
平成30年度の活動スケジュール 

 中標津町では平成29年5月に施行した「中標津町景観計画」の実践に向け、協働の景観まちづ
くりを推進する「みんなのなかしべつプロジェクト」を組織し、様々な活動を展開しています。 
 平成30年度では昨年から引き続いて色を探すまち歩きや沿道景観調査を実施し、また「なかし
べつ型」景観整備機構の設立に向けた学習会や、計根別でのフォーラムを開催しました。 

景観整備機構先進地視察 「なかしべつ型」景観整備機構学習会 

みんなかin計根別 かぼちゃのランタンづくり 

夏の色を探そう！まち歩きワークショップ 

みんなのなかしべつプロジェクト 

協働の景観まちづくり活動報告書平成30年度 報告書 

なかしべつ景観まちづくりフォーラム in計根別 

発行月：平成３１年３月 
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景観整備機構先進地視察 

  みんなのなかしべつプロジェクトでは、中標津町での景観整備機構設立に向けて、 5/13～

5/16にみんなかメンバーと事務局の6名で道外視察を実施しました。実際に景観整備機構とし

て活動している方々や、行政の方のお話を伺って、これからの体制づくりの検討に活かしました。 

NPO法人京都景観フォーラム 

京都市・まちづくりセンター 宇治市（歴史的建物とまちなみ） 

伊豆市（修善寺地区の取り組み） 練馬区みどりのまちづくりセンター 
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資金 人材 

知見 
コーディ 
ネート 

【視察から見えた景観整備機構の役割】 

●生活を守る    

●産業を守る、創る 

●経済に貢献する  

●人を育てる  など 

【視察の報告を受けて出た意見】 
 

・農業、林業、観光、商業などさ 
 まざまな団体や町民個人が協力 
 して活動していく必要がある。 
 
 

・他都市の事例を中標津でそのま 
 ま実行するのは難しい点もある。 
 

・景観重点区域の取 
 組や町民への意識 
 啓発の活動など他 
 都市でも面白い活 
 動がある。参考に 
 したい。 

 

・５つの団体に対する視察からは、景観整備機構を考えていくときに、 
 以下の４つが共通のポイントではないかと挙げられました。 

・資金の集め方 
・委託事業、自主 
 事業のバランス 
       など 

・人と人を結びつ 
 けるコーディ 
 ネート力が必要 

・大学の先生など 
 の協力が必要？ 

・活動を担う人材 
 育成を考えてい 
 くことも必要 

 静岡県の景観整備機構である静岡県建築士会の 
 塩見 寛先生に勉強会を開いていただきました！ 
 詳しくは次のページで！ 

景観整備機構 
勉強会 

8月24日（金） 



「なかしべつ型」景観整備機構学習会 

 「なかしべつ型」景観整備機構の設立に向けて、すでに景観整備機構として実践的な取り組

みを行っている静岡県建築士会より、塩見寛さんをお招きして学習会を開催しました。 

塩見 寛（しおみ かん） 先生 

静岡県建築士会 
静岡県ヘリテージセンターSHECセンター長 
景観整備機構 副代表 

日 時 
平成３０年８月２４日（金） 
19：00～21：00 

19：00 開会 
19：10 講演（塩見先生） 
19：50 休憩 
19：55 「なかしべつ型景観整備機構」 
     創設する意見交換会 
20：55 閉会 

プログラム 

なかしべつ型景観整備機構 学習会まとめ 

●よい景観が人をつくる。風景が心をつくる。 

●景観は、なかなか市民に浸透しない 

●景観は「生活」そのもの、と考える発想 

●景観は市民のレベル以下にも以上にもならない 

・各組織、団体に関わってもらって、組織化を目指す（なかしべつ型は、個人・組織が関わる） 
・各組織が法人に参画するうえで納得できる条件が必要！ 

   ⇒２０１８年１０月に各組織・団体の考えを聞く場（プレ準備会）を実施して具体的に 

もうできる段階に 
来ているのでは？ 
Ｂｙ塩見先生 
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●景観整備機構に課せられた３つのこと 

社会性 責任性 持続性 

●景観整備機構がめざす3つのこと 

地域密着 景観責任 仕事循環 



なかしべつの夏の色を探そう！～まちの色探しワークショップ～ 

 昨年に開催した「なかしべつの冬の色を探そう！

～まちの色探しワークショップ」の夏バージョンと

して、今年は計根別市街地・中標津市街地の2つの

エリアでまち歩きをしました！ 

12：30 開場 

13：00 開会（挨拶、趣旨説明） 

13：10 情報提供（色の基本知識） 

     講師；北海道カラーデザイン研究室 

        代表 外崎 由香氏 

13：30 色探しのまち歩き 

14：40 振り返りワークショップ 

15：40 発表・まとめ 

16：00 閉会 

平成３０年6月３０日（土） 

      in計根別エリア 

参加者：１８名 

（釧路教育大学学生さん、農業高校
学生さん など） 

１日目 
計根別 

・建物が少なく、みどりが
多いところでは、多少彩
度が高い色でもきれいに
映えて見える。 

・まちなかで見ると派手に
見える色でも、幼稚園な
どの公共施設であれば許
容できる。 

・日光が当たっているとこ
ろと日陰になっていると
ころでは色の見え方が
違ってくる。        
など 

気づいたこと 

平成３０年７月１日（日） 

   in中標津市街地エリア 

参加者：２１名 

（景観活動団体の方、親子連れの方
など） 

２日目 
中標津 
市街地 

・彩度の高い色の看板も多
くあったが、商店街では
賑やかで明るい印象を受
けた。 

・色だけでなく、使われて
いる材質によっても印象
が変わってくるように感
じた。 

・花壇の花などは彩度が高
いが、きれいに見えるの
は、面積が小さいからか
もしれない。 など 

気づいたこと 

カラーデザイン研究室 外崎先生より まちの色のヒント！ 
・普段のまちの色に注目して、まちらしい色って何か考えてみよう！ 
・自然の色や昔のまちの色に似合う色のヒントがあるかも！ 
・まちの色は、地域のみんなで継続的に取り組んでいくことが大事！ 

これからもなかしべつの色についてみんなで考えていきましょう！ 

ご参加いただいたみなさまどうもありがとうございました！ 

【プログラム】 
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みんなか in 計根別～かぼちゃランタンづくり～ 

 みんなのなかしべつプロジェクトin計根別では、計根別幼稚園、計根別学園、農業高校、計根

別農協、そして一般企業や酪農家がいる計根別地区において、それぞれが関わり合いをもって繋

がれるイベントとして、ハロウィンに向けたかぼちゃランタンづくりを企画し、種植えからラン

タンづくりまで協働の取り組みを行いました。 

 初年度の活動でしたが、種植えから飾り付けにいたるま

で、計根別幼稚園さん、中標津農業高校さんから多大なる

協力を得て、無事に実現することができました。 

 来年度に向けて課題を整理し、計根別地域が賑わい、子

どもが愛着を持てるような活動を続けていきます！ 

10/19 かぼちゃをみんなで収穫！ 10/28 親子でかぼちゃのランタンづくり！ 

4/18 かぼちゃをポットに種植え 6/21 畑にかぼちゃの苗を植え換え！ 

10/28 完成したかぼちゃのランタンを飾りつけ 

親子含めて70名以上の参加がありました!! 
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実 施 日：7月12日(木)・7月13日(金) 
調査対象者：伊藤 春子 さん 百瀬 栄子 さん   

計根別魅力聞取り調査 

  計根別地区の歴史を知るお二人に、当時の様子や生活、印象深かったことなどについて聞き
取り調査を行いました。調査には中標津農業高校の生徒さんと協働で実施しました。 

私達の気付き（中標津農業高校生）          
 ・今の計根別の風景は、当時の人達が生活する中 

 で創り上げた結果である 

・私達も今後の計根別を創造する人材になってい 

 く 

・新たな計根別の担い手としての意欲・自信につ 

 ながった 

計根別が人と笑顔溢れる街を目指し今後も活動します。 

聞き取り調査を終えて 

沿道景観調査 

 この調査は、防風林や号線道路の「中標津らしい農業景観」を守りつつ、携帯アンテナや太陽光パネル
など「暮らしに必要なもの」を必要な場所に、けれどもできるだけ景観を損なわないように共存していく
ための資料として活用するために、平成２９年度（２０１７年度）から実施しました。 

武佐岳の見える晴天 3ｍ程度の高さ 道道・町道４路線 

撮影条件 調査の目的 

「中標津らしい景観」と「暮らしに必要なもの」の両立 

観光資源としての 
農業景観 

生活や経済活動に 
必要な行為 

沿道景観調査を実施してみて・・・ 
 

 今回は「開拓のさまざまな痕跡を辿る調査」でした。 

 今後、格子状防風林は国・行政が管理していて、これからも残る

可能性があるものと思っています。 

 また個人の管理になる、耕地防風林は機械の大型化で牧草地を広

げて、これから少なくなっていくもののひとつです。 

 しかし、新たに植林されている場所もあり、そこにいる人の気持

ち次第で変わっていくものと思います。 

 今回の調査では開拓時代の痕跡を調査する事により、消えゆく景

観を記録として遺しておける役割があると感じました。 

 来年度も良い調査を目指していきます。 

・伊藤さんは戦後開拓で山梨から計根別に入植しました。 
 北海道での農業のノウハウもなく、電気もなかったため 
 非常に苦労されたというお話を伺いました。 
・百瀬さんは昭和11年に釧路管内音別町から計根別に移住 
 されました。当時は中標津より栄えていて、商店街が軒 
 を連ねていたそうです。ご両親は飲食店を営んでいて、 
 当時では珍しい冷蔵庫をお持ちだったというお話を伺い 
 ました。 
・お二人から伺ったお話しの時代は一緒なのですが、生活 
 環境の違いに驚きました。 
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景観学習実施した小学校 

中標津小学校 平成30年 9月25日 

中標津東小学校 平成30年10月30日 

計根別学園 平成30年10月31日 

計根別学園での 

景観学習では、農高

の生徒さんが大 

活躍しました 

なかしべつ景観まちづくりフォーラムin計根別 

景観学習 

 平成21年度より検討・実践を続けている「中標津らしい景観学習」について、今年度は最多
となる町内小学校３校で実施しました。中標津農業高校生徒さんやなかしべつ町民活動ネット
ワーク（N-CAN)さん、みんなかメンバー石本さんにお手伝いいただきました。 

  中標津町でも特に景観まちづくりを活発に取り組んでいる計根別地区において、今年の活動
を町民と共有するためフォーラムを開催しました。 

日時 ：平成３０年１２月１６日（日）１３：３０～ 
場所 ：中標津町交流センタ―(計根別） 
参加者：６０名程度 

開会挨拶 中標津農業高校の活動発表 講演 

「JA けねべつ管内における中山間事業の 
            取組について」 
 
 計根別農業協同組合 営農部長  
             金野 智樹 氏 

活動報告「みんなのなかしべつプロジェクト」発表内容 

①かぼちゃランタン作り：細谷 俊輔氏（みんなか） 

②計根別の魅力聞取り：中標津農業高校 笠井 里紗さん・高橋 佳太さん 

③色探しまち歩きワークショップ：(株)KITABA 

④沿道景観調査：飯野 哲弥氏（E-Photo Club) 

⑤計根別学園における景観学習：石本 佳子氏（みんなか） 

パネルディスカッション 

「計根別の景観まちづくり」 
 
 パネリスト：石本 佳子氏（みんなか） 
       本間 玲子氏（みんなか） 
 コーディネーター：東田 秀美氏 
       （NPO法人景観ネットワーク） 

閉会挨拶 

景観まちづくりフォーラム in 計根別 
 実行委員長  佐藤 良文 氏 
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今後に向けて 

●今年度の景観整備機構の設立に向けたさまざまな取組みから見えた組織づくりの方向性 

・各組織、団体に関わってもらって、組織化を目指す 
・各組織が法人に参画するうえで納得できる条件が必要！ 
・まずはNPO（任意団体）として活動しても良い 

 現在、想定されるこれからの活動に関わってもらいたい団体へのヒアリングに

向けて、ヒアリング先の選出とヒアリング内容を検討しています。 

 ヒアリングは２月～３月を予定しています。 

関連団体へのヒアリングと仕事にできそうな事業の洗い出しをすることに！ 

ヒアリング 
に向けて 

▼想定されるこれからの活動 

2年間活動した「みんなのなかしべつプロジェクト」を、任意団体として設立準備するため、

まずは一緒に活動した皆さんへ声かけをして、設立準備会を開催しました。 

開催結果は「みんなのなかしべつプロジェクトFacebook」にて報告させていただきます！ 

2/22（金） 

これからも 
みんなかの活動に 
目が離せない！ 

みんなのなかしべつ 

プロジェクトFacebook 

任意団体みんなのなかしべつプロジェクト 設立準備会を開催！ 

Facebookではみんなかの活動や、中標津町の景観の取組みなどの
情報を随時お伝えしています。ぜひチェックしてください！ 
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