体ごとに活動するよりも、協働で活動したほうがまとまりのあるものになると思う。 

・思いを広げるためにも大切。 

 ・行政だけにまかせず、町民が意識を高めていくために様々な団体が協力していくべき。 

 ・一人ひとりの活動をつなげるため。 

 ・まだまだやることがたくさんありそう。 

 ・協働＝要求にならなければ良いが？ 

 ・情報共有が大事だという事が実感。となり町との関係も必要だと思う。 

 ・協働することによって、様々な角度からの意見・考えが産まれる。 

 ・中標津町(市街)地の町内会加入率 50%を考えると、地域活動→協働ができるのか･･･？

我々の年代は興味あるが若い世代は？ 

 ・景観は全て（生活、産業）を含むので各々（行政、NPO)の活動だけでは横のつながり

が持てないので、色々な人の考え、ノウハウを持ち寄っていかなくては難しい。 

 

 

感じる

55%
やや感

じる

19%

普通

10%

あまり

感じな

い

2%
未回答

14%

「感じる」「やや感じると」を合わせる

と 83％の方が〝協働″についての必要性

があると答えています。 

また、「なぜ、そう感じましたか？」の

問いに対しては約半数の方からご意見を

頂いております。 
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②協働しながら活動していくためには、どのようなことが必要と思いますか？（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 回答者の約半数が「交流・情報共有の機会や場」と「担い手・人材」について必要

と答えています。このことを踏まえ、担い手や人材を確保するためには、交流の場を

増やし、積極的に情報を発出しなければならないと感じました。 
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７．全体をとおしての感想、ご意見・ご要望（自由記載）               

・景観を守るという主題が多いうちで、景観を整備 伝えると言う題目は面白かった。 

・景観の価値は歩く事と知り経たり！自然を守る事のコストは誰が負担するの？せせらき

の音が感動を呼ぶと知り経たり！ 

・景観への市民レベルの輪をさらに拡げ、認知度もさらに高めるべき。景観を守るために

は価値を高める必要がある。手付かずの自然河川がたくさんあってすばらしい。 

・景観への市民レベルの輪をさらに拡げ、認知度もさらに高めるべき。景観を守るために

は価値を高める必要がある。手付かずの自然河川がたくさんあってすばらしい。 

・坂井先生が最後に言われた「餅の絵」計画はみんなで考えるが、それを最後に移してい

く町民の育成があまり取り組まれていない。例えばアカデミー的な集いが年中定期的に実

施されていたらいいなと思います。（セミナーなど）適宜講師を招いて。各種団体（文化

スポーツほか色々な団体）が年に何日か情報交流する場を設定しないと具現化していかな

いと思う。 

・景観計画の大切さがよくわかりました。まちづくりの根幹であり、それぞれの政策を理

解していくにも景観計画が必要であると実感できました。 

・老人が増えている 散歩している人が多い できれば中標津周回ロードヒーティング歩

道があれば良いと思う 病気予防にもあるくことが必要 

・中心市街地活性についての話をもう少し聞きたかった 

・人にやさしい町に！ 

・今年は何をやるのかとの意向を具体化してほしい 

・地元の当たり前の景色をこれからも大切にする為に少しでも協力したいと思いました。 

・自然だけが景観ではなく、街の景観として人が住みやすく、住みたい街として環境が必

要。人がいなくなっては景観もできない。人づくりや産業づくりも必要ではないか。 

・自然を守ることと感じます。次の世代につながる「田舎の自然を守る思い」を育んで行

きたい。高望み大風呂敷を広げない地道な活動をお願いします。 

・北海道遺産として巨大格子状防風林を認定した辻教授はこのなかまっぷにおいて、環境

大学を開講されています。その時の我地域の自然環境を一言の「キィーワード」で表現さ

れ、それは非常に示唆に富むものでしたが、この場に語り継がれていない事を非常に残念

に思います。 

・小浦教授の講演とても良かった。景観とは人々が生きてきた記憶、大事にしたい風景の

成り立ちを景観づくりの作法とするなど、まちづくり大切にしていきたいことを改めて考

えるキッカケになりました。坂井先生の講演（説明）も良かったです。この先決まる景観

条例が良いものになることを期待します。 

・おまつりやイベントの時などにも、今回のようなフォーラムをやてみても良いのではな

いでしょうか。 
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・映画のロケ地をもっと大切に。西竹小、昨年の雪害で屋根がこわれている。競馬場→場

所はあるが競馬はなくなった。なくなったもの→上武佐駅 旧町立病院 

・守るべき景観は守る 

・坂井先生へ。地形図を見て中標津に来たい！と思ったように、道内・国内で同じように

坂井先生が思う、興味のある町はどこですか？ 

・最後のﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝの時間をもう少し多く取ってほしかった。 

・次の世代にどう伝えていくのか？今までのいいところを残して、これからどの様に変え

ていくのか。自分の住んでいる中標津町が一番住みやすいと思います。まちづくりに参加

出来たらいいと思います。 

・改めて行動計画をどこまで入れることができるのか大切だと感じました。 

・講演良かったです。旅行でよその風景に惹かれますが、中標津のさっぱりとした風景に

ふれ、ホッとします。年をとって車を運転できなくなっても、暮らせる町になってほしい。

"景観"むずかしいと感じた 

・行政が実働するための道標を集約していただき、その実現のために、それぞれの活動団

体や事業者が協働するという積極的な循環ができれば素晴らしいと思う。 

・中標津についてもっと知る必要があると思った。知らないだけで魅力はたっぷりある。

それを発見し伝えることも景観形成につながることを再認識しました。 

・小浦先生のお話をもう少し聞いてみたい。場所、時間を考えてほしい。 

 


