
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 2８年 9月 

中 標 津 町 

報 告 書 

なかしべつ景観フォーラム 
まちの成り立ちと今後の市街地景観を考える 
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まちの成り立ちと今後の市街地景観を考える 
  

□日 時：平成２８年９月１０日（金）10:00～17:30 

□場 所：ウェディングプラザ寿宴 ウェディングホール 

□参加者：フォーラム参加者８２人 

□目 的：農業とともに中標津町の発展を支えてきた市街地景観の成り立ちと、まち全体

で取り組む景観まちづくりについて、実際に見る・知る・体感しながら考える。 

 

次 第 

 

①市街地まち歩きと資源活用マップづくり（10：00～14：00） 

 （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 中標津町役場建設水道部長 坂下 毅 

 ３．市街地まち歩きツアー 

 ４．昼食休憩 

 ５．資源活用マップづく 

 

②ミニフォーラムと座談会（15：00～17：30） 

（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．講演 

「景観まちづくりの効果」 

北海道総合政策部政策局 奈良 香織 

 

  「中標津町の景観計画について」 

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） 

４．資源活用マップの発表 

５．座談会「中標津町が目指す市街地景観と景観まちづくり」 

パネリスト    奈良 香織 

            坂井  文 

            菅野 三夫（中標津町役場経済部長） 

コーディネーター 東田 秀美 （ＮＰＯ法人景観ネットワーク） 

６．閉会挨拶 中標津町役場建設水道部長 坂下 毅
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市街地まち歩きと資源活用マップづくり（10：00～14：00） 

 

◎寿宴（スタート地点） 

  

  

 

③歴史・河岸段丘景観エリア  

  

  

景観ネットワークの植田より企画説明 坂下建設水道部長より開会の挨拶 

参加者 23名と運営 15名がバスに乗車 バスガイドは教育委員会の山宮生涯学習課長 

伝成館に到着 山宮課長より伝成館の歴史について解説 

農具庫種苗倉庫 伝成館前の白樺並木 
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④国道 272号バイパス景観エリア ⑤酪農景観エリア  

  

 

③歴史・河岸段丘景観エリア 

  

 

②まちなか景観エリア ※時間上の都合により①住宅地（西部）景観エリアは割愛 

  

  

バスガイドが菅野経済部長に交代 農村風景を眺めながらガイドを聞きます 

なかまっぷに到着 タワラマップ川とハルニレ 

大地みらい信金の前で解説 昭和 55年は中村旅館でした 

再び歴史・河岸段丘景観エリアへ 山宮課長が河岸段丘と山並みを解説 
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◎お昼休憩 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎資源活用マップづくり～３班に分かれてグループワーク～ 

  

  

 

 

寿宴に戻ってお昼休憩 シェフよりランチメニューの説明 

 

中標津の素材を使ったランチ 

景観ネットワークの東田より説明 A班の制作風景 

B班の制作風景 C班の制作風景 

◎ランチメニュー 

水耕レタスのサラダと想いの茸のマヨネーズ焼き 

中標津ビーフを使った肉じゃが 

ポテトのミルキーカレー風グラタン 

鹿肉のシチュー 

レアチーズ、ベリーソースがけ 

白飯、漬物、味噌汁 
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◎ゲストよりマップ作りについて 

  

  

 

 

   

   

  

坂井先生より一言 奈良氏より一言 

山宮課長より一言 菅野部長より一言 
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〇司会：植田 

さっそくまぬけな発言をしてしまいましたけれども、

まず皆さまにお願いがあります。いつものことですけれ

ども、携帯電話、電源をお切りなさるか、マナーモード

にしていただきたいというのと、あと、配布物の確認を

させていただきます。 

お手元にこういう封筒が渡っていると思います。この

封筒の中に、クリップ付きの鉛筆でとめた資料がいくつ

かあります。 

まず、ペラ１枚。本日の進行を書いた次第があります。 

それから、今日の公演とか、簡単な紹介とか、あと景観

計画もあるので、その進行報告というのがありますけれ

ども、それもパワーポイント、スライドをそれぞれホチ

キス止めにしてこのようにお手元にお渡ししています。 

これ、各先生方非常に熱心で、ギリギリまで修正された

部分もありましてですね、若干違うところがあると思い

ますけれども、あまりお気になさらずにご覧いただけれ

ばと思います。それから、またペラ１枚でアンケートが

ありますので、これ適宜記入して、帰りに受付で受け取

るような形にさせていただきますので、よろしくお願い

いたします。それから、あとそれぞれA4版で１枚ずつな

のですが、北海道さんのほうから「ブログ発信中 ほっか

いどう景観だより」、北海道景観づくりサポート企業を募

集しています、それから良好な景観形成にむけた届出制

度のご案内という３枚のリーフレットが入っています。

もし、欠けているものがあったら適宜スタッフのほうに

お申し付けください。 

それでは、本日のプログラムの進行を説明します。大

きく分けて２部構成になっていまして、前半はお二人の

講師の方にご講演をいただきます。後半は、座談会とさ

せていただいていますけれども、その中で、ちょっとし

た午前中の第１部の町民の皆さんが作った魅力マップの

発表を折り込ませていただくといった形になっています。 

では、さっそくですね、１人目の講演をさせていただき

たいと思います。講演タイトルは出ていますね。「景観ま

ちづくりの効果～「しくみ」に焦点をあてて～」という

タイトルです。発表者は、北海道総合政策部政策局の奈

良華織主幹です。奈良主幹はですね、１９９７年に北海

道庁に入庁されました。まず、２００８年に北海道景観

形成ビジョンの策定を担当。それから、２０１０年から

後志の空き家マップの立ち上げに関わって、そのままで

すね、派遣業者さん、それから建築士さん、それから行

政、この３者の協同をずっと運営してまいりました。協

同で運営してまいりました。２０１４年には、東神楽町

に行かれて、東神楽町の景観計画の策定をご担当されて

いる。ずっと現場を最初から組み立ててこられた方です

ね。それで、今は「北海道にふさわしい民泊のあり方」

の推進局を担当されています。 

それでは、非常に実践の経験豊富なご講演をいただき

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

■ 講演①：北海道総合政策局 主幹 奈良 華織 

「景観まちづくりの効果～「しくみ」に焦点をあてて～」 

 

皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました、

道庁の政策局の奈良と申します。今日ですね、私、公務

員、道職員なのですけれども、何でここに、こんなご説

明にうかがっているのかということで、ちょっとまずは

自己紹介しないと何でここに立っているのかがわかりに

くいかと思いますので、まず自己紹介からさせていただ

きたいと思います。 

今、ご紹介にもありましたけれども、私道庁に建築の職

員として入庁しておりまして、そのあとに北海道の景観

形成ビジョンという北海道の景観の目指す姿を書いた計

画ものが２１年の３月に策定しております。これですね、

景観法というものができる前に、北海道の美しい国づく

り条例という条例があったのですけれども、景観法がで

きまして、それを見直すということで、新しく北海道景

観条例というのができまして、それとともに、今日中標

津町さんも景観計画をお作りになるということですけれ

ども、北海道のほうでも景観計画というのを作っており

ます。そのときに合わせて、景観計画の中に書けない目

指す姿、そういったところを景観形成ビジョンというも

のを作りました。そのときに携われていただいておりま

す。そのときに、北海道中の景観、どういう景観があっ

て、北海道ではどういうことを進めていかなくてはいけ

なかしべつ景観フォーラム ～まちの成り立ちと今後の市街地景観を考える～ 

◇開催日時：平成28年9月10日（土） 15：00～17：30 

◇開催場所：寿宴 

◇参加者：82人 
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ないのかというようなことをやらせていただきました。

そのあとに、平成２２年～２３年度に後志総合振興局の

ほうに私所属しまして、羊蹄山麓で広域景観づくりとい

うものをやっているんです。７町村による広域景観。ひ

とつのまちではなくて、広域でやるという景観づくりを

やっておりまして、そのときに後志のほうで空き家がす

ごくたくさんありまして、景観を阻害しているので、空

き家バンクというものの立ち上げを行いました。そうい

うものに携わったということでして、それで直近の話で

いきますと、平成２７年、２年前に東神楽町役場のほう

に派遣されまして、２年間町の職員として働いてきまし

た。そのときのミッションが、景観計画を作ってくれと

いうふうに言われまして、北海道の景観形成ビジョンを

作っていたときにまさか町の景観計画を作ることになる

とは思わなかったのですけれども、そういうものが巡っ

てきまして、今日のできたてホヤホヤですけれども景観

計画というのを作るような仕事に携わりました。それ以

外に、個人的にNPO活動とかというものもしまして、渡

島って函館のほうにある振興局に行ったときにですね、

西部地区という函館の歴史的な建物があるところですね。

そちらの空き家の調査といったものをNPO活動の一環で

一緒にさせていただいております。このときに、その空

き家の活用をどうしようかということもありまして、子

育てまちなかオープンスクールという全国の空き家の活

用とかをやってらっしゃる先生方に集まってもらって、

西部地区の弥生小学校というすごく古い小学校があるの

ですけれども、そこでオープンスクールを開催したとい

うようなこともしておりまして、そういったいろいろ景

観にまつわるお仕事をいままでさせてきていただいてお

りますので、そういうことから今回いろいろな取組とか

事例についてご紹介させていただければなというふうに

思っております。 

今日のお題は、「景観まちづくりの効果」、景観ってや

って何かいいことあるんでしょうかということをよく聞

かれたり、行政から尋ねられたりしますけれども、それ

がいいこと、こういうことがあるよという事例の紹介と

ですね、それに向けて景観というのはやはり誰かが携わ

っているからできる、景観そのものを残そうということ

も、その意思を持って誰かがやっていないと景観は生ま

れないということもありますので、誰がやって、どうい

う仕組みでやると上手くいくのかというようなところも

事例の中に焦点をあてながらご説明していきたいなと思

います。 

まず、去年までいました東神楽町の景観づくりのお話

を最初にするんですけれども、東神楽町ってご存じない

方、あまりよく知らないという、場所はどこだという方

もいらっしゃると思うんですが、実は旭川市の隣でして、

実はこの中標津町さんと似ているところがたくさんあり

まして、空港もある地域なんですね。空港から町までの

距離が非常に近い、今日、昨日からお話をうかがってい

ると「近くてすごい便利でいい」というお話なのですが、

実は東神楽町もすごい近くてバスに乗るような感覚で飛

行機に乗っていますというような町です。で、似ている

ところも結構あるのですけれども、人口はちょっと中標

津町さんより少なくて、１万３８０人と。でもこれが、

実はこれもまたちょっと自慢的になりますが、人口が道

内で増えている町のNo.１というところでして、すごく人

口増加率が高いんですね。しかも若い人が入ってきてい

る人数がすごく高いということでして、平成２年くらい

前は５７００人くらいだったのですが、それが急激に伸

びて今倍ぐらいになっているというところです。主たる

産業が農業でして、お米やアスパラ・水菜・小松菜とい

ったようなハウス栽培のものも作ったりしております。

 

それで、写真が出ておりますけれども、これが去年の

同じくバスツアーというのをやったときの写真なのです

けれども、こう、この東神楽町って河岸段丘になりまし

て、少し段差があるところにも稲を、田んぼを作ってで

すね、その風景が非常に北海道の中では珍しいというこ

とで、そういった風景の写真を撮るようなバスツアーも

やっております。東神楽町の特徴としては、市街地が２

つあるというのが非常に特徴的でして。実は旭川に近い

側に新しい市街地ですね、ひじり野地区というところに、

新しく宅地造成をして住宅地ができるということがあり

まして、人口が伸びているということがあります。 

そもそもの市街地のほうが、役場とかがある中央市街

地というところなのですけれども、そこと同じくらいの

人口がこのひじの野地区というところになりまして、非

常に大きくなりつつあるというところでして、この左の、

右の写真のようにですね、新しい住宅地造成がどんどん

進んでいるというのがございます。空港のある町でして、

花のまちづくりも盛んというところで、そういったとこ

ろを景観づくりをするということで去年関わってまいり

ました。 



 

9 

そのテーマがですね、テーマをつけるというところが

すごく景観計画の中で大切だったのですけれども、いろ

いろご意見等も受けて、試行錯誤をして、最後に決まっ

たテーマが「大雪山の自然の恵みが息づく 花のまち」と

いうタイトルに決まりました。一番大きい景観資源とし

て大雪山というものの麓にあって、その景観を見るもの

の対象だけではなくて、やっぱり大雪山から流れてくる

水の恵みですとか、自然景観によって町ができていると

いうところを大切にしようという景観づくりのテーマに

なっております。 

 

その中で、３つの手法。景観を作るためには３つ手法

があるということを、その景観策定委員会の副委員長を

されていました方で、市街地景観ですとか、農村景観の

第一人者と言っていいと思いますけれど、中井和子先生

からのご提言がありまして、作る方法には３つあります

よ、と。新しく景観を作るということと、守っていくと

いうことと、整えるという、３つ手法がありますよとい

う言葉がありまして、非常にこれが大切だなということ

で思っておりますので、この３つを今日は基に、事例の

紹介をしていきたいなと思います。 

作ると言いますと、新たな景観を作るということで、

いままでなかったものを新しく作り出すというところで

すね。その例で出しているのは、スウェーデンヒルズで

すね。当別町にあるスウェーデンヒルズなんですけれど

も、新しく住宅地をルールを基に作っているという例。

２番目の守るというのは、これ羊蹄山の風景を出してお

りますけれども、この羊蹄山という見える景観をずっと

守っていくということ。あと、整えるというのが、いま

ある景観をよりよい状態にするということで、花で飾っ

たり木を植えたりとかというようなこと。その３つの手

法がありますということでして、まずは１つ目の事例で

すね。新たな景観を作るということの事例の、美瑛町さ

んの本通地区商店街というのが、市街地景観の中で非常

に先進的な事例かなと思います。 

東神楽町のお隣の町ですが、美瑛町さん非常に景観の、

観光で有名な町ですので、皆さんもご存知で行ったこと

のある方も多いかと思うのですけれども、丘のある風景

ということで、非常に写真ですとかハガキとかそういう

ものたくさん出ておりますが、実はその駅前の商店街と

いうのが非常に景観的に整っていると。手法として、建

築協定というものが書いてありますが、建築のルールが

あることによって、同じ建物の形ですとか、色ですとか

そういったことを整えております。これができたのが、

実は平成元年～１３年の１０年以上に渡ってやっている

土地区画整理事業というものでやっております。その区

画整理事業、道路の拡幅ですね。道路の拡幅に合わせて

建物全部立て替えたり、換地して入れ替えたりというこ

とをしておりまして、そのときに一層するということで

ルールを作ってやっております。ほとんどの建物を改築

したということなのですが、これに関わった住民１７０

名が、皆さんが建築協定を結ぶということで成り立って

いるところです。デザインのガイドラインとして、屋根

の勾配が４５度というふうに決まっておりますね。あと、

パサージュにこの美瑛でとれる軟石を使うということ、

これは義務ではないのですけど推奨するというところと、

外壁がグレー、茶、緑色系と色づかいの、色の指定がご

ざいます。その他、電線の地中化ですとか、流雪溝の設

置などがありまして、この街並をきちんと作っていると

いうところがあります。

 

丘のまち美瑛の状況なのですけれども、人口が１万人

ちょっとと東神楽町と同じくらいの人口でございます。

主たる産業も農業ということでほとんど同じなのですけ

れども、なぜこういう景観の町になったかという背景で

ございますが、昭和４６年に写真家の方がこの農村風景

を見て、非常にいいところだというところで来だした。

このあとにいろいろ評判が広まっていったというのがご

ざいます。平成元年にリゾート開発が活発化しまして、
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そのときにやはりこの景観を守らなければいけないとい

う景観保全の気運が高まって、そのときに景観条例を制

定するということがありました。非常に早い段階で景観

条例を作った町の１つです。その平成元年にそういう気

運が高まったときに、やはり土地区画整理事業をやりま

して、建築協定を結ぶというような流れになっておりま

す。 

そういった中の仕組みなのですけれども、その建築協

定を作って守るようにしていったかということで、こち

らは町民と行政の共同によるルールづくりがあったとい

うことですね。本通地区商店街で、この建築協定という

のは、義務とか規制がかかってないとか、罰則があると

いうものではなくて、紳士条例になるのですけれども、

それをみんなが協定で守っていこうねというルールづく

りをしたというところが非常に先進的だったと思います。

こちらも平成２年に建築協定していますが、そのあと平

成１５年に景観条例を改正して、その本通地区のエリア

だけにかけて景観の規制を、規制といいますかルールを

作っていましたが、景観ルールを改正して、対象エリア

を町内全域にしたりしております。 

あとは、美瑛バンクの支援ということで、これは町に

景観づくりに対して、「美瑛が好きだよ」という方々から

支援金をいただいて、それを寄付としてもらって、地域

の花づくりをしたりですとか、景観守ったりということ

を仕組みとしてやっております。ですから、そういった

外にいる人も輪になってそれに協力するという体制づく

りがされているということですね。 

あとは、大学との連携というふうに書いておりますけ

れども、これいま現在は北大の観光学高等研究センター

と町のほうで連携協定を組んでいまして、景観の調査で

すとか、新しく景観計画こちらの美瑛町もできたばかり

なのですけれども、作るといったその業務のほうも受託

をするなど、大学も入り込んで景観づくりですとか、方

針を作ったりとか、まちづくり活動について積極的に関

わっていただいている。そういうような仕組みの中で景

観づくりをやっている事例でございます。 

効果なのですけれども、美瑛町さんのことは非常に皆

さんもご存知かと思うのですが、観光客の方が非常に多

いですね。平成元年に６０万５０００人くらいだったの

が、平成２５年には１４９万４０００人と約２．３倍に

なっていますが、この効果として観光客が増えたという

ことに付随して、美瑛のブランドができて、特産品の開

発ですとか、販売というものに繋がっていっています。

お菓子が売れるですとか、小麦を利用したパンですとか、

うどんというものが非常にお土産品として販売されてい

るということです。 

あと、NPO法人のほうも設立されていて、びえい農観

学園というものですけれども、農業と観光をやはり両方

とも上手く活かせるためのそういうNPO法人もできてい

ます。 

町民のいろいろなまちづくり活動の促進ということで、

そういった気運が高まって町民が主導してやってきたと

いうことの歴史がありますので、日本で最も美しい村連

合というのは、ヨーロッパのほうの美しい村連合の取組

を見てきた方が日本でもやりたいというふうに始めたと

聞いておりますが、この美瑛町さんを発端として始まっ

たというようなことで、町民主導のまちづくりが非常に

活発化しているというような効果があるかなというふう

に思います。 

同じように、新しく景観を作るという事例に関しまし

ては、ニセコ町の綺羅街道という商店街がありますが、

こちらも町並み景観形成ガイドラインというものを作っ

て、町並みの色を合わせたりするということもやってお

ります。こちらも建築する前に事前協議をするというこ

とで、必ずそのガイドラインを守った商店街の建物づく

りというものが実践されるような仕組みになっておりま

す。

 

それ以外にも、東川町のグリーンビレッジという住宅

地があるのですが、こちらも建築緑化協定書というのを

交わしていまして、壁面を少し下げましょうですとか、

使う素材は天然の素材にしましょう、木ですとか石です

とか。緑地率。敷地の中に必ず緑のスペースを作りまし

ょうというのが、かなり厳しいのですけど、２０％以上

作りましょうというようなルールがございます。こちら、

ニセコの綺羅街道の写真ですけれども、建物の素材とし

て木を使ったりですとか、あと建物の色彩とかを統一す

るというような形でこの商店街も非常に賑わっていると

いう状況です。東川町のグリーンビレッジの住宅地です

けれども、やはりこの緑が非常に多いというのと、建物

の雰囲気が非常に近い形になっていて、ものすごい人気

の住宅地ということになっています。
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もうひとつの事例ですけれども、これ黒松内町さんも

すごい早い段階で景観行政団体になっておりますが、こ

ちらはすごく厳しくですね、いろいろなルールを作って

いる町の事例ですね。黒松内町さんの、昭和59年の、ち

ょっと色が暗くて見にくいかもしれませんが、屋根の部

分を見ていただくと、青とか赤のトタン屋根が非常に多

いかと思うんですよね。これがですね、景観のルールを

定めて屋根の色を暗い色にしなさいというルールがあり

まして、平成17年にはだいぶ色合いが落ち着いた感じの

住宅地。これ上から見た、同じ位置から見ていますけれ

ども、10年以上かけてこのようにルールをかけることに

よって町が変わっていくという非常にとても特徴的な例

となっていると思います。 

２つ目の守るという手法。これまでの景観をこれから

も守っていこうという手法のひとつの例。羊蹄山麓の広

域景観の事例でございます手法としては、景観法という

新しく平成16年からできている法律を活用しているもの

です。景観資源としましては、羊蹄山というものを、7

町村にまたがって羊蹄山がありますので、その景観資源

を有する7町村が広域的に景観を守っていくという仕組

みです。

 

北海道の美しい景観の国づくり条例の中で、この広域

景観の地域指定をもらって、行政体の連携による景観保

全を行っております。これを、広域景観をやるようにな

った背景なのですが、2001年ですね、アメリカの同時多

発テロ以降ですね、オーストラリアの方がニセコの地域

に非常に増えまして、観光客が増えまして、安全ですし

パウダースノーだということでいらっしゃる方が増えま

して、そういう関係で海外資本のコンドミニアムなんか

の建設ラッシュが起きました。そのときに、開発の活発

化で麓ではやはり高いホテルが建設されたりとか、背の

高いホテルが建設されるということによって景観が失わ

れるのではということで、こちらも景観保全の機運が高

まりました。そういうこともあって平成18年に7町村に

よる広域景観づくり推進地域が指定されるというあとに、

もう少し厳しいルールですね、建物の高さの制限をかけ

るですとか、そういったことをするために準都市計画と

いうのを定めて、景観地区ということを定めるというル

ールづくりによる規制を行っております。倶知安町とニ

セコ町で行っております。これがニセコ町の景観地区内

のルールの一部なのですけども、高さの規制というもの

がありまして、普通の建物は15メートル以下としましょ

う、建物の屋根は傾斜屋根にしましょう、外観はけばけ

ばしくない色にしましょうというものがあります。あと

ベッド高くしましょうとかいろいろありますけれども、

こういったルールがございます。こちらの仕組みのほう

も、広域連携によるルールづくりということで、これは

行政の7町村による連携ということになりますが、それ

によって倶知安町とかニセコ町のリゾートエリアにおい

て、景観を、景観地区の指定ということにも繋がってお

ります。あと、後志空き家バンクというものの立ち上げ

なのですけれども、そちらは行政だけではなくて、不動

産業界ですとか建築業界と連携してこの空き家バンクと

いう仕組みを立ち上げております。この効果としまして

は、やはり世界的リゾート地として、注目を集めるリゾ

ート地の景観を守って海外からの観光客、投資が増加し

ているということです。著しいのは地価の上昇なのです

けれども、2016年の地価公示で、日本全国で倶知安町の

ところが一番地価の上昇率が高いという状況がありまし

て、そういうような効果が表れております。

 

３つ目の整える事例ですけれども、こちらが花のまち

づくりを進めている恵庭の恵み野という地区ですね。こ

ちら北海道を代表する花苗の生産地になります。1990年
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代に恵み野地区の住民有志の方から始まったガーデニン

グがまちづくりの規模にまで発展したという経緯がござ

います。これ、ここに出ているのは恵庭市の花の駅です

ね、道の駅。背景としましては、90年にニュージーラン

ドのクライストチャーチという花のまちづくりが先進的

な町があるのですけれども、そこの紹介と視察をまちの

ほうで行って、それを見た町民の有志の方が花づくり愛

好会を発足したということが始まりになっております。

素晴らしいのは、自分たちでまずは商店街とかにお話を

して、ガーデニングコンテストをやりましょうというこ

とで、いいお庭を表彰するという制度を自分たちで始め

たと。それが始まりになって、そのあとに企業とか行政

と拡大していったという動きがございます。本当に住民

からの始まりで始められているまちづくりの事例かと思

います。その後、だんだん町中に広がっていって、最後

には市役所のほうに花と緑の課というのが設けられるほ

ど花のまちだということの認識が町中に広がっていった

という形になります。

 

これの仕組みは、花のまちづくりをやっている団体が

たくさんあって、その団体間の連携をするというところ

がすごく大切だったのかなと思いますが、中標津町さん

にも活動している団体さん、花ではなくて、景観まちづ

くりに関わっている団体さんたくさんあるのかもしれま

せんけれども、それがバラバラではなくて、やはり連携

して取組むというところが大事になってくるのかなと、

そういった仕組みが必要になってくるのかなというふう

に思います。持続可能な供給の体制もあるということで、

花の苗の生産者さんが町内にいらっしゃって、その方か

ら安く花の苗を買えるという環境があるということで、

それが町内の企業さんにも潤いが出てということになり

まして、そういう持続可能な仕組みがあるということも

ひとつ特徴かなと思います。効果としては、恵庭市の人

口がですね、こちらも人口が伸びているということでし

て、恵庭市全体では6万9000人と非常に大きいまちなの

ですけれども、恵み野地区という住宅地のエリアだけで

見ても、実は非常に増えていると。70年代に開発されて

35年以上経っている住宅地なのですが、人も入れ替わり

があるといいますか、ちゃんと人口の入れ替わりがある

ということで非常に増えているというのが特徴かなと。

普通は高齢化したりする住宅団地なのですけれども、そ

こもやはりこの景観の花のまちづくりの効果できちんと

それが持続されているというところが効果かなというふ

うに思います。もうひとつの効果としては、その、花を

育ててお庭を綺麗にするということは、実は観光産業に

も繋がっているということで、北海道ではオープンガー

デンをされているお宅が非常に増えているということも

ありますし、北海道全体で「ガーデンアイランド北海道」

の取組みですとか、北海道ガーデン街道といったことで、

本州ですとか海外からも北海道にお庭を見に来るという

観光客、花を見るということが目的になっている観光と

いうものが育ってきたという、そのような効果もござい

ます。 

ちょっと早口で説明したのですけども、今日のように

ですね、どのような仕組みで景観づくりを取組んでいく

かということが、これからこの計画の中にも盛り込まれ

ていくと思うのですけれども、その部分、どうやってそ

の町らしさを出した仕組みにしていくかというところが、

これから皆さんで考えていって、よりよいまちづくりを

進めていっていただけたらなということで、話題提供と

しての事例紹介でした。以上です。どうもありがとうご

ざいました。 

 

〇司会：植田 

はい。奈良さんどうもありがとうございました。景観

を作る、守る、整えるというステップが具体的な事例を

たくさん見せていただきました。また、そこに参加して、

まちの人たちと、あるいはまちの人たちと共同する、あ

るいはさまざまな分野がひとつの景観を作っていく。そ

んなような事例もたくさんあったかと思います。 

さて、次にですね、坂井 文先生。東京都市大学の教授

でいらっしゃいます坂井 文先生から話題提供としてで

すね、いま進んでいる景観計画の状況についてお話いた

だきたいと思います。講演のタイトルは「中標津町の景

観計画における”市街地”の方針」です。坂井先生は、２

００５年にイギリスのロンドン大学で博士号を取得され

て、そのあと北海道大学の大学院の准教授をなさってお

られました。その他に、道内のさまざまな景観計画に関

わっておられたり、あと道の景観審議委員長をなさった

りされていました。本年度からですね、東京に行かれて、

東京都市大学都市生活科の教授として活躍されておられ

るということですけれども、北海道にも足しげくこうや

って来てくださり、また本町の景観計画策定委員会の委

員長も務めてくださっているという形です。では、坂井

先生どうぞよろしくお願いいたします。 
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■ 講演②：東京都市大学 教授 坂井 文 氏 

「中標津町の景観計画における“市街地”の方針」 

ただいまご紹介いただきました東京都市大学の坂井と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

いまご紹介ありましたように、私は去年まで北海道に

おりまして、いま中標津の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ので、前回2月くらい

にフォーラムの一回目をやったのですけれども、引き続

いていま策定委員会でどのような議論をされているかと

いうことを皆さまにご紹介するというような内容でござ

います。  

少し復習ですけれども、そもそも何で中標津の景観計

画を作らないといけないのかということで、やはりまち

への愛着とか誇り、いまシビックプライドとかという言

葉が流行っているのですけれども、そのまちに対する思

いをちゃんと後世に伝えていくということが継続的にこ

のまちが発展するということだと思うんですね。私、前

回のフォーラムでも申し上げたかもしれませんが、よく

言うのですが、行政の仕事の中で景観というのもなくて

も誰も死なないかもしれません。福祉とか医療とかはな

いと亡くなってしまう方がいるので一生懸命やるのです

けれども、景観はなくても人は死なないですが、まちが

死ぬ、と私は思っております。そのくらいまちを持続可

能に育てていくために非常に必要なものだということで

景観計画を作ろうと決心されたというわけでございます。 

これは前回の復習ですけれども、それではそもそもい

ま景観ってどんなふうな構造になっているのかという現

状把握をしました。少し見づらいかもしれませんけれど

も、一番上のレイヤーといって、中標津のまち全体を分

断して考える。最初が自然の要素はどうなのか。２番目

の黄色いところが歴史的な資産。３番目が今日お話しす

る暮らし交流拠点。市街地。今日のタイトルにもありま

すように市街地のあたりはどういうふうになっているか。

４番目が共同のまちづくり。いわゆる市民参加による景

観まちづくりはどういう状況かと。そういったレイヤー

を重ねて一番下の目標みたいなものを考えていこうとい

うことを、もう半年くらいから決めてやっております。 

 

今日の発表では、この赤いところと水色のところにつ

いてに発表します。そういった現状を把握した上で、基

本理念としてどういう方向で、先ほど作る、整えるとい

うお話がありましたけれども、中標津の場合は歴史・文

化・産業との融和、自然との共生による景観まちづくり

をしていこうというお題を出して、その下に先ほどの自

然、そして農村景観、そして暮らし、市民によるまちづ

くりというこの４本柱を立てています。今日のこの赤い

３番。歴史と文化、産業を感じる景観と共に育て、交流

と賑わいを創出しますというところをまずご説明します。

方針が４つあります。１個ずつ説明しますね。 

方針１。魅力ある市街地景観を創出します。道東地域

の拠点都市としての魅力向上に努めますと。今日も、ま

ちづくりの、まちづくりじゃないですね、まち歩きに私

も参加して、いろいろな情報を得てきたのですけれども、

いまさらながらに、やはりこの中標津は研究機関の集積

とか市場の集積とか、広域のエリアに対して非常に重要

な核となる施設をお持ちだと。そのお持ちの、拠点都市

としての魅力を中標津のためではなく、この道東のある

拠点都市としてやはりこれからも引き継いでいく必要が

あるという思いを強くしました。市街地というのは、そ

れがある意味代表する、皆さんよく通るまちですから、

そこの顔として作っていくというのは大事なのではなか

ろうかと、そういうように考えます。 

方針の２です。暮らしの環境を守り、作り、育てます。

下にありますけど、利便性の高いコンパクトなまちづく

りに努めます。実はこのコンパクトなまち、これがこの

最初の第１回目にも少しお話をさせていただいたのです

が、中標津は素晴らしい断面図というか、まちの、私た

ちはだいたい平面的に「あそこに駅がある」とかこうい

うように判断するわけですけれども、そこをケーキのよ

うに切ったわけですよね。山があって、大地になって、

そこから河岸段丘があって、川があって、また持ち上が

っているという、この地形が非常にコンパクトシティに

なりやすい。真ん中に、要するに河岸段丘のところに市

街地が集中していると。プラス、人間の知恵である都市

計画のおかげで、バイパスをひいた、バイパスの外側に
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はもう広がらない。バイパスがちょっとこう、太ってき

たお腹にベルトをするような、そんな役目をしているこ

とが功を奏して、いままさに全国でコンパクトシティの

嵐ですけれども、このまちはすでにコンパクトシティを

なし得ているということですが、それを今後も続けてい

くためには、やはりいろいろなことをまだしていかなく

てはいけないのではないかということですね。 

 

方針３。憩いの場となる水と緑のネットワークを育て

ます。今年は、本当に異例続きで台風がいくつもきて、

私も昨晩、昨日飛行機が飛ぶか飛ばないかという中、来

ましたけれども、やはりあらゆる災害に強いまちという

のは安心して住める。つまり暮らしやすい。そういった

ものは景観とは不可分ではない、コインの表と裏みたい

なものですね。今日もまち歩きをしていたグループの方

にも、ずいぶんと川がやはり、水が非常に、水辺の近く

にあるんだということを痛感しましたみたいな感想を聞

きました。なので、このまちの中にある水、まちの中に

ある緑、そういったものをどういうふうに活かしながら

自分たちの生活の中でいいものにしていくということの

方針３。 

 

方針４、歴史と文化を感じる景観を守ります。私は、

ずっと北海道にいていろいろなまちで景観とかのお話を

させていただくと、「いや北海道は歴史がないから」とい

うお話をたびたび聞きました。でも、歴史というのは何

も１００年、３００年流れてなければ歴史ということで

はございません。皆さんは、このまちにまずは開拓とし

て入ってきて、それからずっと開拓してきたこの歴史を

やはり後世に伝える。そのためには、建築物というのは

あると非常にわかりやすいんですね。ですので、まず建

築物を残してはどうかと。プラス建築だけではない、い

ろいろなところにその面影が残っている。そういったこ

とはやはりある程度勉強しないと見えてこないのがある

んですね。

 

そういう意味で、今日の午前中のまち歩きは非常にい

ろいろなことを、情報があったので、また見る目が違っ

てきた方もたくさんいたと思うのですけれども、是非今

日は参加されなかった方も、次回とか、そういったまち

歩きとか、自分でいろいろな町史を読んだりして、この

まちがどう作られてきたかというのを知るとまた見る目

が違ってくるというようなこともあると思います。そう

いったこのまちの形成を、発見をやはり残す必要がある

というのが方針の４。 

それをじゃあ具体的にどういう風にやっていくんだと

いうところもちゃんと景観計画の中で書き込んでおりま

す。ま、何か大義名分でいいことをたくさん言っている

がそれどうやってやるの、という話ですね。どうやって

やるのを８つに分けて考えました。やはり中標津も広い

ので、それぞれによって特性が違います。空港の周辺と

か、計根別のあたりも考えているのですが、今日はとり

あえず市街地のお話を中心にということですので、真ん

中４つ。8個のうちの４つの部分についてお話します。 

まずは、国道２７２号線、バイパス沿いのところです

ね。バイパスのところは実はこのまちはすでにこの景観

計画を作る前もいろいろなアイディアでガイドラインで

開発をするときには木を植えてくださいとかやっている

ので、セットバックをしてくださいとかいうことをやっ

ているので、ずいぶんと綺麗な街並にはなっているとは

思いますけれども、それを引き続きこの景観計画の中で

もやっていくということでございます。また、中央通り、

大通りの取組です。こちらはやはりまちなかの賑わいと

豊かな自然環境を感じさせ、農村観光を予感させる景観

形成か。ちょっといろいろと欲張りですね。たくさん入

っているので、これを実現するのは結構難しいかなとい

う気もするのですが、この沿道に建物を作る場合、その

建物の作り方ですね。賑わいが少しでもにじみ出るよう
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な、そんな作り方ができないかというのを、こういった

右側の、ちょっと小さくて見えにくいかもしれませんが、

イラスト付きで景観計画の中で示しております。 

 

３番目が市街地中心の部分ですね。こちらの中にもて

なしとか賑わい、新たな交流、いわゆるまちの顔として

の部分をどういうふうに作っていくか。こちらもイラス

トを入れていろいろと提案をしているのですけれども、

先ほど言ったように、道を歩いている人に中の賑わいを

感じられるような大きな窓を作ってみたり、オープンカ

フェというんですか、少し道のほうに店を出して、今日

とかものすごい気持ちのいい天気でしたので、そういう

ときに少しこう座ってお茶を飲みながら通りの人を見る

とか、そこを街並にできないのかなと、そこを街並にし

ていきたいねというような話をしております。 

 

こちらは市街地のほうですね。市街地のほうも農村環

境があっての市街地という、中標津の非常に特徴なとこ

ろを何とか調和という感じで、市街地と農村の環境が調

和する。潤いと安らぎ。で、住み心地のよい。この住み

心地のよいというのが、実は景観に如実に出てきます。

皆さんが住みやすい、綺麗に住んでいる、心地よく住ん

でいるというのは絶対景観として現れてきます。なので、

そういった空間をどうしたらできるんだろうということ

を、こちらもイラスト付きでいろいろと提案しておりま

す。   

 

ここからはですね、市民参加による景観まちづくりとい

うことで、私もこのまちに来てからいろいろな市民活動

をやっていらっしゃる方、またそれを整える、ちゃんと、

それもこの１年２年ではなくて１０何年ですね、このま

ちに入り込んでいろいろな意味でコーディネートしたり

されている方、大変心強いと思っております。そういう

活動が少しずつ輪を、螺旋がスパイラルとしてアップし

ていくんですね。今度は大きくならないかということの

仕組みづくりをいま考えているところです。このやり方

も景観法の中で、景観というのは結局は市民が共同で自

らやらなければ続かないということはわかっているので、

景観法の中でその仕組みづくりみたいなことは書いてあ

ります。 

 

ちょっと熟語みたいで長い言葉になっていますけれど

も、景観形成整備機構という、景観整備機構という長い

団体の名前なのですけれども、その団体を中標津型です

ね。いままで全国で作られていますけれども、中標津型

の新しいタイプのものを作ろうということで、昨日も委

員会のほうでずいぶん議論しました。そのお話はたぶん

最後の、また年度末に討論が予定されているみたいなの

ですけれども、そのときにちゃんとご報告できると思う

のですが、いまちょうどそのどうやったら景観計画が絵

に描いた餅にならずに、皆さんが皆さんの力で共同して

進めていけるような仕組みづくりを考えているところで

す。この仕組みをして、作って何をするのか。具体的に

は、例えばということで我々が考えているのが、先ほど
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バイパス沿いの区域では、あるいは自然環境等の、その

環境が外である意味都市計画的にはわかれるところです

ので、それをどういうふうに保全しながら流用していく

か。もしくは、その中央通り、大通り沿いによっては、

商業施設や店舗周りにおいて、人々をもてなす設えを演

出する。これは先ほど申し上げたことですけれども、こ

れも市民のそれぞれの方がやらないとなかなか実現をし

ないということですね。そして、市街地中心部というか、

商業地域のことを指していますけれども、そこでもやは

りちょっと空地、空き地が目立っているところ、あそこ

をもう少し利活用して、修景というのは景観を少し直し

てですね、「整える」と先ほどお話がありましたけれども、

緑を入れたりする緑化をしてからの、空地にしないとい

うような試みをするとかとかというようないろいろなア

イディアを出しております。 

 

中標津の全体、市街地全体としては繰り返しになりま

すけれども、この背後にある農地・田園景観があってこ

その市街地なので、そちらとどういうふうに共存するか。

このあと菅野さんのほうからこの田園環境の話がまたあ

るかと思いますけれども、この田園環境をどういうふう

に守っていくかというのが実は大きな問題。今日は私は

市街地のお話にフォーカスしましたけれども、それと同

じくらいのウェイトで農村、田園の景観をどういうふう

に守っていくのか、整えていくのかという議論もしてい

るところでございます。今日も朝ご参加ならなかった方

もたくさんいるので、このあと発表があったりしてまた

説明があると思うのですけれども、通った道は、ちょっ

とわかりにくいかもしれませんが、こういったぐるーっ

と回らせていただきました。非常に多くの情報を山宮部

長と菅野部長のほうから伝え聞いて、皆さんいろいろな

「あ、そうなの」という感じで非常に驚きの声が上がる

ようなツアーでございました。そのあと、本当に１時間

くらいでこれから発表のあるまとめなので、まとめなの

ですけれども、本当に皆さんたくさんの意見があって、

私も発表するのがいまから非常に楽しみです。これは、

そのときのひと場面なのですけれども、大きな木の下で

山宮課長がお話しされているのを聞いて、私ひとつの言

葉を思い出しました。「１本の木の下で語り始めた人の話

を聞きに人が集まる。それが学校の始まりだ」これはア

メリカの建築家のルイス・カーンという方がおっしゃっ

ています。要するに、学校である必要はないのですが、

景観というのも結局いろいろな知識を得れば得るほど、

「そういうことか」「この風景はだからこういうふうにな

っているんだ」「この景色はこうだからこういう風な道に

なっているんだ」だから、それを少しでも残して、自分

の子どもや孫に後世に伝えなきゃならないのではないか

という、やはりこういった教育というか、本当に単純に

楽しかったです。天気がよかったのもあると思うのです

けれども。私のほうは今日は何とお食事も地産地消のメ

ニューをを提供していただいて非常においしかったです。

私は頭もいっぱいだしお腹もいっぱいの状態でとても幸

せなのですけれども、そういうふうに皆さんにも是非こ

ういったシンポジウムとかまち歩きとか機会があれば参

加していただいて、よりこのまちを知れば、よりこのま

ちに愛着がわいて、やっぱり何かしなければいけないの

ではないかということになると思いますね。 

景観計画を作りますけれども、私が責任を持ってとい

うか委員長として。でもそれを絵に描いた餅ではなくて、

そのあと５年も１０年も続けていくのは皆さんです。な

ので、皆さんが自分のことと思わないと景観はやっぱり

よくならないですね。なので、是非、本当に今日も土曜

日の日にこうやってフォーラムにお越しいただくという

ことは、そういった関心がある方だと思いますけれども、

続けてこういった会に参加し、いろいろな市民活動に繋

げていっていただければというふうに思います。以上で

す。 

 

〇司会：植田 

はい。坂井先生ありがとうございました。非常にコン

パクトな景観計画の進捗をお話いただいたと同時に、も

うすでに中標津の皆さんが取組んでいらっしゃる、それ

ぞれの視点による景観まちづくり活動。そういったもの

を評価して頂き、これが、それぞれの視点が景観に繋が

っていくんだよ、どんどんやっていこうよ、また、仲間

を増やそうよ、とそういったようなお話をいただいたよ

うに思います。 

それでは、ここで一度１０分弱ほどの休憩時間を取ら

せていただきたいと思います。後半は１6時5分のスター

トとさせていただきます。ちょっと皆さん、大勢いらし

ていますが、お手洗い等に行っていただけばと思います

し、あとアンケートの記入できる部分がありましたら、

どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございま

した。 

 

 

－休憩－ 
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〇司会：植田 

それでは、皆さまそろそろお揃いのようですので、な

かしべつ景観フォーラム後半を始めさせていただきたい

と思います。 

まずですね、先ほどから何度かご紹介している今日の

午前中の取組というか、バスツアーとマップづくり。こ

れについて参加者の皆さんに是非発表をしていただきた

いと思います。その時間を取らせていただきます。ルー

トはですね、いま前のほうにスライドで出ているように、

ここの寿宴さんをスタート、ゴールにして町中をぐるぐ

るっと巡った感じです。ちょっと残念ながら①というの

は、西部地区なのですけれども、こちらは時間の関係上

割愛させていただきましたが、約１時間半のバスツアー

の中で、役場の経済部の菅野さん、それから教育委員会

の山宮さんが猛烈なレクチャーをなさっていまして、頭

が飽和状態になっている辺りで、ちょっと中標津の地産

地消のランチをとっていただき、一休みしていただいて、

それで味覚の面でも中標津の景観の魅力を味わっていた

だいたあとで、マップづくりに突入したと、そういった

ような感じです。ルート的には、寿宴さんの前からしる

べっと、昔の鉄道の跡ですね。そこから伝成館のほうか

ら、町立病院、それから林道を走って、また少し田園を

走って町中に戻ってきて、バイパスに戻ってきまして、

それから東小の前の道、あそこをがーっと斜面下がって

いって、今日は見事に武佐岳が見えましたけれど、中標

津に寄って町中の景観を見ていただいたあとで、丸山公

園を経由し、最後また町の中心部を散策してとそのよう

な流れになりました。 

それでは、今日のツアーの参加者の皆さんから何が魅

力的だったとか、どういう景観がよかったとか、あるい

はこうして欲しかっただとか、そういったような意見を

いただければと思います。それで、各班５分の時間で発

表していただければと思いますので、よろしくお願いい

たします。じゃあ、A班どうぞよろしくお願いいたしま

す。全部でABCの３班があります。 

 

資源活用マップ発表 A班 

 

僕たちの班では、さまざまな場所ですが、いいところ

が出ました。１カ所に集中しすぎて見えなくなるときも

あったんですけど、さまざまな話がありました。 

例えば、通った中ではタワラマップ川。川がとても綺

麗で、中標津大橋もなかなかクラシックな感じでとても

かっこよくて、他にも白樺並木や紅葉並木。とても、そ

の季節になったらとても綺麗になるような場所も見てき

ました。 

その中で、活用できる、こちらになるのですけど、こ

こにいろいろ出された中でも、活用方法や課題、よりよ

くするアイディア、３つ出ました。まず１つ目、活用方

法なんですけれど、明日からすぐできるものなので是非

やってもらえたらなと思うのですけど。まず大きくわけ

て３つになります。１つは、白樺並木の活用になります。

あそこはなかなかガイドとかにも載らない場所にもなっ

ているので、隠れた名スポットとして推していけたらな

と思います。川としては、タワラマップ川を、すごい綺

麗な川なので遊べるようにもうちょっと発展・活用して

いけたらなと思います。あとは、この資源をツアーとし

てやっていくのがいいと思います。そして2つ目、アイ

ディアです。人材を育てる。学習を、景観の学習するア

ルバイトを育てたり、残そうとする人たちを育てたりす

ることです。 

2つ目は景観の見所マップを作ることです。 

3つ目は歩くために健康を増進することです。これはち

ょっと少し大変になってしまうので、なかなかできない

とは思うんですけど、よりよい中標津にしていきたい。 

そして、課題になります。これはなかなか大変なので

できないですけど、例えば道路にここがどこの場所なの

かわかるようにしたり、公共事業で標津川の遊歩道の整

備、歩道のでこぼこを直してもらったり、まちの条例で

看板や糞尿の匂いとかを改善してもらったり、教育関係

としては、歴史をPRしてもらったり、企業とかに手伝っ

てもらったり、古い建物の老朽化や宿泊施設が足りない

ということを改善していけたらなと思っています。 

でも、これかなり大変なのでなかなかできないとは思

うのです。なので、まずやることはすぐできるこの活用

方法とかできていったらなと思います。以上です。 

中標津高校のスミダガワユウタです。どうもありがと

うございました。 

 

資源活用マップ発表 B班 
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私たちBチームの発表です。まずですね、ざっと、見

えないと思うのですけど、こんな感じにまとめたんです

よね。こちらのマップで一緒に、皆さんと一緒にぐるー

っとバスで回りまして、同じものを見てきました。ただ

し、やはり人それぞれの着眼点がございますので、私た

ちのチームはこのようになっております。 

例えば、看板。企業さんの看板がたくさんまちなかに

ありますよね。本日は、まちなかの看板が雑然としてい

るよねと思う方がいらっしゃったり、看板ではなく町中

の植物が統一されていないよねというところに見られた

方もいらっしゃいます。また、中心地に近い工場がすご

い大きいところありますよね。雪印の工場。これって珍

しいよねというふうに思った方もいらっしゃいました。

私たち町民がよく利用するバイパス。東武さんだったり、

某電気屋さんがあったりするルート２７２。こちらのほ

うで、駐車場が大きいよね、だったり、いろいろなこと

あったのですけれども、それをまとめまして、これから

の課題のアイディアにまとめました。 

課題。例えば、看板ですと眺めを妨げている看板があ

る。ごちゃごちゃの看板。看板が雑然としている。じゃ

あこれをどうやって解決しようか。まちなかに統一した

デザインを。もしくは看板をなくす、揃える。それかも

しくは、企業さんに協力をお願いしてみようという意見

も出ております。 

続きまして、中標津町の魅力といたしまして、すごい

広い大地と高い空、そして綺麗な建物と色合いがすごい

綺麗だよねという声がありました。例えば、役場と消防

署の建物はレンガがすごい綺麗ですよね。芝生の緑がす

ごい綺麗なんですよね。あれを今日、見られたときに、

あの風景を見られて「ゆとりがあるよね」ということを

言っていただいておりました。このように統一されるも

のがありますと、やはり目で見ても綺麗ですし、一緒と

いう括りにもできます。 

この他に、市街地。歯抜けの市街地じゃ気になるとい

ったような意見もありました。あとは、今日ざっと見た

中で実は、すごい歴史的に木が重要ポイントを占めてい

たポイントが何点かございました。 

こちらのほうなんですけれども、見た目、そして生活

に合った植物を探して町中で統一するのはどうか。木を

守れる仕組みを作るのはどうかという意見もあります。

もしくは、これからのこととして、私たちは今日歴史の

ことを改めて知る機会を与えていただきました。それは、

中標津町というまちを開拓してきたパイアニアたちのす

ごい努力の軌跡ですね。試験場でしたっけ。伝成館と、

あと実はまちなかに鉄道の他に馬の、殖民軌道が走って

いるということも今日初めて知りました。 

こういうことっていうのは、そうですね。実は学校で

はなかなか習ってなくって、知らなかったんだけれども、

実はまちづくりにとても大事なことっていうのは隠れて

いるんです。なので、これからは私たちが課題となるの

は、歴史や知識など、そういうところを、不足している

ところを、勉強する的な感じのものがひとつ課題なのか

なと思いました。 

 

（B班キムラ）

 

いま話してもらったようにですね、中標津がこれまで

発展してきた歴史、そうした文化をしっかりと皆さんで

認識しながら、その上に新しい景観を、そこの景観を残

していくということが大事。そして、新たに発見したと

ころをそこに付け加えていって、よりよい景観にしてい

くというのが、取組むべきことではないかということで

まとまっております。よろしいでしょうか。別海町のキ

ムラと申します。そして、 

 

（B班ササキ） 

どうも皆さまササキでございます。ありがとうござい

ました。 

 

資源活用マップ発表 C班 

 

Cグループの発表者の村田です。よろしくお願いしま

す。 

いろいろまち歩きをして、いろいろな話をしていただ

きました。実際に、歩いて伝成館の辺りに、やっぱりそ

の伝成館というのは北海道の中標津の開拓に関する歴史

があるということ、そしてなおかつ白樺並木というのは

０号という区画、殖民区画をするにあたって零号が起点

となって中標津の開拓が始まっていくということもあり

まして、やっぱり伝成館と白樺並木というのはひとつの

景観としていいというふうな話が出ていました。それか
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ら高台から見晴らしが非常にいいこと。実際に登ってか

らも風景・眺めよろしい、ということもあって、実際に

山並みも眺望がすごく綺麗だという話があります。それ

とまちなかに横断する標津川、それから支流のタワラマ

ップ川があって、非常にその中、非常にまちなみがある

中にそういう河畔林という自然度が高い林があることに

よって、すごい自然豊かな景観を見ることができるとい

う中で、いろいろスポットがいいところがあるのですけ

れども、今回課題としてあがってきたのは、ひとつは歴

史。 

今回その情報をいろいろ教えていただいたのですけれ

ども、そういう情報を知る機会が非常に少ないというこ

とで、まずはそういう情報を知ることが必要だろうとい

うことがあがっています。それから、自然度につきまし

ては、例えば景観でも山が見える場所と見えない場所が

あったりしますので、ビューポイントを明確化したほう

がいいのではないかというような話がありました。それ

から、川遊びとかをして、タワラマップにすごく綺麗な

川があるので、もう少しそういう川に親しみがある場所

を、しっかりとイベントをするなり、なんなりして、何

かもうちょっと川も親しみを受けるようなことができれ

ばいいかなと思っています。それから、まちなかに関し

ましては、例えば街灯を統一するとか、それから看板を

設置したほうがいいのではないか。例えば、空き地だと

か雑草が多いというところもありまして、そういう場所

に例えばビューポイントのスポットを立てるとか、ある

いは中標津の歴史を勉強する。ひとつは中標津のＰＲと

しまして、その歴史のポイントとしましては、殖民軌道

が山宮学芸員のほうから、中標津大橋に殖民軌道が通っ

ていたということで、中標津大橋の欄干にその中標津の

歴史を変遷した写真を配置することによって、中標津大

橋を通行するとともに、その中標津の歩みがわかるとい

うようなポイントがあれば非常に中標津のまちなみと歴

史と、そして景観がわかるのではないかなと思います。

それから、道の駅というところも、あまりそういうもの

がもう少し充実させて、そこにビューポイントの案内板

と、それから経済効果として特色のある工場見学とか、

そういう情報発信の場として道の駅も充実させたほうが

いいのではないかというのは確かにありました。 

ということで、主に情報発信をもう少し充実させてい

ったほうがいいのではないかというようなことがありま

した。以上です。 

 

〇司会：植田 

はい、ありがとうございました。いま３班に発表して

いただきましたけれども、やっぱり実は知らない歴史が

たくさんあって、それが景観の背景になっていたりだと

か、あとは市街地とはいえども、自然と社会だとか、ま

ちなみのデザインを整えていくという制度で様子が変わ

るんじゃないかとか。そういったようなお話が結構各班

共通して合ったような気がいたしますが、非常に意味が

強い可能性がありますね。 

皆さまに是非ご報告したいのが、今日は２３名の方が

ご参加くださいました。それで、まず発表者の顔色を見

て頂ければ一目瞭然なのですけれども、上は６０代。こ

れはいつものことですが、下は高校生さんくらい。かな

り若い世代の方が参加してくださったということ。それ

から男性、女性ほぼ半々だったのですけれど、女性の参

加が多い景観フォーラムということに、これ素晴らしい

ですね。景観ということに、皆さんの関心を、それが人

口を押し切ったのかなというようにも感じたバスツアー

でした。皆さんどうもありがとうございます。 

それでは、引き続き座談会のほうに移りたいと思いま

す。座談会ではですね、先ほどの奈良主幹、それから坂

井先生のお二人に加えて、町役場の菅野 三夫さん、それ

から進行役で景観ネットワークの東田のほうがさせてい

ただきます。皆さんご登壇いただければと思います。 

まずですね、菅野さんから自己紹介を兼ねたミニプレゼ

ンをしていただきたいと思います。皆さまご登壇くださ

い。その上で菅野さんのプレゼンテーションをさせてい

ただきます。 

 

（東田コーディネーター） 

改めまして、皆さんこんにちわ。景観ネットワークの

東田と申します。今日はコーディネーターということで、

こちらのほうに席を置かせていただきます。 

先ほど、まずは午前中ですね、バスツアーとまち歩き

のツアーをやって、そのあと美味しいランチを食べてい

ただいて、私もいただきましたけれども、そのランチ分、

働け働けということで、一緒にツアーに参加していただ

いた町民の皆さんにマップを作っていただきました。マ

ップの中には、この中標津の魅力とか資源になるような

ものを出していただいて、そのあと、活用の方法とか、

それからいまもいいんだけれどもよりよくするアイディ

アとか、それから課題ということで出していただいたも

のを、３つのチームの皆さまから先ほど発表していただ

いたというようなことになります。 

まずは今日、ご講演された二人の方と、今日、いま始

めて登壇していただいている、午前中のツアーの案内人

だった菅野部長のほうから、まずは皆さんのほうにプレ

ゼンテーションということで、よろしくお願いします。 
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■ 話題提供：「なかしべつ景観の３つの視点」 

中標津町役場 経済部長 菅野 三夫

 

皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました経済部の

菅野と申します。よろしくお願いします。 

私のほうからはですね、景観を考える上でのひとつのヒ

ント、こんな考え方もできるのではないかということを、

貴重な時間８分ほどいただきましたので、若干紹介をさ

せていただきたいというふうに思います。 

今日はですね、３つの視点でお話をさせていただきた

いというふうに思います。１点目は物語性です。歴史の

話が先ほどから出ていますけれども、歴史を考えた上で

の物語性の話をしたいと思います。それからやはり、先

ほども出ていましたけれども、中標津は広域、この根室

管内の中心地として発展をしてきましたので、広域性の

話をしたいと思います。それから最後は、やはりいい景

観はもちろんなんですけれども、それを活用していくと

いうときにどんなふうな考え方をしたらいいのかという

ようなことをお話ししたいというふうに思います。 

最初の物語性の話ですけれども、いまさら私が言うま

でもないということもありますけれど、やはりこの中標

津の開拓の歴史の象徴であります根釧台地の格子状防風

林ということになるかというふうに思います。北海道の

開拓で殖民地区画というものを導入して、この地域は明

治３４年頃ですね、区画が設定されて、そのなかで防風

林１８００、約３．３キロに、100間、約１８０ｍの防風

林が設定されたとことが現在に残されている格子状防風

林というふうに出ています。大正末期から昭和初期にか

けまして造林が行われてきたわけですけれども、昭和３

０年代に各地で、北海道各地で大規模な農地開発が進み、

各地で伐採が進んだという歴史がありまして、北海道、

本来各地に防風林があったのですけれども、この開拓に

よってずいぶんと失われてきたという歴史でございます

けれども、この地域については、厳しい気候と、それか

らそういったものから農産物、それから人の命を守ると

いうようなことで残されてきたというところの歴史があ

るのでいいと。 

 

これは、上空から見たものです。やはりこの中標津の

件だけは、テーマがあって市街地景観ということであり

ますけれども、やはり市街地景観を考える上ではどうし

てもこの格子状防風林というところから入らなければい

けないと思っていますので、やはり酪農景観、それから

市街地景観もこの格子状防風林が元になっているという

ふうに思っていいんだというふうに考えます。市街地景

観ということになるのですけれども、中標津の市街地景

観は広域性を持っておりまして、経済の発展で現在の市

街地景観というのが形成をされていますので、ざっくり

と、あまりにざっくりしすぎるかもしれませんけれども、

ざっくりとその市街地の歴史を追ってみますと、大正１

３年頃ですね。３０数都市からの市街地ですけれども、

それが先ほど発表にもありましたけれど、殖民軌道。い

わゆる馬鉄ですね。馬で物や人をというふうな、日本で

初めて開設しまして、昭和２年に、先ほど皆さんに伝成

館、農地試験場がそこに設置されて、そして昭和１２年

に国鉄標津線が全線開通をして、この地域の中心になる

と、そういう歴史でございます。この中標津の景観とは、

やはりこういった酪農景観、それから中心市街地の発展

が特徴というふうになっていますけれども、ほかにある

ような、その景観、産業が直結していない景観たくさん

ありますけれども、過去に農産業遺産として景観の素晴

らしい地域ありますけれど、中標津の最大の特徴は、こ

こにも書いていますけれども、現在も進行形というよう

な中標津の風景が特徴だと思います。酪農景観も市街地

景観も生業そのものということでなりますので、これが

生業そのものですので、酪農経営、それから商業集積に

左右されるということになります。 

次に広域性のお話ですけれども、北海道の総合開発計

画というのがありまして、そこのテーマが「もっと遠く

の北海道へ」というテーマです。北海道庁は、「その先の

道、北海道」できていますけれども、国交省のほうは「も

っと遠くの北海道へ」というテーマです。これは、いわ

ゆる道東に注目されているというふうに考えていいとい

うふうに思います。いま、観光でも取組んでいるのは、

ものすごいタイトルなのですけど、「アジアの宝悠久の自

然美への道ひがし北・海・道」ということで、道東を周
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遊ルートで、いままではですね、その地区に行くという

ことだけだったのですけれども、そこを周遊しようとい

う取組をしています。その周遊するときにですね、ここ

にも書いてありますけれども、「食」。やはり景観のいい

ところには美味しいものがありますよねということで、

プロジェクトとしては食と風景、景観と地域ということ

で取組んでいますので、景観と食というのは本当に密接

に関わり合っているということですので、ここは食糧基

地ということでありますので、この景観と食というのを

大事にしなければいけないというふうに思います。具体

的な取組としましては、フードトレードということで食

べ歩きコースというようなことで、景観と食ということ

で、フードトレードを取組んでいるということでありま

す。 

最後に利活用の話ですけれども、いろいろなものが取

組まれていますけれども、ひとつの例としましては皆さ

んもうご存知かと思いますけれども、ロングトレイル。

去年ランチウェイが中標津市街地から弟子屈の広尾まで

３０．４キロの歩く旅ということでずいぶんメディアに

も露出するようにもなりましたけれども、これは市街地

景観から始まりまして、雄大な牧場の風景を通って、温

泉地を巡って、軽登山、摩周湖の外輪山があるというこ

とで、本当に景観に富んだいろいろなことが体験できる

ということで注目が出ています。それから景観を考える

ときに、あるものだけではなくて、ここに書いています

けれど、夏祭りの6千個の提灯。これは文化的なところ

だと思いますけれども、こういったものも景観としてと

らえていく必要があるのではないかというふうに考えま

す。その他にも活用されていることもあります。 

最後にですね、知的財産登録と付加価値という話をし

ておりますけれども、これは何かと言いますと、この地

域経済を活性化させるためには当然付加価値額を上げな

ければいけない話になるのですけれども、景観でもそう

いうことが考えられるのではないかというふうに思いま

す。 

 
これはロングトレイルのコースで、これは開陽台育成

牧場のところですけれども、このロングトレイルのコー

スの一部にモアン山のコースがあります。それのモアン

というのは大きく牛というふうに書いているあれなので

すけれども、実はそのモアンという食事のところと北根

室ランチウェイが入っています。すでにその北根室ラン

チウェイがあるスポーツメーカーと連携をしまして、ジ

ャケットとかスポーツウェアといったものをモアンとい

う商品で出しています。 

ということで、こういった素晴らしい景観をきちんと知

的財産というとらえ方をして、それをきちんと統合して

いくということも大事ではないかというふうに思います。 

ということで、ちょうど時間となりましたので、私か

らの話を終了させていただきます。どうもありがとうご

ざいました。 

 

■ 座談会：「中標津町が目指す市街地景観と景観まちづ

くり」 

パネリスト：奈良 華織 

      坂井  文 

      菅野 三夫 

コーディネーター：東田 秀美 

 

 

（東田コーディネーター） 

はい。菅野部長ありがとうございました。 

いまとても面白い話伺ったと思うのですけれども、元々

こうやって座って菅野部長って喋っていますけれども、

プロフィールをちゃんと紹介するのを忘れましたが、

元々このフォーラムの裏に部長と皆さまのプロフィール

を書いているのですけど、ここに書いていないことを私

が紹介したいと思います。 

元々、菅野部長が係長だったときに私が景観ネットワ

ークとして中標津の方に行って、文化的景観という取組

で文化庁の保全事業だったのですけれども、それを取組

んだときに係長として迎えてくださったのが菅野さんで、

面白いねって、景観と歴史と観光とか食とかそれを全て

繋げていこうということで、その頃は市街地と農業だっ

たり、林業だったり、さまざまなＮＰＯの皆さんとか、

町内会の皆さんとか、農協さんとか、多種多様な多様性

のある方たちを繋いだという事業をやったこともありま

した。そのときに役場の中の町内の調整をとってくださ

って、それまでどちらかというと雰囲気として縦割りっ
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ぽく見えていた役場の中の皆さんも全員がその文化的景

観の取組に対して取組んでくださって、行政の中の縦割

りってなくなったなと、もしかしたらもうなかった、な

かったのからできたのかもしれないですけれども、私か

ら見たらひっくり返していただいて、私は町民の皆さま

のできるだけ真ん中に立って、調整をとるような役目を

させていただいて、すごくいい取組をさせていただいた

なというのがだいたい１０年くらい前の話なんです。１

０年間ずっと景観の取組を中標津町まで私札幌から通い

ながらさせていただいて、いまやっと次のステップに行

くのかなということで今日ここに座らせていただいてい

るような状況です。いまはすっかり部長さんになられて

しまったので、すごく大昔から知っているから、思わず

頭とかお尻を叩きたくなっちゃうのですけど、今日は登

壇者ということでよろしくお願いします。 

では、改めまして３人の皆さんにお話を伺いたいので

すけれども、それぞれのお立場で講演をしていただいた

り、先ほど町民の皆さまからのマップとまち歩きですね、

一緒にしていただいたので、そこに対してまずは課題と

か感想とかをお聞かせいただければと思います。では、

奈良さんのほうからお願いできますか。 

 

（奈良パネリスト） 

はい。今日の午前中のバスツアーをまとめたマップの

ご報告本当にありがとうございました。A班、B班、C

班とも非常によくまとまっていて、活用のアイディアま

でもちゃんと導き出しているというところが素晴らしい

なというふうに思いました。 

その中でも、明日からでもできるというそのアイディ

アが本当に素晴らしいなと思いまして、明日からみんな

で是非景観づくりを考えてやっていただきたいなと思う

ところでありますし、あといろいろあった中に、B班の

木を守る仕組みというのが必要ではないかというお話だ

ったのですけれども、東神楽町でもやはり木を大切にし

ようという動きがあるのですが、なかなかその、木って

お金がかかるんですよね。今日、私がバスツアーで見た

感じでは、本当に中標津町さんの木っていうのはすごく

丁寧に管理されていて、その並木ですね、カエデとかモ

ミジの並木ですとか、ナナカマドとか、本当にいい状態

にあるなというふうに。あと、白樺道もきちっとされて

いて、その辺、私役場の職員なのであれなのですけど、

お金がかかっている、ちゃんと手入れされているんだな

というところがすごく素晴らしいなと思いまして、それ

をやはりこれからも継続していくためには、どうしても

役場だけということではなくて、町民の方がいろいろな

維持管理に参加されているというところが大切ではない

かなというふうに感じました。 

 

（東田コーディネーター） 

はい。ありがとうございます。はい、ではお隣、菅野

部長お願いします。 

 

（菅野パネリスト） 

はい。３班とも大変お疲れ様でした。先ほど私から皆

さんが取りまとめているときにもお話をさせてもらいま

したけれども、やはり景観というのは通行手段で景観の

見え方というのはずいぶん違うというふうに思います。 

中標津の場合は空港もありますので、空から見る、先

ほどスライドにもありましたけれども格子状防風林。そ

して、今日はバスで移動しましたけれども、どちらかと

いうと目線の高いバスからの車窓。それから普段見る自

家用車からの風景、そして自転車、歩きということで違

うと思いますので、今日３班からいろいろなアイディア

が出てましたけれども、やはり歩く視点でずいぶんアイ

ディアが出ていたのが大変嬉しかったなということと、

歩くことによって発見できることがたくさんあろうかと

いうふうに思いますので、今後景観を考えるときに歩く

視点でというところが進んでいけばいいなというふうに

ひとつ思いました。 

それから、いいですかもうひとつ。なかなか看板に統

一性がないとか、色調がなかなか統一されていないとか、

そういうお話もたくさんあったのですけれども、ひとつ

の考え方として全部を統一するという考え方もあろうか

とも思うのですけれども、景観を考えるときに私はやは

り変化に富んだものもいいなと。この地域はこんな色、

でもちょっと１ブロック移るとまた違う。例えば具体例

でいうと、お花なんかそうなのですけど、同じ花を全部

延々と植えるよりも、世情を変えたり、種類を変えたり

と変化に富んだほうがいいというようなこともあります

ので、その統一性と変化の調和というのも考えられない

かなというふうに思いました。以上です。 
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（東田コーディネーター） 

はい。ありがとうございます。はい。では、坂井先生い

かがだったでしょうか。 

 

（坂井パネリスト） 

はい。今日も説明させていただいた景観計画を作って

いる立場で3つほどコメントしたいと思います。 

何班かにも複数に出ていましたけれども、いまの看板

の話ですね。看板というのとサインというのと微妙に違

うかもしれませんけれども、こういった屋外広告物とい

われるものは、実は現状では北海道庁の屋外広告物条例

というのにこちらはならってやっています。景観計画は

別に作りますので、中標津は景観行政団体として自らの

景観をやっていくのですが、屋外広告物については、い

まのところ景観計画の中では言及していますが、それは

必要に応じてもし皆さんがやっぱり作らなければいけな

い、北海道庁のやつではなくて我々で決めたいというの

であれば今後決めていくことができるというような方法

も一応入れてあります。なので、今日たくさんご指摘が

ありましたので、その考え方はですね、いまの菅野部長

がおっしゃったように統一するのがいいのか、付け方を

やったほうがいいのか、大きさをやったほうがいい、色

をやったほうがいい、これやり方たくさんあります。日

本全国でいろいろな自治体が工夫をしていますので、そ

ういうことで勉強しながら自らの屋外広告物条例を作る

という手もあるということを、皆さんが気付いた点、今

度具体的にどうすればいいのかという視点から申し上げ

ると、そんな方法が1点。 

２つ目に、これもやっぱり歴史をたくさん学ばせてい

ただいたという話があって、そういった教育が必要かも

というご意見がありました。これも、景観計画の中で、

やはり景観教育みたいなことは必要ですということも書

いてあります。ただ、それをどういうふうにやっていけ

ばいいのかという部分はなかなか課題でして、これも全

国の自治体がいろいろな試行錯誤をしているところです。

小学校の授業にそういったものを入れるとか、これはち

ょっとなかなか難しいのですけれども、課外授業をやる

とか。子どもだけではない大人に今日みたいなまち歩き

のツアーとかをやるとか、いろいろな、ただこれも行政

だけではなかなか難しいので市民活動と一緒にやってい

く必要があるのかなと思っています。ただ、皆さん気付

いていただけたので、それをこれからどうやって、やっ

ていこうかという議論になるかと思います。 

３つ目は、最後の班ですか、ビューポイントを明確化

する必要があると。これはまさに景観計画の視点のひと

つでして、いまのところ景観計画の中では明記はしてい

ません。ただ、そのビューポイントを決めて、そこから

眺望というのですけれども、ここからはよくいろいろな

人が立って見るので、ここからはあまり背の高いものが

見えないものにしようとかいろいろなことを決めること

は可能ではあります。そのあたりは計画の中に入ってい

ないのですけれども、今日やはりそういうご意見もあっ

て、入れるかどうかはわかりませんけれども、皆さんの

中にそういう意見があって、大多数になればまちとして

そういう方向をとるということですので、ビューポイン

トっていうのはやはり、どこから見れば、どの景色が、

どこからの始点と終点ですね、両方決めなけばいけない

ので、やはりちょっといろいろなこれから調査なんかも

必要だと思うので、いますぐにはできないかもしれませ

んが、将来的には景観の中で考えていくべきことのひと

つなのかなというふうに感じます。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。それぞれのお話という

ことで、いままでね、ごめんなさい。すごく静かな状態

でやり続けているこれに対して私たち自身はとてもいま、

もう少しこう和やかな雰囲気で明るくやっていければい

いなというふうに思いますので、具体的なところをちょ

っと聞いていきたいのですけれども、先ほど町民の皆さ

まからまち歩きをしてこんな課題があるとかということ

をお話していただいたのですけれども、実際先生方が今

日来られて見てみて、どんな課題があるかなというとこ

ろと、どういうふうにじゃあその課題を超えていけそう

かなというのを、ちょっと考えたことを言っていただけ

ればと思います。 

ひとりひとりが、町民の皆さんの意見というのではな
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くて、先生たちご自身がどう思っているかというところ

を。中標津の皆さん、私も含めてですけど、すごく一生

懸命景観の活動を、私も一生懸命やっていたし、皆さん

も一生懸命やっていたから、そこに対して意見を言うの

は申し訳ないんじゃないかなとか、すごく頑張ってみん

なやってくださっているんだねということを午前中のと

きにわかってくださっていて、それをすごく尊重してく

ださろうしている気持ちが逆に言いづらくなっているよ

うな空気感が漂っているなって私はいま思っていて、も

う少し会場の皆さんや私たち、実際いままで１０年やっ

てきた中で、私たちなりにやれなかったこともきっとあ

ると思うので、そこを是非今日はパネリストの３人に率

直に言っていただければありがたいなというふうに思っ

ています。 

奈良さんいかがでしょうかね。いままで取組んできた

奈良さんの、例えば効果だとか仕組みづくりだとかって

いう中で、中標津を今回見ていただいて、どんな仕組み

づくりができそうかとか、動いてきた私も含めた、私は

町民ではないのですけれども、そういうふうに動いてき

た中で、この次の取組みに向けて、何かこんな具体的な

ことができるんじゃないかというのがもしあれば。 

 

（奈良パネリスト） 

そうですね。私、昨年景観計画を作って。 

 

（東田コーディネーター） 

はいはい。大変だったと、終わったばっかりですよね。

その中から見てどうですか。 

 

（奈良パネリスト） 

そうですね。そういうところなのですけれども、その

中で後悔しているというか、全部がすべて上手くいった

ということではないので、その中での反省点としますと、

やはり、坂井先生もよくおっしゃるのですけど、絵に描

いた餅にしないでどうしていくのかという、その、景観

づくりというのはすごくやっていけば必ずできあがるも

のなのですけれど、それを実現に向けてどうしていくの

かというところまでをなかなか、行政の計画ものってい

うのには書き込めなかったりとかするんですよね。 

東神楽町のほうもそうなのですけど、そのあとどうす

るかという行動計画みたいな、何年後までにこういうこ

としようとか、そういうビジョンみたいなところまでは

書き込めなかったんですよね。そこのところがちょっと

反省するところであって、こうしたのいいよね、この目

標いいよねとなるんですけれど、じゃあ1歩目何するん

だとか、じゃあみんなでまずこれをやってみようとかと

いうところを本当は、別のものでもよかったのですけど、

何か作るかというところをすればよかったかなというの

が反省点でありまして、その1歩目は本当に些細なこと

でいいと思うんですよね。みんなで花を植えましょうと

か、ここは統一、合わせた。植物が統一されていないと

かありましたけど、じゃあ例えば統一したものでやって

みたらこういう形になるねみたいなのもいいと思うので

すけど、そういうことを少し1歩目できたからよかった

ね、じゃあ次頑張ろうというようなステップになるよう

なことを計画の中に盛り込めればよかったかなというの

があります。 

 

（東田コーディネーター） 

行動計画を入れられなかったのはなぜ。 

 

（奈良パネリスト） 

行動計画が入れられなかったのは、行政としてそこま

で責任がとれなかったというところですかね。だから、

それも切り離して書けばよかったかなというのはありま

すけど。 

 

（東田コーディネーター） 

じゃあ、結局町民の皆さんからはこれ入れてほしいと

か、それは行政的な計画だけど、次はこんなのあるよと

か、こんなのできそうよというところまでの話はでませ

んか、書類としてなかったとしても、口頭でそういうや

りとりみたいなのはありましたか。 

 

（奈良パネリスト） 

はい。委員会の中ではすごいいろいろなアイディアが、

外部の先生も出していて、せっかく空港があるのだから、

空港と、サカタのタネさんという、企業名を出して申し

訳ないのですけれど、そういう会社さんがあって、せっ

かくサカタのタネさんがいるのだから、そこと協力して

空港のところに花を植えたり、それはサカタのタネの提

供ですみたいなことをすればいいんじゃないとかという

アイディアが出たりしたのですけど、それをやっぱり一

歩超えていくところはなかなか難しかったからなくなり

ました。 

 

（東田コーディネーター） 

中標津町でやれるようにがんばりたいですね。 

では、菅野部長のほうからはいかがですか。もう一歩。

町民でもあるわけだから、もちろん部長でもあるのです

けど。 

 

（菅野パネリスト） 

はい。地元で普段関わっている立場での課題というと

ころで、何点かお話したいと思うのですけれども、町内

の中でいろいろな団体さんがあって、いろいろな活動を

それぞれにされている。ですけれども、それぞれの団体

さんにはやれるところの限界もありますし、それぞれの
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事情もあります。ここまでしかできないとか、利害関係

が絡んでこれ以上は無理とかいろいろあります。でも、

景観をするときにはそういうものを取っ払わないと景観

というのは広がっていかないと思いますので、そういっ

た団体さんを束ねる、コーディネートする人、あるいは

機関。先ほど整備機構というお話も出ていましたけれど

も、やはりそこが中標津のいまの景観を進めていく上で

の大きな課題だというふうに私は思っています。そうい

う人が現れたり、そういう機関が整備されていけばもっ

ともっと景観も熟成すると思いますし、景観に対してい

ろいろな分野で深掘りができるというふうには思います。

以上です。 

 

（東田コーディネーター） 

もう一回聞いてもいいですか。この束ねる人とか機関

を作るのにどんなふうにしたらいいと、いまの部長は思

いますか。別に役場の話ではなくていいです。個人的に

どう思いますか。 

 

（菅野パネリスト） 

はい。体制を作ると何となくできた感というのはよく

ある話なのですけれども、僕はそうは思わない。やはり

人だと思うので、とにかくそういうことをできそうな人

を、地元でも、あるいは外部からでも早く見つけること

だというふうに思っています。 

 

（東田コーディネーター） 

はい。では坂井先生。委員長としてずっとやっていた

だいて、もう少し、その委員長の壁を飛び越えてどう思

っているかをちょっと。 

 

（坂井パネリスト） 

はい。課題ということで、今日感じた課題ですね。 

率直に言わせていただいて、今日歴史がこんなにある

んだっていうふうに驚いたという最後の発表にもありま

したし、一緒にまちを歩いているときにも「へー」「はー」

という声が上がりましたよね。やっぱりもう少し皆さん

が知っていたらいいなというのは本当に思いました。や

はり知っていないというのはある意味課題。景観を進め

る上でも、もちろん作っていく上でも課題だと思うんで

すよね。やはり知らないとその価値がわからなくて、ど

うしてそれに対して守ったり、整えたり、計画を作らな

いといけないんだという話になりますので、やはりその

背景をちゃんと伝えなければいけない。例えばですけれ

ども、あれですよね、まちにはコミュニティ誌みたいな

のありますよね、月に1回とか。そういうところにこう

いう角度で、何というんですかね。 

 

 

（東田コーディネーター） 

景観まめ知識みたいな。 

 

（坂井パネリスト） 

はい、景観まめ知識みたいな。だいたいどこでも、う

ちが住んでいる場所でも、そこにちょろちょろ書いてあ

るので、そういうものを読みながら、それを読むとまた

だんだん興味がわくので、いまは皆さんグーグルという

か、ネットの世界ですから、キーワードだけ与えてもら

えればあとは自分で調べられたりするので、そういうき

っかけになるもの。そういうコミュニティ誌とか。何か

ちょっと市役所の入り口とかにそういうパネル展じゃな

いですけども、やる、とか、やっぱり少し皆さんに知る

機会を与えてあげるというのがひとつ課題かなと思いま

した。 

 

（東田コーディネーター） 

ありがとうございます。そうですね。この先私自身が

やっていきたいなと思うことなので、たぶん会場の皆さ

んもそこまで言われたら、俺たち、私たち、ちょっとこ

ういうことを考えているということをよければ、ここの、

私とここではなくて、会場の皆さんとここにいる皆さん

との掛け合い的な質問とかがあれば聞きたいと思います。 

せっかくなので、いま、少しちょいちょいとつついて

本当のところの中標津、町民の皆さんといままでやって

きたことへの課題とか今後のこととか、少しぶっちゃけ

て言っていただきました。それに対してですね、会場の

皆さんの中から何かご意見とか、逆に質問とかあればお

願いしたいのですが、いかがですか。 

はい。お願いします。 

 

（参加者） 

開陽台の近くで民宿をやっておりますイシカワです。 

先ほど菅野部長が言われた知的財産ということを言わ

れましたけれども、その知的財産の最たるものは世界遺

産ですけども、それで格子状防風林を北海道の、道の応

援を得て、世界遺産に、びびってないで世界遺産に登録

申請してみればいいと思うのですけれども。そしていま

は、最近は、格子状防風林は北海道の、道の遺産になっ

ておりますけれども、最近の世界遺産を見ておりますと、

北海道遺産と世界遺産の差がそんなになくなっているよ

うに思うんです。それで、是非、文化遺産と自然遺産の

複合遺産として、道の奈良さんの応援を得て、是非。３

回くらい申請すれば通ると思います。景観については、

私長いこと４０年くらい民宿、開陽台でやってますので、

開陽台は４０年前から日本全国に通用すると思っており

ましたが、その通りになってきておりますので、格子状

防風林につきましても世界遺産に十分通用すると思いま

すので、是非申請してください。ここでは、奈良さん。
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道の職員の奈良さんの見解を聞きたいと思います。 

 

 

（東田コーディネーター） 

いいですか。奈良さんの見解をということなので。 

 

（奈良パネリスト） 

そうですね。おっしゃられている通り、北海道遺産と

世界遺産の差は何なのかというのは本当にわからない。

直接世界に訴えをかけられるほどの価値のあるものが北

海道にはあるんだということは本当に重々感じるところ

でありますね。なので、個人的には応援したいと思いま

すが、実際に世界遺産に向けては何かいろいろな手回し

があると思いますので、簡単にすぐやりましょうという

ことは言えませんけれども、本当に格子状防風林という

ものの価値は本当に世界的に見ても素晴らしいのではな

いかなと私も応援いたします。 

 

（東田コーディネーター） 

はい。ありがとうございます。コーディネーターなん

ですけど意見を言ってもいいですか。すみません。 

私自身が文化的景観の調査の取組にちょっとあるとき、

何年間か取組んできて、実際もう文化的景観の調査その

ものは役場としてできるところは、実は中標津町さんも

すでに120％くらいやっていただいているんですよね。文

化的景観の取組をやって、その上のステップとして世界

遺産ということが見えているので、中標津町さんとして

はもうたぶんいっぱいいっぱいで、もともと格子状防風

林って役場のものではないから、その次のステップに上

がっていくということは、それは町民の皆さんの声であ

ったり、格子状防風林って中標津町だけにあるものでは

ないので、ほかの格子状防風林があるまちとの連携を役

場が中心ではなくて、たぶん、国と私たち町民とか、私

が町民って言っちゃった。お互いのまちの町民の皆さん

と一緒に、じゃあそれを世界遺産に届けましょうという

運動を背景に、町民のほうから運動を起こしていかなけ

ればたぶん次のステップ、役場とか道庁というステップ

はもう終わっているような、個人的にはそんな気がしま

す。 

もう少し町民の皆さんとそこの部分を本当に必要性が

あるのかどうなのかということを考えていく時期にきて

いるのかなと思います。実際に文化的景観の取組をやっ

た側だったので、そういうふうに思いました。 

ほかに何かございますでしょうか。お答えになってい

ますかね。すみません私のほうからコーディネーターが

邪魔してしまって。 

はい。ほかに何かご意見とかご質問とかありますか。

はい。お願いします。 

 

（参加者） 

本間と言います。午前のまち歩きにも参加させてもら

いました。 

いままで町民活動をやっていて、まちづくり、札幌と

かいろいろなところに、町民活動、市民活動をするセン

ターがあっていいなと思うのですけれども、中標津には

ないなと。しるべっととか、ぷらっととかいろいろな施

設はあるのですけれども、町民が何かしたいときにそう

いう施設がなくて、少しそういう施設があれば、そこに

景観のことを考える場だったり、なると思うんですよね。

景観、まちづくりの中でも景観、こういう場所があるよ

という案内ができる人がいたらいいんじゃないかとかい

う話もあったんですけれども、そういう人たちが常駐し

ていて、あちこち歩きたいんだけどもどこかないかねっ

て観光客の人とか、あと町民の人が来た時に案内できる、

観光目線と一緒になる部分もあると思うんですけれども、

何かそういう施設が作りたいなと言ったら、たぶん町で

ちょっとお手伝いしていただいたりとかどうなんでしょ

う。

 

 

（東田コーディネーター） 

たぶん道の駅だとどちらかというと商業とか、食ベー

スだけれども、たぶん、まちづくりセンターのイメージ

でたぶん言ってらっしゃるのかなと思うんですよね。観

光もあり、食もあるんだけど、もう少し町民の活動に寄

るという感じですかね、イメージとしては。中標津まち

づくりセンター。そういうのを作っていただけますかと

いう話ですかね。もし考えがあったら。 
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（本間） 

そういうときに、町民がやりたーいって言ったときに。 

 

（東田コーディネーター） 

たくさんの町民がやりたーいと言ったらできるんでし

ょうかねということでいいですかね。 

 

（菅野パネリスト） 

はい。いまこの場で答えづらい質問なのですけれども、

まちのいろいろな政策の中で、いま多機能施設というの

を検討しています。いろいろな共同資料の分野ですとか

観光の分野ですとか商業の分野ですとか、いろいろな機

能を持った施設ができないでしょうかということで検討

に入っているところなのですけれども、いまご質問いた

だいたのは市民活動寄りのということで、ちょっと違う

かもしれませんけれども、いま検討に入りましたので、

そういった多機能施設を検討する上で皆さんのほうから

そういう声をたくさん出していただければその要素をそ

こに入れ込んでいくということは十分可能だというふう

に思います。 

また、市民活動センターということではありませんけ

れども、文化会館しるべっとは文化の発表の場だけでは

なくて、そういう公民館的機能ですとか、市民活動機能

を持っていますので、そこをもう少し充実するというこ

ともできますし、計根別地域でいうと交流センターがそ

れになるんですけれども、あの、行政のほうで作るとい

うことと同時に、市民活動、皆さんで場所がなくてもそ

ういった施設でどんどん盛り上げていくということも大

事かなと思っています。 

先ほどイシカワさんから質問があった世界遺産の話もそ

うだと思うのですけれども、市民活動の力によって変え

ていくというところから始まればいいなというふうには

思っています。 

 

 

（東田コーディネーター） 

はい。ありがとうございます。 

いま、質問が、菅野部長からだけだったのですけれど

も、もしよろしければ坂井先生もいまのことに対して何

かあればと思います。 

 

（坂井パネリスト） 

はい。何か、言っていることはとてもよくわかるとい

うか、私がこのまちに入る前にいた帯広の芽室町は今は

もうちょっと景観計画がトーンダウンしてくるんですけ

ど、でも町民活動センターってあるんですね。それが駅

前にあって、そもそもの設立は市民活動を横に繋げると、

別に景観に限ったことではないんです。 

そういうふうにやっているところがありますので、ど

うしてそこができているのかとか、少し研究・勉強した

りしながら、それは市民サイドでも行政サイドでもしな

がら、まずはいまやっているところを研究して、じゃあ

そういうやり方でやったらうちもできるかもしれないと

か、先ほど部長がおっしゃっていたようにいまある中で

やっていくのか。確かにどこかセンターってなる場所が

あったりするとやりやすいというのはあると思いますね。

ただ、その作り方というのが、センターですってバンと、

作んなくても、いまあるものを使うというのもできると

思うので、その辺は検討するということが必要かなとは

思いますね。 

 

（東田コーディネーター） 

ありがとうございます。奈良さんはいかがですか、い

まのご意見について。 

 

（奈良パネリスト） 

そうですね。あの、すみませんいつも東神楽の話で申

し訳ないのですが、東神楽でいくと公民館というのがそ

こかしらにあるので、公民館活動が非常に盛んなもので

すから、当然みんな公民館で何かやるときは考えたり、

作業したりということがありますので、そういった地区

ごとの、地区単位とかのほうがやりやすかったりもする

でしょうから、そういったところを利用していくという

ことで始めていって、もっとこういうものが必要だよと

なったときに、こう役場に相談するということになるの

かなと思います。 

 

（東田コーディネーター） 

中標津はどうでした。地区単位のいま公民館の場所に、

町内会館とか地区会館とか、での活動とか、それから全

体的ないま言ったセンターにするのか。現状みたいなと

ころはいかがですか。 

 

（菅野パネリスト） 

先ほどお話させていただいた通り、中標津はしるべっ

と、計根別地域は交流センターということですけれども、

各町内会での町内会館を持って、だいたいは持っていま
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す。持っていないところもありますけれども。そのコミ

ュニティ活動の原点はたぶん町内会単位だなということ

で私は思いますので、そういった景観のところもそうな

のですけれども、是非ですね、町内会の中でも、景観と

いうふうにいうとちょっとなかなか取っ付きづらい部分

もありますので、まちを綺麗にしようよとか、掃除をし

ようよとか、ということを町内会単位でもっともっと、

やり始めるとまち全体が景観に対しての理解にもなって

くるのかなと思っていますので、各町内会の議論も大事

だなというふうには思います。 

 

 

（東田コーディネーター） 

そうですね。地区ごとにお掃除をしようよとか、うち

の歴史はこういうところがあるからうちの町内会ではこ

こが大事だよねっていうような議論かなというイメージ

ですね。ありがとうございます。 

少しずつですけれども、時間が迫ってまいりますので、

では、たぶん次が最後の1回か2回くらいの回しになる

と思うのですけれども、今回ですね、実は市街地の景観

にスポットを当ててというところから入ってきました。 

いま、全体的な話の元はそこになるのですけれども、

特に今回中標津の市街地について考えたときにどういう

ふうに努力していったらいいんだとか、努力するための

何かアドバイスみたいなのをもしよければお願いしたい

のですけれども。先ほどね、本当は菅野部長のほうから

は、まずは酪農景観があって、それから商業景観があっ

て、市街地だよというお話がもちろんあったのですけれ

ども、まずいまの市街地をもう少しよくするための何か

アドバイスみたいなのがあればお願いしたいと思います。

奈良さんのほうから。 

 

（奈良パネリスト） 

そうですね。先ほどの菅野部長からのお話が、農村の

部分からだと思うのですけれども、本当に景観って市街

地だけを考えるってことではなくて、どこにある市街地

なのかというのが非常に大切だと思います。中標津らし

さっていうのは、やはり非常に広い酪農とか農業地域の

中にある市街地なんだ。山に囲まれている、川があると

ころなんだということを意識して市街地の景観を作ると

いうことはすごく大事になるんじゃないかなというふう

に思いますので、例えばその色を統一するだとか、素材

を統一しましょうということが少しずつ出てくるのかも

しれないですけれども、そうしたときにも、じゃあ背景

にある農村関係に合う市街地ってどんなものなんだろう

なということを意識することがまず大事なんじゃないか

なと。そういった農村地域にある市街地なんだよって意

識するためには、やはり今日のようなバスツアーで、ま

ず農村地域を見ないことには、見て知らないと、なかな

かまちだけに住んでいて新しくまちに入ってくると、ど

ういうところに住んでいるのかがわからなかったりもし

ますので、今日やったようなイベントみたいなものは、

本当に市街地景観を考える上ですごく重要ではないかな

というふうに思います。 

 

（東田コーディネーター） 

はい。ありがとうございます。市街地景観を考えると

きにはまず外に出て、農村景観を知ってから市街地と。

ありがとうございます。 

では、部長お願いします。 

 

（菅野パネリスト） 

はい。酪農景観があっての市街地景観ですよというお

話をさせてもらいましたけれども、今日バスツアーの中

でもお話させてもらいましたが、中標津に入ってきたと

きにですね、酪農風景はもちろんあるのですけれども、

特に市街地に入ったときに酪農のまちという実感がなか

なかわかないという声をよく聞きます。きっとそれは、

市街地景観の中で、視覚的に、それから空気感を含めて

そうなんだろうなというふうに思いますので、酪農のま

ち中標津ということですので、市街地景観の中にも酪農

を感じられるようなコンセプトでの景観づくりというの

はひとつあるのではないかというふうには思っておりま

す。 

 

（東田コーディネーター） 

具体的にどんな感じだとか。酪農のまちと市街地の中

で考えられるというのは。 

 

（菅野パネリスト） 

今日この寿宴さんの会場で、まち歩きに参加された方、

地元の食材を食べて美味しい料理だねというふうに、乳

製品さすが酪農のまちだね、乳製品の料理を食べて美味

しいねというふうになったと思うのですけれども、そう

したときに例えば、お店の看板がそういう酪農を感じら

れるような看板であったりだとか、せっかく美味しい乳

製品の料理をたくさん出しているんだったらそういう情

報発信をするような店構えであったりとか、そういうよ
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うなことで市街地景観の、何と言うんでしょうかね、洋

風なところと酪農の感じられるところと、全部を統一す

る必要はないというふうに私は思うので、そういう先ほ

ど言ったように、変化、それから差別化みたいなのがあ

ってはどうかなというふうには思います。 

 

（東田コーディネーター） 

はい。ありがとうございます。本当に美味しいランチ

でした。それを感じられるようなまちでの看板づくりで

あったり、店構えであったり、それを情報発信するとい

うような感じでしょう、か。ありがとうございます。 

では、坂井先生どうでしょうか。 

 

（坂井パネリスト） 

はい。いまの酪農のお話でふと思い付いたアイディア

があるんですけれど、ものすごくわかりやすのは、やっ

ぱりまちなかに牛のアートがあるとか。もう１０年くら

い、１０年までいかない、７，８年前の話なのですけれ

ども、カウパレードっていう全世界的な動きがあって、

カウって、たぶん同じ大きさくらいの、牛の白い像をた

くさん作るんですね。その白い牛にアーティストがそれ

ぞれ絵を描いて、それをロンドン、ニューヨーク、東京

みたいな、東京のど真ん中に全部置くっていうのが７、

８年前だったと思うのですけど、カウパレードって出て

くると思うのですけども、やっていたところがある。最

近はそれはもうなくなっちゃったんですけれども、だけ

ど、それも別にそのままやる必要はなくて、やはり何か

わかりやすい牛という何かを使うとか、何かそういうキ

ャラクターでまちなかにっていうわかりやすいやり方。

それがポップアートみたいなことになって、少し楽しい

感じになって、外からも人が来るみたいな、流れがある

んじゃないかなということで、まったくいまの話で思い

付きで考えました。 

ひとつ、ちゃんと市街地景観で何が大事かという話で

考えたのは、今日のご発表でも何件かありましたけども、

やはりサインとか情報とかもっと歴史を伝えるべきだと

いうお話がありましたよね。市街地にやっぱり最初に来

て、そこからほかに出ていく観光客とかに、やはりわか

りやすいサインだとか、わかりやすくそこの歴史を伝え

るという、何かそういうことはもう少しできるのではな

いかなと。これをちょっと景観の構造的な話をちょっと

しますけれども、市街地というのが何でなっているのか

というと、個々のAさんBさんCさんという建物ですよ

ね、それが並んでいて、その前に歩道があって車道があ

って、私の土地の集積とあとは公道と呼ばれる公の公共

空間があるんですね。そこの途中途中に公園があって、

それも公共のものですけれども、その私の建物をどうい

うふうに作ってくださいというふうにお願いするという

のも今日は少し考えていますということを紹介させてい

ただきましたけれども、それはあくまでも私のそれぞれ

がやることなので、その開発をする前には事前協議で少

しお話しをさせていただいて、行政が考えている形の景

観とかに擦り合わせて開発をやっていただくという取り

決めと、公共が公共自身でできる、つまり歩道・車道の

部分。多くの自治体はいわゆるまちコンみたいなので、

そこを綺麗にしたりとかサインを新しくしたりとかいう

ことはもう結構やってきているので、あまりこのまちで

またそれを、同じことをするというのは私は全面的には

賛同していないのですけれども、今日ご意見があったよ

うな歴史を伝えるとか、もう少しわかりやすいサイン。

そういったものを整えるというのは、ひとつある意味き

っかけとして、中標津の景観を、市街地の景観を進めて

いくきっかけにはなるんじゃないかなというふうに考え

ています。 

 

（東田コーディネーター） 

はい。ありがとうございます。そうですね、今日ずい

ぶんまち歩きの中でそのサインのことと、歴史をたくさ

ん教えてもらった部分、それを伝えるものが何もないと

いうことでね、ずいぶん意見が出てたかなと思います。 

だいたい時間としてはもうすぐ終わりの時間になって

いくのですけれども、本当にもう最後なのですが、これ

からまた３月に向けて景観計画いろいろ町民の皆さんと

ワークショップやりながらやっていきます。本当にいま

最終段階に入っているんです。今日いただいた、後ろに

も飾らせていただいたさまざまマップのご意見とか課題

も含めて景観計画だとか、それからそのあとの、さっき

あった行動計画入れられなかったという話がありました

が、私たちがいま景観推進方策ということで、私も含め

た景観づくりをやっている景観まちづくり団体の活動内

容だとか、それからその団体をどういうふうにしていこ

うかという可能性とかを含めて、景観計画の中の資料の

中に入れていこうということでいま進めていて、ワーク

ショップなんかもやっています。 

今日もそういった活動団体さんの皆さん来ているので、

是非その景観まちづくり団体の皆さんに対して少しエー

ルのような、アドバイスのようなものを最後に１回一周

させていただいて、この座談会を終了したいのですけれ

ども、是非奈良さんのほうから、先ほどから町民が大事

だと、活動が大事だというお話がありましたので、是非

エールを送っていただいて、この座談会を締めたいと思

います。お願いできますか。 

 

（奈良パネリスト） 

本当にこの景観づくりは、ひとりひとりの町民の方、

まちづくり団体の方の活動なくしてはできない本当に施

策だと思います。ですから、その活動あって、町として

はその活動を支えるという業務が、任務があるのかなと
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思いますので、そこの連携関係ですね、活動団体さんも

やるし、行政もやるし、あとそういったところにもう少

し企業だとか、あといろいろな人たちも巻き込んでいっ

てやるといった仕組みづくりが本当に大切だなと思いま

す。その仕組みがあれば長く続いていく活動になってい

くと思うので、できるだけこの横との連携だとか、そう

いうところの連携だとかというところを、いままでやっ

てらっしゃる方は当然おわかりだと思うのですけれども、

そこを意識して是非続けていっていただきたいなと思い

ます。 

 

（東田コーディネーター） 

はい。ありがとうございました。 

 

（菅野パネリスト） 

はい。先ほどお話が出ている通り、この中標津は非常

に活動団体が多い地域だなというふうに住んでいるもの

からもそう思います。 

行政とタッグを組んでするということもなかなか実は

そんなに話し合う機会がないというのが現実だと思いま

す。景観を通じて、行政の中も横の連携を図っていきま

すので、若干役場の敷居が高い、行きづらいとか話しづ

らいというのがあるかもしれませんけれども、話し合い

の機会をたくさん設けることによって、きっとお互いで

きることっていうのは少しずつ広がっていくんだろうと

思いますので、まちのほうも共同のまちづくりというこ

とで、共同推進係というのもありますけれども、この景

観を進めているのはまちづくり推進係ですけれども、そ

の担当だけではなくてですね、私は経済部におりますけ

れども、いろいろなことを相談に来ていただいて、私た

ちも出かけて行くということを積極的にしたいと思いま

すので、そういうところからきっと元気が出たり広がっ

ていくのではないかというふうに思いますので、どうぞ

よろしくお願いします。 

 

（東田コーディネーター） 

はい。よろしくお願いします。では、坂井先生お願い

します。 

 

（坂井パネリスト） 

はい。先ほどの私の発表というか説明の一番最後でも

お話させていただきましたけれども、この景観計画の最

後の章になるまちづくり推進計画のところは本当に大き

な目玉なんですね。先ほど奈良さんが反省のお話をして

いましたけれども、それは私、奈良さんの東神楽だけで

はなくて、私も全国の景観計画見ますけれども、多くの

景観計画はそこの部分だけ1ページか2ページでちょろ

ちょろっと終わってっていう。要するにあまり書き込め

ない部分なんですね。 

それがいま何ページですかね、結構もうすでに書き込ん

でいて、それだけ題材があるということなんですけれど

も、題材というのは活動している方が多い。ただ、その

活動をもっとこれからも継続的にしていくためにはどう

したらいいかということで、その中標津型景観整備機構。

景観整備機構も、これ本当にもう判を押したように全国

が、建築士会さんが決まったようになっちゃっているん

ですけれども、ここはそんな建築士会さんだけではあり

ません。たくさんのグループが一緒になって作る整備機

構です。まったく新しい型に挑戦しているところです。 

なのですけれども、それは本当に皆さんの活動があって

ということで。その活動を本気でやっていらっしゃる方

の意見があれば、例えば先ほどのまちづくりセンターみ

たいなものはないんですかというお話は、要望ではなく

てそれをするために必要なんです。必要なんだから、ど

ういうふうに作ればいいかということを官民共同で考え

ていかなければいけませんよねという流れを作っていく

というのが、本当に持続可能に５年、１０年後この計画

が本当によくなっていく礎だと思っているんですね。な

ので、皆さんがいままでの活動、そしてこれからの活動

がまた花開くように、私のほうでも計画一生懸命作りま

すけれども、そのあと是非よろしくお願いいたします。 

 

（東田コーディネーター） 

はい。ありがとうございました。今日午前中からです

ね、まち歩き、それからまちづくり景観フォーラムとい

うことで続いてきているんですけれども、私のほうは座

談会のほうのまとめということで、市街地、農村地域を

まず見ながらまちなかをそして作っていくということと、

それから私自身もそうなのですけれど、実際活動してい

る団体同士の連携ですね。いままでたくさんあるけれど

も、なかなかそれ同士が連携取るというような話し合う

場もなかなかなかったので、これから是非、町役場も含

めてこういう情報をいろいろやりながら、景観計画もそ

れから推進方策のほうも進めていきつつ、それが景観計

画だとか推進方策の決定が終わったあと、是非活動その

ものも継続できるように、それから景観を守ることと景

観を活用することは経済効果にも繋がるようなまちづく

りということで、これからも進んでいければなというふ

うに思います。 

ではこれでパネルディスカッションというか、座談会

を終了したいと思います。パネリストの皆さんどうもあ

りがとうございました。 

司会者のほうにマイクをお渡しします。 
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〇司会：植田 

長時間に渡るパネルディスカッションありがとうござい

ました。 

北海道総合政策局政策部の奈良主幹、それから東京都市

大学教授 坂井 文先生、それから経済部 菅野 三夫さん、

もう一度皆さん彼らに拍手をお願いいたします。どうも

ありがとうございました。 

それではですね、私が話を聞くとどんどん時間が過ぎて

いきますので、最後に本フォーラムの閉会の挨拶を中標

津町都市住宅課建設水道部の坂下部長からお願いしたい

と思います。 

 

（坂下部長） 

ただいまご紹介いただきました役場の建設水道部の坂

下と申します。よろしくお願いいたします。ありがとう

ございました。 

本日は、週末の午後ということで何かとお忙しい中、

なかしべつ町景観フォーラムにこのように多数の方のご

出席をいただき、ありがとうございました。 

また、午前中の市街地まち歩き移動、資源マップづく

りからご参加いただいた皆さま今日一日大変お疲れ様で

ございました。 

そして、フォーラムでお話をいただきました３名のパ

ネラーの皆さま貴重なお話をいただき、大変ありがとう

ございました。 

これまで、市街地の景観を考えることはあまりなかっ

たように思っております。今回は市街地景観を考えるき

っかけとして、市街地まち歩きツアーと資源活用マップ

づくり、ミニフォーラム、座談会を企画させていただき

ました。 

景観は日々の生活や生業、観光、基礎づくりのさまざ

まなことに繋がっていて、多くの人が関わることで景観

が進められると思っています。本来、景観とは身近なも

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、よりよいまちになると思っています。そし

て、その良好な景観はまちへの誇りや愛情を深めて、ま

ちにとっても大きな価値と財産になり、訪れたい、住み

たいなどの交流人口の拡大にも繋がっていきます。この

中標津の良好な景観をさらに磨き、育み、後世に引き継

いでいくため、景観の活動を継続・実践していくための

仕組みや組織づくりが必要であると考えています。 

今後も皆さまからご意見をいただきながら、よりよい

景観づくりを進めていきたいと思っておりますので、こ

れからも皆さまのご協力をお願い申し上げ、閉会の挨拶

とさせていただきます。 

発表でもありましたが、明日からできることと聞きま

して、景観の利活用といたしまして、１１日午前９時半

から中標津経済センターなかマップ広場におきまして、

まちなか賑わい秋の陣が開催されます。中心市街地の代

表的な景観でありますタワラマップ川の親水公園を中心

にさまざま催しが行われますので、多くの皆さまのご参

加をお願いいたします。なお、当日券につきましては先

着順に売り切れるまで販売いたしますので、皆さまよろ

しくお願いいたします。 

本日は大変ありがとうございました。
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