
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 3 月 

中 標 津 町 

報報  告告  書書  

  

景景観観ままちちづづくくりりフフォォーーララムム  

  

ななかかししべべつつ  

  



 

ななかかししべべつつ景景観観ままちちづづくくりりフフォォーーララムム  
  

□日 時：平成２９年３月２７日（月）19:00～21:00 

□場 所：中標津町総合文化会館（しるべっと） コミュニティホール 

□参加者：フォーラム参加者１３４人 

□目 的：「景観」とはなにか、いったいどんなものか。自分たちの暮らしにあった景観を自分の手で「守

り、つくり、育てる」ために作った「中標津町景観計画」が春から始まるので、これを機会

に「景観視点のまちづくり」を考えていただく。 

 

 

次 第 

 

（司会進行 なかしべつ景観まちづくりフォーラム実行委員会事務局 本間） 

１．開 会 

 

２．開会挨拶 中標津町長 西村 穣 

 

３．祝電披露  

 

４．基調講演 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」 

 

５．スライド上映 なかしべつ景観まちづくりフォーラム実行委員会 

  

６．パネルディスカッション 

「中標津型の景観まちづくりの実践に向けて」 

パネリスト 坂井  文氏 

        谷川 好則氏（中標津町景観計画策定委員会委員） 

        千葉 秀明氏（E-Photo Club 副会長） 

  コメンテーター 小林 英嗣氏（都市・地域共創研究所代表理事、北海道大学名誉教授） 

コ ー デ ィ ネ ー タ ー 東田 秀美 （なかしべつ景観まちづくりフォーラム実行委員会事務局） 

 

７．閉会挨拶 なかしべつ景観まちづくりフォーラム実行委員長 森田 正治 
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○司会：本間 

（なかしべつ景観まちづくりフォーラム事務局） 

 これより、なかしべつ景観まちづくりフォーラムを開

催いたします。わたくし、本日の進行を務めさせていた

だきます、なかしべつ景観まちづくりフォーラム実行委

員会事務局の本間玲子と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 初めに、本日のフォーラムの主催者であります、中標

津町長、西村穣よりご挨拶を申し上げます。 

■ 開会挨拶：中標津町長 西村 穣 

 皆様おばんでございます。本日は夜分遅くに、またお

仕事でお疲れなところだと思いますけども、景観フォー

ラムにこのようにたくさんの参加をいただきまして、本

当にありがとうございます。心よりお礼を申し上げます。

日頃より色々な活動を通しまして、まちづくり推進にご

尽力いただいておりますことに、重ねて御礼を申し上げ

ます。 

中標津町は今ちょうど冬から春になる頃でございまし

て、武佐岳の色彩が少しずつコントラストが濃くなって

いくところを、毎日通勤のときに見ながら、あぁ春が近

づいているなという感じがしております。過去、そうい

った素敵な街並みも景観にして、中標津町景観条例を作

りまして、開陽台地区を重点地域にいたしまして、様々

な取り組みをしてまいりました。また、皆様に本当に色々

な部分でご協力をいただき、ありがとうございます。景

観形成はやはり町を愛する気持ちというのがすごく大切

な部分でございます。それをもっていただき、色々な取

り組みも出来ましたし、ここまできたんだなというよう

に思っております。町の財産となるこういった景観をで

すね、これからも引き継いでいくという大きな目的があ

るのだと思っております。 

中標津町は 4 月から景観法に基づきます景観行政団体

となりまして、約 2 年かけて町民の皆様と共に策定した

景観計画をもとに町民活動団体と事業者行政の協働で中

標津町の風土に調和した良好な景観形成を進めていくこ

とになります。本日のフォーラムをこれまで町内で景観

まちづくりに取り組まれている団体の有志の皆様が実行 

 

 

 

委員会を結成いたしまして、協働で開催する運びとなり

ました。景観計画の内容によって町民の皆様にご理解を

いただきまして、協働による景観まちづくりの活動の継

続と、フォーラムがきっかけとなりまして、新たな景観

まちづくり活動が進むことを期待しております。 

本日ご参加いただきました皆様、そしてフォーラムに

当たりまして講演をしていただきます坂井先生、そして

いつもお世話になっております小林先生、本当にありが

とうございます。まちづくりの活動と合わせてですね、

皆様のご協力に感謝を申し上げまして、開会に当たりま

してのご挨拶とさせていただきます。本日はありがとう

ございます。 

 

○司会：本間 

続きまして、本日のフォーラム開催に際しまして、祝

電を頂戴しておりますので、ここでご披露させていただ

きます。 

■ 祝電披露： 

自由民主党 副幹事長 衆議院議員 伊東 良孝氏 

 この度、なかしべつ景観まちづくりフォーラムがご来

賓並びに多くの皆様ご臨席のもと、盛大に開催されます

ことを心よりお祝い申し上げます。 

 本日お集まりの皆様には、日頃より中標津町の発展と

まちづくり活動に多大なるご尽力を賜っておりますこと

に、深甚なる敬意を表しますと共に心より感謝とお礼を

申し上げます。 

 本フォーラムの基調講演やパネルディスカッションを

通じ、ご来場の皆様には、今春から始まる「中標津町景

なかしべつ景観まちづくりフォーラム  

◇開催日時：平成29年3月 27日（月）19:00～21:00 

◇開催場所：中標津町総合文化会館（しるべっと） コミュニティホール 

◇参 加 者：134人 



 

 

- 2 - 

 

観計画」の始動に向けて、住みよいまち、訪れて楽しい

まちづくりが出来るよう、景観視点のまちづくりに対す

る理解と知見を深める有意義な時間となりますよう、ご

期待する次第でございます。 

 私も根釧地域代表の衆議院議員として、この地域の発

展と皆様のご活躍を支える為、国政の場で精いっぱい働

いて参る所存でございますので、引き続きご指導賜りま

すよう、宜しくお願い申し上げます。 

 結びにあたり、なかしべつ景観まちづくりフォーラム

のご成功と、本日ご参会の皆様のご健勝ご多幸を心より

ご祈念申し上げます。 

○司会：本間 

 以上で祝電の披露を終わらせていただきます。 

 それではこれより「中標津町の景観計画について」と

題しまして、東京都市大学教授、坂井文先生から中標津

町景観計画の内容などのポイントについてお講演いただ

きます。坂井先生は平成27年 9月1日より、中標津町景

観計画策定委員会の委員長として景観計画の策定にご尽

力いただきました。それでは早速ステージにお迎えいた

しましょう。皆様、大きな拍手でお迎えください。 

 

■ 基調講演：東京都市大学教授 坂井 文氏 

～中標津町の景観計画について～ 

 

みなさんこんばんは。都市大学の坂井と申します。1

年半かけてですね、この景観計画策定の委員長を務めさ

せていただきました。このフォーラムも実は 3 回目で、

今日が初めてという方もいらっしゃるかもしれませんけ

ども、1年前、そして半年前と、それぞれ景観計画がどん

な状況で進んでいるかということをご報告させていただ

きましたが、今日は晴れてここに完成ということで説明

させていただきたいと思います。全編は本体が１００ペ

ージを超えた、１３０ページくらいの非常に分厚い本に

なっておりまして、それをすべて30分間でご紹介するの

で、大変駆け足になると思いますけども、今日のこの30

分のお話を聞けば、この中標津の景観計画がどのような

思いで作られたか、どんな内容なのかということがわか

るようになるかと思います。そもそも論ですけども、今

回の景観計画の策定の背景には、この平成16年の景観法

の策定がございます。ちなみにですね、今日の会場に入

るときにお渡しした配布資料の中に、今日のパワーポイ

ントを印刷したものが入っておりますので、それにほぼ

したがって説明させていただきたいと思います。 

まず最初に景観法が10年以上前に制定されまして、そ

れにこのように書いてあります。都市や農村における良

好な景観形成を促進するにあたり、この景観計画の策定

その他の施策、総合的に講ずることにより、こういうこ

とをする、つまりですね、あとで説明がありますけども、

景観計画とか色々なことをやる気になってやる自治体だ

けが、この景観計画を景観法の下に作れる、ということ

ですね。こういう景観計画を作れば、景観計画の中で定

める区域や方針、行為の届出、景観まちづくりの推進な

どを計画に作って、その後に景観行政団体になるわけで

すけども、この計画を作らないと、この計画を作るだけ

のやる気のある行政団体しか景観計画がその後の実効性

を持たないということです。そこで、中標津町はちょう

ど 1 年半前になりますけども、いよいよ景観法の下に景

観計画を作ろうと立ち上がったわけです。先ほど町長の

ほうからもお話がありましたけども、先日に中標津は北

海道で17番目の景観行政団体となりました。 

 

17 番目ということですが、実は中標津はすでに平成 8

年から独自の景観条例をもっています。少し予備知識と

してお話しますと、景観法が出来たのは平成16年と申し

上げました。その景観法が出来たときに、全国に 500 個
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のこういった独自の条例、中標津もその 500 のうちの 1

個なんですけども、500 近い市町村がそれぞれ独自に景

観条例を作っていました。そういった 500 の自治体が景

観条例を作っていて、景観に興味があるこのご時世に、

日本国として景観に対する理念だとか国民の役割、政府

の役割みたいなことを決める法律がないというのはおか

しいねということになって、平成16年にやっと景観法が

できたというわけなので、それ以前からやっていらっし

ゃる中標津さんは非常に景観に対して早い時期からその

重要さを認識されていらっしゃったということだと思い

ます。その背景にはこのリゾート開発のような、これも

多くの町と似てはいるのですけども、ある意味危機的な

ことが起きて、立ち上がって、条例を作ってなんとかし

なきゃ、ということになったんですね。既に開陽台を景

観形成重点区域にするだとか、バイパス沿いの景観形成

基準を持つとか、高い携帯電話の基地のための鉄塔がた

くさん立ち上がってしまうものに対して、ある程度どう

いうようにしてくださいという指導の基準を作るとか、

あとは太陽光発電施設というのも、昨今多く作られてい

ますけども、非常に大きな施設、面的に大きく広がるの

で、そういったものを懸念して形成基準が出来ていると。

ですから、1年半前にこちらで景観計画を策定するという

ことでお話を聞いたときに、すでにこれだけのことをさ

れていて、非常に景観に対して色々な思いをお持ちの自

治体だなぁというふうにつくづく思っておりました。プ

ラスですね、こちらに 1 年半ほど色々委員会とかで通わ

せていただくたびに、この町民の方による活動がたくさ

んあって、非常に熱心にやられている、ということでも

う土台はあるけども、やはり景観行政団体として景観法

を活用するためには、環境整備として景観計画を作った

り、行政団体にならなければならないという基盤をちゃ

んと作っておこうというわけで、行政団体になられて景

観計画を作ったという背景がございます。もちろんこの

景観計画を作るにあたってはですね、これまでも言われ

きたことですけども、このふるさと中標津を持続可能に、

つまり継続的に次の世代に引き継いでいくと、景観は町

の財産であるということをちゃんと明記して、それを作

るために色々な景観策定だったり、先ほど申し上げたす

でに作ってあった景観条例の理念は継承すると。非常に

まちづくり、町民の活動が活発ですので、そういった町

民の方と行政と事業者といろんな団体、それで協働によ

る景観まちづくりをもっと進めるための景観計画みたい

のができないのか、ということを議論してまいりました。

やはり景観というのはなかなか先が長い、すぐには難し

いところがたくさんあるのですけども、やはり活動を継

続的に活発にするためにも、すでに取り組んでいること

もたくさん盛り込んでいこうねというような、そんな思

いで今回の景観計画を策定させていただきました。もち

ろん昔の独自にやられていた景観条例、この平成 8 年に

作られた前の景観条例の理念も継承しております。特に

この先人たちの開拓の歴史とわたしたちの日々の営みを

映し出しているのが景観だと、それはいつ失われてしま

うかわからないような貴重な財産だと、このあたりは先

ほどの開発計画のような危機が訪れなくても、日頃から

考えておいてもいいよね、開発のような大きなものでは

なくとも、たとえば全国チェーンのお店がここに出てき

てそこに大きな看板を立てるとか、わたくしが２、３関

わった北海道の自治体でもそういったことでいきなり大

きな看板が出てきたので、いつも通勤している道すがら

に見ていた山並みがカットされてしまうようなことにな

って、愕然として今まで普通で、当然で、これからもず

っとあると勝手に思い込んでいたものがこんなにも簡単

に崩されるのか、というようなことから景観のまちづく

りを進めていらっしゃるという方にも何人かお会いしま

した。そんなわけで大きな開発計画ではなくとも、結構

簡単に崩れてしまうというのが景観なので、そういった

ところは常日頃から考えて日々の生活でも気を付けない

といけないことだというこの理念というのは平成 8 年か

ら、もう20年以上前からこうやって明文化されているわ

けですけども、やはりこの部分を大事にして今回の計画

を作ろうということは、策定の委員会でも最初の段階で

話し合ったことです。それは平成 8 年に施行された景観

条例の後にですね、マスタープランが改正されたりとか、

自治基本条例ができたりとか、色々な関連する、景観と

いうのは景観条例だけでできているわけではなくて、そ

れに係る都市計画、土地利用、またまちづくりをする自

治、つまりまちづくり活動をどういうふうに進めるのか

というような、いろんなものが関係してくるわけですけ

ども、基本は景観法に則った新たな景観計画を、こうい

うものを土台にしながら作ろう、というのが今回の計画

です。これが今回の計画の表紙なんですけども、実はこ

の図というのは広げてみると、さっきの表の部分と裏の
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部分を開けるとわかるのですが、この図がなんのことな

のかお分かりになりますか。これはですね、中標津の町

の断面図です。 

 

簡単な断面図、略図ですので正確なものではないので

すけども、開陽台の高台になっているところから平地に

なって、そしてみなさんの市街地が川を中心に広がって

いて、そしてバイパスがあるところからまた台地がつな

がっていくと、コンパクトな町というのがある意味この

町の一つの特徴でもあるんですけども、それはこういっ

た地形も関係しているのかなというのは、わたしが最初

にこの町に来た時に思いました。それとこの町の北側、

南から太陽が当たって住んでいるところから見ていると、

もしくは開陽台に登ったときも日が当たっているところ

を見ていると。そういうわけでわたしが最初に中標津町

の役場の方が、その当時北海道大学に勤めていたのです

けども、そちらの景観計画を考えているのですけどもと

相談にいらっしゃったときに、地図を見ただけでこの町

は非常に恵まれている町ですね、この地図を見ただけで

素晴らしい景観が広がっているというのは大体予想でき

ますということを申し上げました。それはこの地形、こ

の断面図になるから、北のほうから南、南の光が当たる

という非常に恵まれたそもそもの、人間でいえば体格の

大きい、男でいえば非常に体格のよろしい、女性であれ

ば美しい体型をもった場所だなということが、この地図

を見ながら想像することができました。 

 

それで景観計画のお話にここからなってきますけども、

範囲というのものを決めなければならない、多くの町で

そうなんですが中標津も町全体をとりあえずはこの景観

区域としました。この区域をどのような特性でできてい

るのか、ということをレイヤーといって専門的な見方に

なるのかもしれないですけども、先ほど申し上げた自然

の地形とか、植栽とか、動物とか、河川とか、という骨

格、人間が入ってくる前にあったような骨格を、当然そ

の後に開拓、及び今日のみなさんの営農の作業を通じて

できてきた部分、その都度には格子状防風林のような人

間の知恵で作った疑似的な自然、というものが出来上が

ります。さらに人々が住む市街地にこうしたビルがある

とか、車の道路があるとか、そこには歴史的な遺産もあ

るし、観光的な遺産もあると、ここまでは立ち上がって

見える空間がどのように構成されているかというのをレ

イヤーといって層によって理解しようと、さらに目には

直接見えないけども協働のまちづくりということでそれ

ぞれの地域で活動が起きていると、というこの４つの層

でそれぞれに景観的に重要なことを、特徴を洗い出して

その特徴ごとにやらなきゃいけないことを考えていこう

というのが、考えていく上での道筋でございました。で

すので、自然のレイヤーですと空と緑の広がる自然景観

を守っていこうと、その後にできた農村の景観、やはり

格子条防風林というのが大事ではないのか、それを含む

すべての農村景観をどう守っていけるのか、さらに歴史

文化産業を感じる景観を守り、育ていくと、そして交流

とにぎわいを創出しますと、これは市街地ということで

町の中心部のお話になりますけどもこういったことにな

ります。それで先ほどのまちづくりの部分は目には立ち

上がった形では見えないのですけども、そのまちづくり

をどんどん進めていこうと、この大きな4本柱を骨格に、
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この後具体的に考えていこうということでございます。

具体的というのは、そうはいっても中標津の町には色々

なエリアがあると、このお話はですね、ここから次々見

せるスライドは概要版というのを今回の資料の中に入れ

させていただきました。これは 130 ページの本文を読む

のが大変なので、この見開きのページを見れば大体わか

るようになっていて、表から開いたところにあるものを

これからそれぞれお話しますね。地区ごとに、そうはい

っても開陽台というのと、空港回り、もしくは計根別で

すとか自然のエリア、そして町の中心部、町の中心部と

いっても４つくらい色があるんじゃないかということで、

それぞれ分けて考えてみました。 

 

最初がこの開陽台ですね。開陽台から見るということ

が大事なので、見られているということをもう少しみな

さん意識しながら少し建てる建築物とかも考えていった

ほうがいいんじゃないかということを、景勝地としての

価値、景勝地の価値ということはみなさん実は見られて

ますよ、見られているものにもう少し気を使うような、

第 3 者の視点みたいなものを持つようにしましょうとい

うことです。 

 

これは空港の辺りの話ですけども、玄関口ですので、

中標津だけではなくて道東地域の玄関口で、わたしも東

京にいますので東京から飛行機に乗ってきましたけども、

相変わらずというか毎回結構な満席でたくさんの人がい

らっしゃっているのかなと毎回思うのですね。なのでこ

の道東エリア、つまり酪農の大きな農地の広がる広大な

景色というものを皆さん期待したりして北海道にいらっ

しゃるわけで、その玄関口を空から見るような、そうい

ったものを、もしくは降りてからこの道を、あぁ北海道

にきたなぁというような感動を与えられるような景観づ

くりをしましょう。そしてこの町の中に入ってくると、

４つの大きなエリアというか、軸で分けて考えました。 

 

まずはバイパスの部分ですね、バイパスはまさに町が

コンパクトにまとまっている部分と農村をある意味結ん

でいるラインですのでこの連続性を絶やすことなく作り

たいねということで、こういうような大きなお題のよう

に感じますが、これを実現するためには、これ沿いに作

る建築、これからなにか作る方にはやはりこの緑の軸を

作ると、というふうにここ景観計画で申し上げているの

で、少しでもやはり協力していただくと、そういった効

果があるような、より具体的により的確にこの計画の中

でここはこういう考えでやっているのだから、ここにも

し新たなお店を作るのならやはり緑の連続というのは考

えてくださいねと提示できるというのが、景観計画の非

常に重要な役割の１つなんですよね。 

 

なので具体的にこういった絵なんかのイメージで中標

津町はバイパスを作っていこうと思っております。つい

てはこちらに出てこられるときにはそのルールになるべ

く沿ってやっていただきたいと、それを見せる景観計画

です。もう少し町の中心部であれば、自動車で動かれる

方が多いかと思われますけども、せっかく町の中心に

色々な機能が集まっているので、もう少しにぎわいとか
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新しい交流、歩いて楽しいみたいな、その歩いて楽しい

ってどんな形なんだろうとわかりやすいようにイラスト

にして入れています。本当にこうなるかはわかりません

けどもなるべくこのようにしたいよねという町の意向を

示せるようなそんな景観計画にしようということで、こ

ういうイラストを書くのは結構大変なんですけども、全

ページにですね、イラストが入るようになっています。 

 

その賑わいの中心に行く十字の道ですね、その道沿い

にもどうやったらそういった豊かな沿道景観といいます

けども、道沿いの景色ですね、それを作ることができる

のかと、昼間のことだけではなくて夜ということもある

んじゃないかと、景観というのは見栄えとかお化粧と考

える方もいらっしゃるかもしれませんけども、安心安全

の町を作ろうとしたら景観がいいということとほとんど

ニアリーイコールですか、ほとんどイコールですね、つ

まり安心安全な町というのは見た目も綺麗ですし、住ん

でいても気持ちいいということなので、夜の景観という

のは実は夜にいいね綺麗ねというだけじゃないです。 

 

安心安全ということも景観には非常に含まれていると

いうことをお伝えしたくてこういった絵も入れました。

先ほども軸線沿いといって車沿いのバイパスとか道沿い

のお話をしましたが、こういうエリアがあるので、こう

いうエリアについても住宅の作り方とか、空き地であっ

てもその空き地をなんとなく気持ちいいものにできない

でしょうかというイラストを入れてあります。ここから

は計根別のお話になりますが、計根別もまたあとでまち

づくり活動のお話がありますが、非常に色々な活動をさ

れていて計根別らしい景観というものが作っていくとい

うことが必要なんじゃないかということで一区域として

入れています。後は大きく広がる酪農の景観の部分です

けども、酪農という産業を進めるのがもちろん第一では

あると思うんですが、その美しい酪農景観を見にいらっ

しゃる観光客も同時にいて、そういった方にやはり美し

い景観をどのように次の世代まで残していけるのかとい

うことも中標津の非常に大きな課題の１つなんだという

ように思っております。 

 

これはですね、もっと具体的にいうと、届出対象とか

色々あるのですけども、この細かいことは概要版の後ろ

のほうにもありますし、本体を見ればもっと詳しく書い

てありますので、実際に建築を建てられる方、設計図を

書く方なんかはこのあたりは気になるかもしれませんが、

この前に説明したそれぞれのエリアでこうなりたいこう

したいよねという思いを実現するのであれば、建築物は

こんなふうに届出といって作る前に少し相談させていた

だいて、景観を作れるように少しでも努力していこうと

いうことです。 
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ここに載っているのはですね、景観法の下でできるこ

とを挙げています。これは後のシンポジウムでもお話し

ようと思うのですけども、なんかたくさんの述語が並ん

でいてわかりにくいんですけども、つまりは重要な建造

物、重要な樹木、こういったものを指定してそれを保存

していこうということが景観計画の中でできます。これ

はこれから皆さんがどのような建造物についてそうする

だとか、どのように公共施設を指定するのかというのは、

これから決めていくことです。景観計画でやったのはこ

ういうことができるよということを書いておきました。

書いておけばその後に、じゃああの樹木とってもこのエ

リアのランドマークになっているから、景観的に大事だ

からなんとかしたいと思ってた、だから景観計画にも書

いてあるしなんとか指定とかできないのかなと、そうい

う次のステップに行くための基盤づくりを景観計画はし

ています。どのようにこの広告物、今は北海道庁の広告

物条例の下に中標津の屋外広告物は決まっていますけど

も、独自に、北海道庁じゃなくて中標津の考え方をもっ

と明らかにしたほうがいい、ということを皆さんが言う

のであればそれができるようにセットしておきました。

景観農業振興地域整備計画、これはちょっとわかりにく

いんですけども、簡単に言えば農業地の景観整備計画と

いうことで、前のスライドで説明しましたが、農業地の

景観をどのように作っていくのか、という計画を書けば

ですねその計画に沿ってそのコンセプトに沿って形にな

っていく、ということです。 

 

ここからは景観まちづくりの考え方ということを少し

お話します。今までは多少形として目の前に広がる、い

わゆる景色、風景、景観というものなんですけども、景

観は実はそこでの活動も含めて景観と、今回のこの景観

計画を作る上でわたしが非常に重要だと思ったのは、こ

の景観まちづくりをいかに展開していくかということで、

その結果が130ページ中の30ページにもなってしまった

んですけども、活動というのは今でもいくつかの方が来

ていただいておりますけども、それをどんどん広げてい

く、町民全員がこの活動になんらかの形で関わっていく

ぐらいの勢いで、ということを景観計画の中でどんなふ

うにしたら書き込めるかなというのに結構頑張りました。

それで、この推進のための方策、ということで、元々や

るのはみなさんなので、その皆さんの意識をどうやった

ら作り出して、その関心を向上できるのか、それはやっ

ぱり持続的にやっていく必要があるので、これも持続的

な、今頑張っている方がその次の世代を育てる、その次

の世代を育てるという代替えの回しもそうですし、こう

いう団体がどうやったら組織的に次の代次の代に続けて

いけるのかというようなシステムの話、いろんな話があ

ると思うのですけども、持続的にやることが非常に大事、

そのためには今回の計画を作り、これから今ある制度を

使ってこれをどうやって支援していくのか、ということ

も大事だよねと、この辺の 3 本柱を中心に考えてみまし

た。 
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まずは町民の意識をどう変えるかですね。まぁ、子供

ですね、若い世代、そういった人に学習、というように

書いてありますけども、学校の勉強というよりは学校の

お勉強の時間の中でやるか、週末にやるかと色々とやり

方はありますけども、その若い子どもたちが当たり前の

ように景観は大事だというふうに思ってくれる、そんな

小さい時からの教育というのが本当に大事だなと思うん

ですね。実はですけども、わたくしが去年までいた北大

でこの景観について、建築学科の学生にいつも教えてい

ますけども、工学部全部の学生にそういったことを一時

間から二時間教えることが毎年ありまして、そうします

と機械学科とか、原子物理学科とか、色んな学科の学生

が集まっている中で、景観というのはこんなに大事で、

今景観法があって、こんなにいろんな町がやっています

という話をするんですね、その後にレポートを書いても

らうんですけども、最初10年前に始めたときには、景観

ってなんでそんなに大事なんですかとみたいに、やっぱ

り色々と説明はしたけども、いまいち自分の生い立ちで

すとか自分の町を振り返ってもピンときませんみたいな

ことで、やっぱりそれはそういった景観、そういったこ

とが大事だとか考えたことがないと、１８、２０歳くら

いまで考えたことがないと、なかなかその後で色々と言

ってもピンとこないというのが正直なとこなんだなぁと

実感しました。なので、この景観学習というのはぜひ進

めていただきたいなと思うんですが、いかに小さい子、

もちろん町民、大人になった方もそうなんですが、子ど

もの教育というのは非常に大事なんだなと心から思って

おります。 

 

そして活動をもうすでに団体がいくつかあるといいま

したけども、もっとそれが増えて、もっと活発になるた

めには、話し合いの場もしくは、先ほど申し上げた建造

物とか樹木とか公共施設を指定というのを検討する非常

にいい機会なんですね。なんとなくみんながいつもそう

そうあそこの並木道は中標津の実はシンボルだと思って

いるみたいな、個人的に思っていることをみんなの総意

として、中標津のそうだよねという総意にする、そうい

った検討する組織を作って話し合うというのは、こうい

った活動をさらに広げる、さらに今ある景観計画をより

実効性のある、実りのあるものにする大きな第 1 歩にな

ると思うので、わたくしが近々にできるのはこのあたり

なんじゃないかなぁと思っております。まぁもうすでに

ですね、中標津の中心の部分では河川をもっと利用とか、

清掃しようとかしていらっしゃる方もいますし、花とみ

どりづくりということでお花を植えたりという活動もさ

れている方もいらっしゃいます。これからはさらにこれ

から作る建築物を先ほど説明した景観計画に則りながら

もっと色々とやっていくことがあるんじゃないかと思っ

ております。計根別でもいろんなまちづくりがすでにさ

れていますけども、先ほどの子供の教育とか、そういう

ことを通してですね、さらに計根別地区の良さをいかに

次の世代に伝えていくのかということの取り組みがこの

まちづくり活動を通して進むといいなというふうに考え

ております。産業はですね、産業を促進推進、進めるこ

とが第一でありまして、農業、酪農業、業ですね、産業

ですから富をもたらさなければならない、それはもう当

然です。我々がこの社会にいてそれは当然なんですけど

も、豊かになった、成熟した社会では、それはもちろん

富を作り出していくんだけども同時にまた違う側面、そ

れを見に来ている人をいかに気持ちよくさせるかという、

少し上位の考え方でこの酪農、もしくは農業の景観を考
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えていけないか、ということをこれから景観まちづくり

活動を通じてやっていただけないかということも、景観

計画の中には書き込みました。今回できる景観計画で条

例ができるわけですけども、今ある審議会でこういった

議論する場を使ってですね、よりこの景観計画が進展し

ていくことを進めるために景観計画を作ったということ

です。 

 

それで、まちづくりの団体がぽつぽつとあるのが今の

状況ですね。これをこの後ネットワーク化し、この後と

言いましたけども、今日のこのフォーラムを実現させる

ための実行委員会というのは実は、このネットワークの

最初のプレ計画みたいな感じでいくつかの団体が一緒に

なってやってくださったんですけども、それがもっと広

がってですね、うちはこんなことやったよ、うちのエリ

アのいいとこ景観まちづくりマップみたいなのを作った

んだよと、それをどうやって作ったのとか、写真がほし

いんだけど、じゃあ写真をどうぞと、そういうネットワ

ークを作りながら町全体で大きなここに整備機構と重々

しい名前が書いてありますけども、こういった組織がで

きないかということまで考えてみました。 

 

今それぞれが活動されている代表の方が集まったりし

ながらそのネットワークを作る、その中心にはきっとな

にかつなぎ役になる方が、しばらくは必要なのかもしれ

ないです。ただ少しすればこちらの団体のつながりの中

で、ともにどういう景観まちづくりをするといいという

意見交換をしながらやっていけるのかなというようなこ

と。さらにはこういった組織ですね、もっと具体的にお

見せすると、色んな連合会ですとか、なんとか会議所で

すとか、センターとか商工会とかありますけども、こう

いった既存の、それぞれに目的があるわけですね。商工

会であればそちらの商業工業がもっと盛んになるという

のが第一でしょうが、そちらの中でも少し景観というこ

とを考えられたらいいねと、そういうことだと先ほどの

まちづくり活動している人が一緒になってこの整備機構

という団体を作れる、というようなことも書きこみまし

た。これはですねわたくしの強い思いもあるのですけど

も、あとでお話にある残念ながら景観計画を作っている

最中にメンバーの一人がお亡くなりになるという谷間を

超えるときにですね、みなさんが非常に心を一つに思っ

たことですけども、彼が実はこの整備機構を自分で作っ

てその機構長になりたかったと言っていたそうなんです

けども、景観計画というのはわたしがいろんな町で関わ

ってきて思いますけども、最初に説明した大体どの町で

もアンケートはやって、もちろんその町その町で特色を

活かしてやっているので内部は違いますけども、道筋道

筋は大体一緒なんですが、最後のまちづくり活動をどう

やってこれを進めていくのかというところでみなさん計

画書がヒュッっとこう、4 章とか 5 章が１ページしかな

いとか、2ページしかないとかいうところがほとんどなん

です。だけど中標津ならわたくし、そこの第4章第5章、

最後の章が結構書けそうだなと思って最初っから、最後

まで一生懸命とやりましょうねというように申し上げて

たところです。それで最終的にもいろんなアイディアが

出て、本体も随分なページ数を割いて書いてあります。

やはりその最後のまちづくりの活動がないと、いわゆる

絵に描いた餅になってしまいます。計画という餅ですね、

そうしたくない、それをもうちょっと食べながらみんな

で豊かになっていくような実際の活動をこれからどう展

開していくかという礎は作ったつもりです。ただここか

らはみなさんが主役で、どうやって作っていくか、どう

やってやっていくかというところがやはり試されていく

ところでありますけども、今日のこのフォーラムはです

ね、これだけ盛大に企画されたということは、まずはわ

たしはもう出来上がっているなということを感じており

ます。なのでこの後のディスカッションの場でも色々な

お話をさせていただきますけども、一応景観計画を策定

し終わったということでみなさんにご報告いたしました。

ありがとうございました。 
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○司会：本間 

坂井先生ありがとうございました。次は景観計画策定

の取り組みや、景観まちづくり団体の活動の様子をご覧

いただきます。これから流れるスライドはある番組のパ

ロディです。私たちは去年 3 月 9 日、中標津町の景観ま

ちづくりに人一倍熱い思いをもつ大切な中標津町の職員

を失いました。わたしたちは突然の別れに戸惑いながら

もそれぞれの立場で彼の意志を引き継ぎ、今日の日を迎

えました。今日は新しいスタートの日です。ご来場の皆

様には楽しみながら彼がこの中標津町のために尽くして

くれたことを記憶していただきたいと思って企画しまし

た。皆様にお願いがあります。これからスライドを10分

間上映いたしますが、この時間をお楽しみいただくため、

上映中の写真および動画の撮影を固くお断りいたします。

それではどうぞ、ご覧ください。 

 

■スライド上映 

 

○司会 

 ご清聴ありがとうございました。引き続き、第 2 部を

始めます。パネルディスカッションにつきましては実行

委員会事務局の東田秀美がコーディネーターを務めます。

準備がありますので、少々お待ちください。 

 

■パネルディスカッション： 

「中標津型の景観まちづくりの実践に向けて」 

パネリスト ：坂井  文氏 

パネリスト ：谷川 好則氏 

パネリスト ：千葉 秀明氏 

コメンテーター：小林 英嗣氏 

コーディネーター：東田 秀美 

 

（東田コーディネーター） 

 みなさんこんばんは。ちょっと声が小さいかもしれま

せんが、ここからは少しざっくばらんな雰囲気で頑張り

たいと思います。今回のコーディネーターを務めます、

今回このフォーラムは中標津町さんとなかしべつ景観ま

ちづくりフォーラム実行委員会が主催ということで、２

つ主催があるのですけども、その実行委員会の事務局を

務めています、東田と申します。よろしくお願いいたし

ます。では座らせていただきます。スライド上映で、個

人的に気持ちが動揺した状態で今日進めなければならな

いんですけども、それでは本日のパネリストとコメンテ

ーターをご紹介したいと思います。まずはパネリストか

らです。一人目は今日基調講演をしてくださいました中

標津町景観計画策定委員会の策定委員長でいらっしゃり、

東京都市大学教授の坂井文先生です。 

 

（坂井パネリスト） 

 はいよろしくお願いします。 

 

（東田コーディネーター） 

 それからお二人目、中標津町景観計画策定委員会の策

定委員でいらっしゃいました谷川好則さんです。 

 

（谷川パネリスト） 

よろしくお願いします。 

 

（東田コーディネーター） 

パネリスト 3 人目、何度か話題に出ていましたけども、

この景観まちづくり団体というふうに今は名前を言われ

てしまっている実際の実践者でありまして、今回もスラ

イドを含めて随分と写真提供をしてくださいました、

E-Photo Clubの副会長の千葉秀明さんです。 

 

（千葉パネリスト） 

 よろしくお願いいたします。 

 

（東田コーディネーター） 

 それから今日はコメンテーターとしてお呼びいたしま

した、中標津町の都市計画審議会の会長をしていただい

ていて、都市計画マスタープランの策定委員長でもあり

ました、一般社団法人都市地域共創研究所代表理事とな
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ります北大名誉教授の小林英嗣先生です。ずっと長くわ

たしと小林先生は中標津に通っているのですけども、こ

うやって並ぶのはほんとに初めてなので、ありがとうご

ざいます。ということで今日は50分までパネルディスカ

ッションということで、この景観計画が策定されたこの

後どうしていくかというようなことをちょっと話をして

いければなと思います。それでは早速なんですけども、

坂井先生の基調講演を聞いて、それから先ほどのスライ

ドをご覧いただいてコメンテーターの小林先生から、ど

う思われたか、どう感じたかを良いところ悪いところを

含めてぜひコメントをいただければなと思います。よろ

しくお願いします。 

 

（小林コメンテーター） 

 策定委員会の委員のみなさん、それから作るにあたっ

て参加していただいた町民の方、特に若い方の努力とい

いますか、すごくエールを送りたいなと思います。それ

で、久しぶりに大学の講義を聞いたみたいで難しかった

んですけども、話しを聞いて思い出したのが、鳥取にあ

る小さい町のことを思い出したんです。鳥取ってなかな

かどこにあるかわからないですよね、岡山県の近くにあ

るのが鳥取なんですけども、岡山県と鳥取県の県境に智

頭町という小さい町があります。大正の 3 年か 4 年くら

いに、旧智頭町というのが出来て、延々と合併をして、6

ヶ町村が今一緒になっているすごい小さな山の中の町で

す。その町が今から20年ぐらい前に0分の1運動という

のをやったんです。その郵便局の局長さんが、０分の１

というのは、算数か数学かわからないんですけど、割れ

ないですよね。だけどもその０がたとえばちょっとだけ、

0.00001 だけ増えると、０分の１ってものすごい数にな

っちゃうんです。だからそのちょっとだけの動きが町を

変えていくよ、それをずっと積み重ねていこうというの

を今から20年ぐらい前にやったんですよ。それをずっと

継続していってその町は６つのエリアで、自分たちの町

を自分たちでマネジメントしていくという自意識と、杉

の山に囲まれた山の中の町なんですが、自分たちの財産

を自分たちで発見して、次の代にキチンと伝えていって、

それを少しでも価値あるものにしていこうということを

20年間続けてやってきたんですよ。それで今そこの６つ

の旧村ですよね、そこは１つ１つNPOを作っています。

NPO を作って、１つの地域で 30 人だから大体５，６の

マネジメントをする事務局みたいなのを作って、そのエ

リアの価値を高めていくということをやって、価値を高

めていくのと同時にさっき坂井先生が言った生業、お金

稼ぎをやっているをやっているんですよ。結構高齢者が

多いんですけども、次の世代に高校生から中学生から小

学生に自分たちの財産はこういうものだよ、私たちはこ

れだけやったんだからあなたたちも磨いていきましょう、

というのをやるのをずっと続けてきていて、今美しい村

連合の中の、優雅な日本の、フランスから入ってきた制

度なんですけども、日本にもそれがあって、そこの監事

の町の一つになっています。ですから時間はすごくかか

ると思うんですけども、今お話しが出てきたように皆さ

んが作られたこのシナリオというのを 20 年かからない

と思いますけども、景観に関しては最初のころに私もお

手伝いしたこともあって、今、智頭町でいうならば20年

間の内の半分まで来ていると思います。ですからこれか

ら中標津は８つの地域に分けたんでしたっけ、ああいう

地区区域とそれからもう１つ、中標津町は都市マスとい

うのを 2 回に分けて作りました。それはさっきの８つの

エリアとはちょっと違い分け方なんですけども、それで

それぞれ協議会のような状態を作って、今日も原先生が

いらっしゃっていますけども、すごいアクティブな活動

をやっているわけです。そういうエリアとさっきの機構

の構成メンバーの方たちが縦横の関係を意識しながら、

それぞれの都市マスで作られたエリアをああいう活動団

体の方がどんなふうになにをやるのかということをやっ

ていけばあと10年でものすごい価値のある状態を、人材

と、具体的なバック、それがお金になる仕組みというの

を作ることができるんじゃないかなと思って大いに期待

したいです。 
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（東田パネリスト） 

 はいありがとうございます。では早速、小林先生のお

話を聞いて坂井先生いかがでしょうか。 

 

（坂井パネリスト） 

 はい、難しくてすいませんでした。つい景観計画がこ

んなふうに出来ましたというように皆さんにご報告の意

味があったので、淡々と内容を話してしまいましたけど

も、ちょっとこの場を借りて裏話みたいのをしてみたい

と思うんですけども、景観計画策定委員会は全部で何回

くらいあったか、7回8回はあったと思うんですけども、

最後の最後まで息を抜けなかったというのがわたしの率

直な感想です。大体みなさんが会議とか何か 1 つのお尻

が決まっている、今回であればこの日をもって景観計画

というお尻が決まっているので、大体最後の前の 1 回く

らいになると、もうこれでいい、こんな感じでいいです

よねというと思うんですけども、その会議でもまた、ち

らっと見てしまいましたけどもよく意見を言っていただ

いて、活発な議論を仕掛けてくださった方々がですね、

いやちょっとまってここのところが、っていう感じでま

た議論が進んでしまって、最後の最後まで議論が白熱し

たというのを検討委員会の一コマとして皆様にご紹介し

たいと思います。あの議論があって、本当に手前味噌で

すけども、いいものができたなぁというふうに思ってい

ます。それともう 1 つがですね、このフォーラムがわた

くし 3 回目だっていうふうに最初に申し上げましたけど

も、一番最初にあった小浦先生がきてくださったのが、3

回の中の 1 回目なんですけども、まず来てわたくしにぽ

そっと耳元でですね、なんでみなさん男性が多いねと、

いつもこんな感じ？というんですよね。わたしはもうず

っと北海道の人だったから大体こんな感じです。どこか

おかしいですか、というふうに申し上げたら、関西で研

究されている先生ですので、関西だと半分はおばちゃん

というか、女の人で、そうですかやっぱり景観は女性が

もっとやらなきゃダメよねといって帰られたんですけど

も、今日は少し女性の方が多いのかなと思って、わたし

も心強いんですけども、もちろん男性女性の差別はない

んですが、町民全体ということは半分が女性でしょうし、

そういった方にたくさん参加していただいて、小さな活

動からどんどん大きな、今の小林先生のお話の0.0001と

いうのはもしかしたら井戸端会議みたいなところから始

まるのかもしれないし、そういった意味でも色々な方が

参加していただけると、より幅の広いものになるんじゃ

ないかなというふうに思っております。すみません話を

受け継ぎはしませんでしたけども。 

 

 

（東田コーディネーター） 

 はいありがとうございます。では今日のパネルディス

カッションの本題というのは、中標津型の景観まちづく

りの実践に向けてというふうに次第に書いてあって、で

は実際に中標津型の景観まちづくりの実践に向けてにつ

いてというところでお話を伺っていきたいんですけども、

その議論を白熱させた、白熱させたほうの側である、そ

れから実際に農協の職員さんをされていて、営農と景観

ということで両立させていただいている立場ということ

で、策定委員のほうに係ってくださっている谷川さんか

ら、実際に現場でどういうことが起きているのかとか、

景観計画の話し合いを計根別のほうでしていただいたり

してると思うんですけども、では議論がなぜ白熱してし

まったとかも含めて少しお話していただければなと思い

ます。 

 

（谷川パネリスト） 

 議論が白熱したというよりは愚痴を零していただけで、

別段白熱したとは思っていません。たぶんわたしがこの

場にいるというのは景観策定委員をやっていますし、ま

た景観の審議委員、こういう景観でいいかな？という審

議の部分でも務めさせていただいております。そういう

中では、その景観審議委員も務めている中の、中標津の

こういう実態があるよというのをちょっと掻い摘んで話

したいと思います。 

地域的にはわたしのところは計根別です。中標津には
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開陽台、計根別養老牛には牛文字と、中標津には２つの

大きなものがあるかなというふうに思っております。こ

の牛文字なんですが、これは1975年国有地にですね、そ

の当時は小さく借りたんですけども、のちに計根別農協

で取得してですね、牛文字の下の部分、そして養老牛の

温泉のほうに行く部分を含めてですね、約200haくらい

開発しまして牧場としました。それで、牛文字の成り立

ちなんですけども、これは養老牛という地域にですね、

飲み会というか、飲みながら話そうというコミュニティ

の集団がありまして、身体が若い青年部と、口だけが若

い壮年部が20名ほど集まってですね、なにか面白いこと

ができないかなという話をしたみたいで、その中でじゃ

ああそこの笹原に牛という文字を刈って、ちょっとやっ

たら面白いんじゃないかという発想の下にですね、試し

ました。それで 1年目 2年目3 年目くらいまではその地

域の人たちがやっていたんですが、それができなくなっ

たということで、計根別農協の青年部が引き継いでです

ね、現在大体 6 月か 8 月、2 回から 3 回牛というところ

を懸命に笹を刈ってですね、文字を浮き上がらせている

というような形になっております。 

 

次にですね、酪農と景観という部分、特に郡部のほう

の景観をどう考えるかということなんですが、これの中

で坂井先生が言っていたんですが、景観は安心と安全と

つながりようというふうに言っておられましたが、わた

しとしては景観というのは安心な部分、感覚の部分だと

思います。安全という話でいけば環境だとか施設で建て

るものだとか基準だとか、要は科学でこれは絶対的に安

全ですよと、数字的に表せます。景観は数字で表すとい

う、アセスメントというのはないので、その辺をどうい

うふうに取り混ぜてやっていくかと、特に酪農の場合は

環境の話をすればですね、家畜の排せつ物の問題、臭さ

の問題だとかと色々あります。あとは今は少なくなりま

したが、昔の牛舎がそのままあるとか、廃屋があるとか、

というのが非常にあってですね、景観にマッチングしな

いんじゃないかと、いうような話がありまして、そこの

部分についてはですね、JA中標津についても、うちの農

協についてもですね、なるべく環境改善をしましょうと

いうことで取り組んでおります。牛乳絞りにあたってで

すね、牛乳についても、この生産現場というは普通の食

品工場とおんなじで、HACCP ポジティブリストという

ふうに生産経緯から衛生面からもきっちりと決められて

います。牛乳を搾るのに言葉であるんですが、清潔感と

清潔ってありますよね、綺麗に見えるかということと、

完全にこれは清潔ですよ、綺麗ですよというものとは違

うわけです。昔はなるべく清潔感を出そうという考え方

がちょっと多かったのかなと思うんですが、完全に今は

やはり清潔で安全な現場でほんとに安心して飲める牛乳

を作りましょう、という機運が広がっています。そうい

う中ではですね、今の家畜の排せつ物については堆肥舎

を作るだとか、あとは液状なもの、スラリーですから、

そういうものはスラリーストアとかそういうもので管理

するだとか、という形でできるだけ夏場とかに撒こうと

いうことで、そっち側の関係者なのでそう思っているの

ですが、昔に比べたら年から年中に糞尿の臭いがすると

きから見るとですね、まだ今は期間を限定してこの時期

に撒いてくださいということでやっていますので、そこ

については今後も取り組んでいきたいと思っております。 

また、見られるという中では、数年前にJA中標津さん

でオープニングガーデンということで、農家の綺麗な庭

をオープンにしてみせると、それでうちもやろうかなと

話をしてですね、話が煮詰まったんですが、しかしなが

ら今世界的に牛のいろんな伝染病が出ています。特に一

番有名なのは宮崎で出た口蹄疫という病気があるんです

が、その中で農場の立ち入り、現場にいる人間もそうで

すし、関係者でもやはりほかの農家さんのところに立ち

入る場合には非常に気を使うというか、衛生的に必ず靴

を洗うだとか、という方法で出入りしているというよう

な現状がありまして、なかなか農家に、すんなりお見せ

しましょうという形には今のところなっていません。現

実的に。今後はその辺何とかいいところ、綺麗なところ、

みなさんにお見せできるところはピックアップしてです

ね、安全対策をとって、広げていきたいなというふうに

思っております。それ以外にはですね、フットパスです

とか、ロングトレイルと、農家の中を歩くものを設定し

てやっている方もいるんですけども、その辺とも協力し

ていきたいなと思っております。 
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それと計根別のまちづくり、これについてなんですが、

計根別の町はですね、かなり戸数が減ってきて、特に道

道の沿線というか、町の中の住民がかなり転居されてで

すね、空き家が多くあったんですけども、その方々、退

去された方々もですが、自主的にですね、廃屋を撤去し

ていっていただいてという形で、町内会としては年に 1

回危険構築物がないかということで調査をしているんで

すけども、そういうところに指定というか、なんだろう

というところについてはですね、とりあえず今のところ

は数か所はあるんですけども、大体は退去された方の協

力で綺麗になっているという形であります。あと 5 月の

第 3 日曜日なんですが、緑のふれあいの日ということで

全町一斉で清掃をしてですね、11時から正美公園という

ところでジンギスカンを食べるという行事をしておりま

す。当面の課題としてですね、今考えているのは計根別

の町の中が非常に暗いということで、防犯灯、道路灯、

この辺をちょっと拡張してですね、夜間ちゃんと歩ける

ようにしようという取り組みを今考えているところです。

以上です。 

 

 

（東田コーディネーター） 

はいありがとうございました。計根別、わたしも何度か

ワークショップで通わせていただいて、本当にみなさん

熱心に取り組んでいただいていて、助かります。来年度

はぜひ計根別にも通いたいなと思っております。よろし

くお願いします。では最後のパネリストになるんですけ

ども、E-Photo Club の副会長ということで、E-Photo 

Club としての活動はもちろんされてると思うんですけ

ども、今回この 2 年間の景観計画の策定の中で様々なワ

ークショップですとか意見交換会をわたしたちのほうで

させていただいて、いつも参加してくださって、しかも

今回もこの実行委員会にも参加してくださっているとい

うことで、できれば実践している景観まちづくり活動団

体として今回ワークショップだとか意見交換会だとかフ

ォーラムの実行委員会に参加していただいて、ほかの景

観まちづくり団体と一緒にやるということについてとか、

やってみてどうだったとかをちょっとお話していただけ

れば嬉しいです。お願いします。 

 

（千葉パネリスト） 

 はい、E-Photo Club副会長をやらせていただいており

ます千葉でございます。実際2年前にE-Photo Clubの会

長と事務局のほうからこういう景観まちづくりフォーラ

ムをやるんで 1 度顔を出してくれと言われて、それまで

まったく景観とかそういうのに自分自身はあまり真剣に

考えたことがなかったんですが、実際にこの中にお仲間

に入れてもらってこれほどたくさんの人たちが今の中標

津の町のこの景観を守るために動いているんだというこ

とを初めて知りました。自分たちが今まで何気なく撮っ

ていたタワラマップ川にたとえばバイカモがゆらゆら揺

れている、そういえば昔こんなにバイカモなんてなかっ

たよな、いつの間にこの川きれいになったんだろうだな

と思ったらちゃんとそれを長年やっている団体がいたり

だとか、この町内会のこの通りは夏になるといつも花が

きれいになっている、でもそういうことをちゃんとやっ

ている人たちがいる、今まで自分たちが何気なく写真を

撮って中標津ってこんなきれいな景色があるんですよ、

こういう林があって綺麗なんですよと言っていたものが

みんなの力で出来上がっていたんだというのを再確認し

まして、実はこういうとこに出るのはそういうやってき

た人たちのほうがふさわしいんじゃないかなと思って、

特に私たちの活動はその景観を写真として残してなおか

つそれをいろんなところで展示したりですとか、月刊誌

の表紙にそれを使ってもらったりだとか、そういうこと

をやっているんで、まさしく後ろにぶら下がっています

なかしべつ景観まちづくりフォーラムのこのイラストの

左の「か」の下にいるのがわたしです。みなさんの活動

がこっちの山の上から開陽台からずーっと、これでみな

さんが景観を守っているのを記録してます。そして今で

はインターネット使って SNS とかでそういうのを発信

しているのがわたしたちの役目で、それじゃこれからわ

たしたちは何をすればいいのかというと、今この小冊子
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をみただけで、あ、これ知らなかったよ、こういうこと

をやっている人たちがいて、この人たちが作った景観が

あるということを、もっともっと私たちがアンテナを立

ててちゃんと記録してみんなに教えて、っていうふうに

なっていかないといかないのかなと思います。それと一

つだけ、先ほどのスライドの中で、1枚もゆめの森公園の

写真がなかったんですよね。これは後から事務局に説教

をしようかなと思います。実はわたしE-Photo Clubとし

てここにいますが、ゆめの森公園も17年間やっています。

17年やっていると、17年前の小学生が、子供と奥さんを

つれて遊びにくるんです。それで今フェイスブックでも

今日の夕日の写真とか、ゆめの森公園で夏の夕方のぎら

ぎら光が射しているところで噴水で遊んでいる子供たち

の写真とかをSNSでアップすると、昔遊んでました、今

本州にいるけど帰ったらまた行きたいですと、その写真

を見て思ってくれるんですよね。それで、来たことのな

い人はそれどこにあるんですか、行ってみたいですと、

まさしくそういうことをこれからも続けていきたい、み

なさんが守ってくれた景観を発信するのが私たちの役目

だなと、痛感したところです。以上です。 

 

 

（東田コーディネーター） 

 はい大変良いコメントありがとうございました。今千

葉さん言ってくださったのは、今日の配布資料の中にあ

る「なかしべつの景観まちづくり」という冊子が入って

いて、これ今回の実行委員会のみなさんが一生懸命作っ

てくださって、実際景観まちづくりをやっている団体さ

んから、自分たちがどんな活動をしているかっていうこ

とを、それぞれの団体さんに活動内容をまとめていただ

いて、それを印刷してホチキスで止めて、止めてくださ

ったのは全部実行委員です、そのメンバーがやってくだ

さいました。それで今回初めてみなさんのほうにお配り

しているということで、この冊子の活動について今お話

を色々としてくださってそれを発信していく活動が大事

だというお話をしていただきました。ありがとうござい

ます。本当にこの冊子にあるような団体さんがそれぞれ

景観を守っているんですけども、それではまた振り戻り

まして坂井委員長にお聞きしたいと思います。ずばり景

観についてなんですけども、中標津型の景観まちづくり

というのはどういうものだと思うのか、どういうように

進めていけばいいかというところを少しお話していただ

ければなと思います。 

 

（坂井パネリスト） 

 はい、３つぐらいあるかなぁと思っているんですね。

最初は先ほどわたくしの報告の中でも強調させていただ

いた、まちづくりをみなさんが協働でやるという部分で

すね。これは本当に繰り返しになりますけども、ほかの

町だとなかなかここが進まないところが多いんですけど

も、わたしここなんでこんなにやれそうだと思ったとい

うことを自分なりに振り返ってみても、やっぱり規模も

いいんじゃないかなと思ったんですね。やっぱり町の規

模、そしてもちろん町のみなさんが愛着心をもっている

というのも当然なんですけども、非常にまとまりやすい、

ある意味適正な規模っていうのもあるかなぁと、あと町

がコンパクトにまとまっているという物理的な環境もそ

うなんですけども、たぶんいろんな背景があるんですけ

ども、この町ならできるという気が本当にしています。

これはちょっと繰り返しになるのでこのあたりにして、

これからの進め方という中で、わたしが 2 番目に思って

いるのは、わたしが個人的にすごく思い入れがあったの

は、やっぱり田園というか酪農の部分の景観をぜひやっ

ていただきたい。これはですね、北海道庁の景観審議会

をそれこそ小林先生から受け継いでわたくしがやらして

いただいて、その経緯もあってこちらで景観計画策定委

員会の委員長ということだったと思うんですけども、北

海道の景観、わたくし元々は北海道ではない人間なので、

やっぱり北海道というもののイメージですね、というの

はよくわかっているつもりなんですけども、みなさん広

大な風景を見にきている、というところでは酪農のよう

に非常に、畑だとどうしても色が違って、それを見にパ

ッチワークの畑ということでやってらっしゃるところも

ありますけども、ある意味単色で緑のものがばーっと広
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がっているというのも綺麗だってことでみんな来てらっ

しゃる人も多いと思うんですよね。それで北海道でそう

いった農業酪農の景観をどっかの中で出来ないかとずっ

と考えていたんですね。それで講演でも申し上げました

けども、産業なのでまずは業として、やっていくところ

が 1 番なのはわかるんですけども、やはりそこをなんと

かみなさんの力で見せる農業、見せる酪農というところ

に踏み込んだものができないかなぁということはとても

強く思っていました。景観計画の中に 1 ページまるまる

農業振興の計画もこれからはやっていきましょうという

ことを少し書いてあります。実は１３０ページの 1 ペー

ジなんですけども、その 1 ページを書いたことが非常に

大事で、先月ですね、北大の元同僚から電話をもらって、

今北海道の中心部分で景観をやっているんですけども、

やはり農業景観、そちらの地方ではほんとうに農業、畑

作のエリアですけども、観光客がどっとくるところで、

なんとか景観計画を作る際にその農業景観をもう少しい

い状態で保全できないか、みなさんにお見せできる状況

にならないかということを景観審議会でもやっているん

だけどなかなかまとまらなくて、いろんなところを調べ

ていたら中標津が景観計画でそういうことを進めるんじ

ゃないですけども、1ページ書いてあって、その委員長が

坂井先生なんで電話しましたみたいなことがあったんで

すよね。なのでみなさんやりたいと思ってみてもなかな

かできない、そのチャレンジャーにぜひなっていただき

たい、大変たくさんみなさんが超えなきゃいけない垣根

があると思うんですけども、ぜひ北海道の中でも中標津

は酪農景観は本当に素晴らしいとか、というように言っ

ていただける、その基礎は作ったつもりなので、これか

らはみなさんが進めていただければいいなぁというふう

に思っております。最後はもう 1 つ中標津ならではなの

が、格子状防風林ですね。こちらは意見が色々と分かれ

ているところのようですけども、やはり文化遺産、まず

は北海道遺産になっていて、文化的景観にもなりうる、

文化的景観というのはこれはまた文化庁でやっていらっ

しゃるその景観が作り出された文化的な歴史的な背景も

含んで文化的景観ということを認定しましょうというこ

とで、全国にまだ２０か３０ぐらいしかないと思うんで

すね。非常に少なく、北海道では平取町のアイヌの文化

的景観が１つしかないんですね。もう１つがこちらだろ

うというのはずっと思っていました。これも産業、つま

り酪農に密接するものではあるので、色々と飛び越えな

きゃいけない垣根はあると思うんですけども、NASA か

らも UU、U が２つですね、つまり中国の万里の長城と

中標津の格子状防風林、この２つしか見れないと言われ

ていて、話が脱線してしまうんですけども、わたしが

JICA の授業で景観のお話を英語でしているんですけど

も、その時にもせっかくなので最近は中標津というとこ

ろで景観計画を作ってますみたいな話をしたときの最初

の中標津とはどういうところかと説明するときに、

NASA の話をしたらみなさんがパソコンもっていますの

でシャシャシャッと調べて、これですねNASAのHPに

本当に載ってますと英語でダーッと読んでいて、あぁ中

標津ってすごいところなんですねみたいに言っていまし

たけども、それくらいやはり素晴らしい、人工で作った

ものなんだけども自然であるという非常に特異性のある

ものなんでこの文化的景観という側面から、そうでなく

てもそこまでしなくてもなにかしらの方策でこの格子状

防風林というのものを守っていっていただければなとい

うのが強い思いとしてあります。 

 

（東田コーディネーター） 

 はいありがとうございます。中標津型の景観まちづく

りをする３つのキーワードということで、協働でやる、

それから２つ目が生業とか酪農というところで、見せる

酪農という、ちょっと難しいんだろうけどもそこに対し

てチャレンジしてもらいたいということと、3つ目が格子

状防風林を守るという、それもちょっと営農に関係する

んだけれども少し防風林というキーワードでやっていけ

ないだろうかという、３つのお話でした。ではそのお話

を受けてまさに 2 番目の生業の酪農の景観ということで

先ほどチャレンジの話も出ていましたけども、改めて谷

川さんから中標津型の景観まちづくりがどういうふうな

ものだとか、これからどういうふうに進めていきたいと

か、谷川さんなりで構いませんのでお願いできますでし

ょうか。 

 

（谷川パネリスト） 

 はい、まず今まで審議委員をやらせていただいてです

ね、こういうことを中標津って強化していますよという

もので、坂井先生も言っていたんですが１つは、大型電

波塔、非常に建っていますけども、町の中にはそれは建
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てないでね、ということで本当に中標津の町の中には大

きな電波塔がないというふうになっています。また電波

塔の色とですね、赤さびもしくは灰色ということで、金

属的な色は出さないでくださいというで、それは届出で

実施していただいております。それともう１つは太陽光

パネル、非常に増えています。これにつきましても、当

初から太陽光パネルがもしもあるとしたら、今はできな

いにしても、植樹、植栽をしてですね、なるべく目隠し

というか、道路から人の目に入らないような方策をとっ

てくださいということで、強制的なものではなかなかな

り得ない部分で、色々な法律だとかって部分でいけば強

制ではないからいいですよねみたいな部分なんですけど

も、そういうことに関しては協力を得てですね、そうい

う意味合いでは外から見ても目立たないようなまちづく

りを一応実践してきたかなぁというふうに思っておりま

す。 

それで、先ほどのあった生業の中の景観ということな

んですが、今酪農の現場で一番、先ほども話したんです

けども、生産の現場でどうするのかという話があったん

ですが、今一番話題に上っているのが、牛の安楽性、牛

も動物ですから、動物がいかに楽に乳を搾ってくれるか、

生産してくれるかっていう、そういう施設を作りましょ

う、そういう改革をしましょうというような形で今進め

ています。昔はもう人間の都合に合わせてですね、搾乳

というは24時間ありますから2回搾乳するとすれば、12

時間12時間で絞るのが一番人間的にはいいので、それを

勝手に牛の摂理を曲げてやってきたと、今も多くはそう

です。でもその中にあってもやはり牛も動物ですから、

なるべく生きやすい環境を作ってあげると、このことは

人間も同じだろうと思っていうふうに思ってます。草地、

先ほど坂井先生が言ったように、非常に広大な牧草畑で

夕日が沈んで牛が 1 頭いて、わぁ綺麗だなぁとよく牧歌

的なイメージをしますけども、できればそういう農業を

やりたいなというのは多くの人が望んでいます。特にう

ちの農協では新規就農者というか、全然他産業から新規

酪農をやりたいよと言ってうちの農協を来てる方も、こ

こ２，３年の間で10戸くらいあるんです。その方は半数

以上はそういう希望をもって、夢というか、もってくる

んですけども、なかなか放牧というのは手間もいること

でですね、畑に牛を出してやるということは、非常に時

間もかかる手間もかかると色々あるんですけども、なか

なかできないという形になっていますし、牛舎もですね、

今はフリーストールというつなぐんじゃなくて自由に動

くような、そういう施設になっていますので、なかなか

放牧ってことはできないんですけども、これについては

ですね、今後放牧できるような環境をキチンとやってい

かないといけないなということも考えてるのが１つです。

ただ、その中であって、農業の中で、循環型の農業とい

うのがだんだん減っています。先ほど糞尿の話をしたん

ですが、自然に任せるとか色々とあるわけですけども、

一応牛に草を与えました、あとは穀物を買ってきて農耕

飼料という形で与えるんですけども、それが出てきた糞

尿があります。ほんとにその中に栄養分がたくさんあり

ます。それをみすみす捨てるというわけじゃないですけ

ども、置くんじゃなくて、それをまた糞尿ですね、再加

工、堆肥とかいろいろな方法があるんですが、そういう

ような形でなんとか利用してですね、畑にやる肥料その

ものを減らすだとか、そういう形で自然に近い、そして

吸脱のしない、なおかつホントの少ないひと部分だけを

土地にあげてですね、未来永劫ずっと農業ができるよう

な、そういうような酪農ができないかということで今進

んでいるところです。なにせ、農業一番最初ここで始め

たときはですね、家族１つに１頭牛が入れば生活ができ

ました。それで今家族１つで何頭牛が入れば生活できる

んだという話をしたら、たぶん 20倍 30倍になると思い

ます。そういう中で、ある意味ではちょっと意見なんで

すけども、坂井先生が言うように北海道らしい酪農、牧

歌的とはいかないんですけども、循環型の農業、酪農と

いうのを目指していきたいなと思っております。以上で

す。 

 

（東田コーディネーター） 

 はいありがとうございます。大型電波塔の話、それか

ら太陽光パネルの話、それから循環型農業、今初めて聞

きましたその牛の特性、それに基づく施設というを考え

ているということで、ぜひやっていただければなと思い

ます。では千葉さんのほうから、個人の考えで構わない

ので中標津型の景観まちづくりをどういうように進めて

いけばいいのかとか、なにかあればお願いします。 

 

（千葉パネリスト） 

 私たちは写真を撮って景色とか、人の生活とかを撮っ
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てそれを発表しているということをしていますが、毎年

デジタルカメラの初心者向けの教室を必ずやっていまし

て、その中で必ず最後にやるのはマナーの話なんですよ

ね。先ほど谷川委員のほうから口蹄疫がらみで人の立ち

入りができないと、そういうのをキチンと守らないと、

あ、綺麗な緑だ、木が一本立ってる、堂々とドカドカド

カと入って行っちゃうと、もう生活を危ぶむわけなんで、

綺麗だから撮っていいんだという前に、そこに生活があ

るんでまずはマナーを守ろうねと、それで最近ドローン

がどんどん浸透していて、もううちのサークルでもすで

に手に入れてる人も何人かいるので、特にマナーが厳し

くなっているのでそんなにひどい使い方はしないんです

が、よりそこらへんでカメラマンとしてのマナーを守ら

ないと、確かにドローンを使うことによって先ほど坂井

先生が見られてるよと言われた、今までとは違う角度で

今度は見られるんですよね、ですからまちづくりをやっ

てここ綺麗にしましたと横からしか見てなかったのが、

上から撮って綺麗だよここの街並み、例えば有名な白樺

並木も上から写真を撮って、うわぁ今まで誰も見たこと

のない写真が撮れる、撮りたいという欲望はありますけ

ども、そのためにまずルールとか安全性を守らないとす

べてがダメになってしまう、有名な観光地であまりにも

人が入るので有名な木を切り倒してしまうような本末転

倒なことになってはいけないというふうに自分たちに自

戒を込めながら、せっかくきれいな景観ができたのに、

それを広める自分たちがそれを壊してしまってはいけな

いなと、特に中標津はホントにいろんな面を持っている

ところなので被写体がたくさんあるので、それぞれのル

ールを守ってやっていかなければいけないなと、先ほど

から今日のお話を色々と聞いていて、痛感いたしました。 

 

（東田コーディネーター） 

 はいありがとうございます。では戻ってきまして小林

先生に、みなさんが言うその中標津型の景観まちづくり

に向けて、こうすればいいよとか今までの話を聞いて、

こんなアドバイスがあるよなどお願いします。 

 

（小林コメンテーター） 

 さっき谷川さんがちらっとお話になったんですけども、

町を作っていくというときに必要なのは、理と情なんで

す。理というのは理論の理、情は情けですね。で、それ

を合わせてやっていかないといかないとダメなんです。

その情のほうから入りますと、１つはここに景観まちづ

くりと書いてありますけども、あえてその景観まちづく

りの逆の言葉はなんですかと聞きたいんですよ。僕はそ

れをまちあらしと言っているんです。町を荒らす。どれ

が実際今まで過去のこと現在のことを見ながらどういう

ことが町を荒らしているのかということは、みなさんの

その情でたぶん感じてらっしゃると思います。だから作

っていくことも大事なんですけども、町を荒らすという

ことをやっぱり止めなきゃいけない。それは結構力のい

ることなんです。みなさんの団結力が必要だと。ではど

ういうのが町を荒らしているのか、それをキチっと考え

ていただきたいというのが１つ。それからもう１つ、情

のほうでいうと、我々が町のことを考えるとき、今住ん

でいる人のことを前提に考えるんです。だけども町って

歴史があるわけですから、過去に住んでいた方の思いと

いうのが重なっているわけです。それから現在の人、そ

れからそれを未来の人にバトンタッチするわけです。そ

うするとさっきの格子状防風林の話、正しくいうと防風

保安林ですけども、あれはなんでできたのかという機能

の話と、なんでああいうような変な角度を向いてるのか

というそういう歴史があるわけですね。その歴史ってい

うのと、中標津の歴史と開拓あるいは発展というのが重

なっているわけです。ですから、そういう意味合いでも、

東田さんがやってる建物を守りましょうという歴史じゃ

なくて、町がどういうふうに形成されてきて、どんなも

のができて、というのをキチンと考えていくという情も

必要だと思います。これが情の話です。 

 それからもうひとつ、理の話です。これはどちらかと

いうと行政側の問題にウェイトがかかるかもしれません

けども、さっきのスライドに町長が道庁に行ってもらっ

てきたのがありましたよね。あれ景観行政団体というの

は結構大事な、覚悟がいるわけです。なにが覚悟がいる

かというと、さきほど冒頭に景観法の話がありました、

たまたま道に行ったら、今は建設部なんですけども、要

は土建ですね、だけども景観法は、国でいうと 3 文字法

ですから非常に重要な法律なわけです。長い文章の法律

ってそうでもないんですけども、3文字法って大事なんで

す。それは監事は国土交通省がやるんです。だけども農

水省が絡みます。それから環境省が絡みます。ですから3

つの省庁が景観法をマネジメントをしていく役割と責任
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を持っているわけです。ということは地方自治体の町も、

いわゆる国の縦割りをずっと引きずって町の組織ができ

ているんですけども、景観行政団体になるということは、

その横串を通さないといけないんです。だから横串を通

すという覚悟を持ちます、という宣言なわけです。そう

するとそのどういうことをやらなければならないのか、

どういう体制でやんなきゃいけないのか、すごく大事な

ことです。ですからこれは行政に対しての宿題でもある

なと僕は思っています。それとそのもう１つ理のほうで

いうと、都市計画法というのが色々と難しいこと書いて

あるんですけども、景観というのは都市計画法で定めた

土地利用計画です。ですから土地利用を結果するわけで

すね。なので土地利用と景観をどういうふうに結び付け

て考えるのかというのが宿題なんです。ですからここに

住宅を建てます。ここにお店を立てます、っていうよう

なエリアを考えるわけですね。それが用途地域なわけな

んですけども、そうすると住宅のところで起きる問題と、

商業のところで起きる問題と違うわけです。それは何地

域だとかを決めるのは行政ですから、さっきの酪農層の

部分、それはこれから基礎自治体が独自にこういうよう

な地域にしますという特定の用途を定めることができる

んです。つまりこういうものしか認めませんよと、です

からそういうことをやればやらないかということになり

ます。ですから景観というのはみなさんがやっていらっ

しゃる情の部分と、行政がやる土地利用計画というゴツ

イところ、そこといつも結び付けないと、情の部分だけ

じゃできないです。それをどういうふうにつなぎ合わせ

てやるのかという覚悟が必要なんです。ですからその覚

悟と内容ができると、その機構に移っていいのかなと、

だから今のままで機構に移るとダメというか、マズイな

というふうに思ってしまいます。それからもう１つ最後

に、都市計画のほうと景観の話でちょっとつなげたんで

すけど、僕も昔の道の景観審議会をやっていたんですけ

ども、その時にやったことがいくつかあるんですけども、

１つは千歳空港から札幌に入っていくときに、昔は巨大

な看板だらけだったんです。それをやっぱりそこはメイ

ンのエントランスだから、すべての制度を使ってあそこ

の看板を全部取ることになったんですよ。つまりなにを

言いたいのかというと、景観と広告物条例というのは裏

表なんです。先ほどスライドの14ページで広告物のこと

をやったらいいなと書いてありましたよね。あれはやら

なきゃいけないです。そういうふうに道のほうで、広告

物審議会というものはないです。全部景観のほうでやっ

ています。ですから景観行政団体たる中標津町では、道

の計画の条例に従うのではなくて、自分たちで計画を作

ります、と引きずり込んでいかないといけない。それも

やっぱり覚悟が入ります。道はそういうのを話すのを嫌

ですから。でもそこはかなり力ずくと、坂井先生も少し

フォローしてくれるんだろうと思いますから、その優し

さと力強さで道から奪い取って、広告物をセットで考え

てください。それとさっき谷川さんが言われた農村ある

いは農業、酪農業、そういうものとどういうふうに結び

つけていくのかというのが大事なんです。たとえば、春

の小川さらさらいくよという童謡がありますよね。あれ

は、いろんなことの結果、ああいうのが自分たちの心に

響くし、その町の特徴になるのです。じゃあ春の小川さ

らさらいくよというのを作り出すためには、行政の中で

はどこがやるのか、ないんですよ。だからそういうこと

をつなぎとめて、結果として自分たちが心地よい、それ

で日本で売れて世界で売れる、そういうものをどうやっ

て作るのか、ということをやりますというものすごい宣

言ですから、これは行政で機構改革も含めながらかなり

頑張ってやんなきゃいけないんじゃないかなというふう

に思っております。 

 

（東田コーディネーター） 

 はいありがとうございました。最後になるのですけど

も、ぜひみなさんから、今日が本当にスタートというこ

とで、これからがスタートになるのですけども、スター

トに向けた抱負とか、一言ということで、逆回りで千葉

さん、谷川さん、坂井先生からできればお願いします。 

 

（千葉パネリスト） 

 こういう場に座らせていただいたんで、本気で考えな

ければいけないなと、普通にふらふらと写真撮っている

だけじゃダメなんだ、みんながやったことを記録して、

広めて、中標津ってこんなにいい景色があったんだとい

う、子どもたちに伝えておかないと子どもたちが、町に

行ったときにその写真でそれが残っている町に、ちゃん

と里帰りできるような場所にするために、記録したいな

と思いました。 
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（谷川パネリスト） 

 審議委員、策定委員の中の相対的な意見で、やっぱり

中標津、なにが 1 番すごいか、緑が多い。本当に多いで

す。スライドを見てわかるように、どこ行っても緑があ

る。これはやはり守る、ということも必要なんですが、

育てていかなくちゃいけない。木なんか花なんか時代は

変わると思うんですけども、そのためは担い手を作らな

くちゃいけない、そう思ってます。担い手を作る一番小

さなコミュニティというのは町内会だと思います。やは

り町内会、やはりなにが得か損かという問題ではなくて、

やはり町内会の活動の中でそういうのを取り組みことに

よってですね、町内会の活動がよくなるし、子どもも見

守り、声掛け、木や花壇の手入れだとか、そういうコミ

ュニティを、今まさに中標津の全町でですね、やってい

けば、お互い顔を見ておはようございますというような

世界になると思います。それがやはり、景観とはちょっ

と違うんですけども、いい景観の一つの走りだと思いま

す。わたしもいち町内会員としてですね、今後もやって

いきたいと思っております。以上です。 

 

（坂井パネリスト） 

 小林先生から叱咤激励をいただいて、その通りなんで

す。わたしは今日はお祝いムードということで比較的い

いことを言ったのです。もちろん悪いといいますか、自

由と権利ってありますよね。自由にするためにはある程

度の権利とか、やはり裏表があって、景観計画を作って

景観行政団体になるというのはそれなりの責任もある、

町民のほうにしてみれば、そうかああいうこともできる

こういうこともできると勉強するとかなりいろんなこと

ができる。なのでそれがもし役所にもってこまれた場合、

役所の方はどういうふうにそれに対応にしようかという

ことも試練としてはあるかもしれません。ただそういう

対峙の構図じゃなくて、役所も町民も基本的にはみんな

で中標津をよくしていこうという、ただ立場が仕事とし

てそういう立場にあるということであって、みんなでよ

くしようとするのであれば、あ、そうだよね、それを進

めなければいけないんであれば、これは超えなくてはい

けないけど、ああいうやり方があるしという知恵を出し

合ってやっていかないと、実は景観は進まないのです。

これからがある意味勝負なんです。わたしは基盤は作っ

たというように強調したのは、できるようにはなってい

るんですが、その先を行くのであれば、先生がおっしゃ

ったように土地利用もあるし屋外広告物もあるし環境も

あるしということでたくさん出てきます。なのでこれか

らみなさん勝負です。だけどわたしはここにいらっしゃ

るような方、もしくは今日のこのフォーラムを作ってく

れた実行委員の方とか、本当にやる気のある方がたくさ

んいるので、ここならできるというふうに思ってます。

それがわたしの最後のエールになってしまいますけども、

本当にこれから中標津が末永く、このいい景観をより良

くできるようになっていくことを見守っています。終わ

りです。 

 

（東田コーディネーター） 

はいありがとうございます。小林先生は一言あります

か。 

 

（小林コメンテーター） 

最初の話に戻るんですけども、中標津は住民自治条例

もってますよね。やっぱり基本的に住民自治というのを

ベースにしながら景観行政、景観づくりも作っていかな

ければならないし、景観あらしも退治してかなければい

けない。その時に、どこでもここでもよくわからないけ

どもぐら叩きとか、するんじゃなくてエリアごとでちゃ

んと責任をもってそれをやっていく、その行動を行政が

横串を色々と通しながら、組織の横串、法律の横串を通

しながら展開しサポートし連携するというのをやったほ

うがいいと思います。そうすると僕は都市計画マスター

プランでエリアを設定していますから、そこが景観エリ

アマネジメントの単位だと思います。そこに責任をもつ

ような方たち、7人衆くらいがいいんじゃないかなと思う

んですけども、その人たちが自分たちでマネジメントを

して、その価値を次の世代につなげていくということを、

そういうのを考えられたらいいんじゃないかなと思うの

です。一方行政は、今日行政の人事の内示があったよう

ですけども、変わるわけですよ。変わらないのは地域で

す。で、地域の価値を行政の人たち、あるいは地域の結

論、あるいは方向性を行政の方、新しい担当の方にも伝

えていかなければいけない、ですからそういうキャッチ

ボールが必要なんです。でも景観のエリアマネジメント

するというのは、とても荒い言い方をしますけども、都

市計画マスタープランをせっかく作って、また今度改正
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すると思いますけども、そのエリアで自分たちが選んだ7

人衆というので進めていくということにチャレンジされ

てはどうかなと思います。 

 

（東田コーディネーター） 

はいありがとうございます。では、今日登壇されたみ

なさんのそれぞれの決意を胸に、私自身も含めてですけ

ど、中標津らしい景観をまた明日から作る、ということ

で守り、作り、育てるということで、それぞれの立場で

それぞれの行動ができるかなと思います。これでパネル

ディスカッションは今日は終了したいと思います。どう

もありがとうございました。 

 

 

○司会：本間 

小林先生、パネリストの皆様どうもありがとうござい

ました。会場の皆様、今一度大きな拍手をお願いいたし

ます。 

最後に今回の景観まちづくりフォーラムの実行委員長、

森田正治よりご来場の皆様へお礼のお言葉を申し上げま

す。 

 

 

■ 閉会挨拶 なかしべつ景観まちづくりフォーラム実

行委員会 委員長 森田 正治 

遅い時間にありがとうございます。実行委員長を仰せ

つかった森田でございます。景観審議会あるいは都市計

画審議会の関係で実行委員長を仰せつかっております。

若い人たちに支えられながら今日はたくさんの方々にお

いでいただき、誠にありがとうございます。特に遠方か

ら来ていただいた坂井先生、そして小林先生、そして事

務局の東田さんをはじめ、関係者の皆様にお礼を申し上

げます。話の中身はまだまだ始まったばかりでございま

す。4 月 1 日から始まりますけども、計画を実現するた

めに、皆様の助力がぜひ必要かと思います。そんな意味

で景観整備機構を作るにあたり、ぜひお力添えをいただ

きたいなと思います。実行委員会を代表して、お礼の挨

拶といたします。本日は本当にありがとうございました。 

 


