
「まちづくり」講演会 

～「地域らしさ」のあるまちづくり～ 
 

日時：平成19年10月20日(土)10：00～12：12 

場所：西条市文化会館 小ホール 

講師：東京農業大学教授 進士五十八 

 

１．開会挨拶 西条市長（真鍋企画経済部長代読） 10:00-10：04  

地方分権 地域の独自性の発揮が求められ 合併から３年 基本計画に基づく諸施策 

人口１１万６千人 自立できる規模 

工業出荷額７，８００億円（四国第一位） 柿、はだか麦（日本一）４，７００ｈａの経営農地 

「自立と自活の精神」、「市民力」 本日の講演会より、まちづくりの多くのアイディアをいただき、市

民一人ひとりがまちづくりに関心を持たれ、まちづくりにご尽力ご協力を 

 

２．講師紹介 10:04-10：06  

東京農業大学教授 前学長 

日本公園学会、都市計画学会、学術会議、自治体学会、日本水大賞審査委員、国土河川審議委員会 

社会資本審査委員会、景観、田園、造園史、日本農学賞、土木学会など様々な賞を受賞 

 

３．講演 10：06-12：12  

昨日、一昨日と日本アメニティ全国シンポジウムが内子町で開催され、それと合わせて西条に来た。 

２年前に伊藤市長から講演をお願いされ、ようやく約束を果たせた。 

昔は、まちづくりは役所がやるものだった → 市民のまちをつくろう、市民本音のまちをつくろう 

 

○「自分のまちの見方」 

・自分のまちで当然のことは気づかれていない → 我がまちの良さの見つけ方 

・自分のまちに誇りが持てることが基本。道路の整備率や公園の一人当たり面積などの都市の各種指標

は目標ではない、（まちの良さの）物差しではない。 

・自分のまちに居る時には疲れない。他の地域、新しい地域に行くと緊張している。 

・「ふるさと」 着慣れた服、リラックスできるような服。 住み慣れた家なら夜中に明かりをつけづと

もトイレに行けて、いつの間にかまた寝ている。 

・旅先の宿ではそうはいかず、明かりを点け、緊張してトイレに行く → だから新しい発見もあるの

だが 「観光」→ その国の光（素晴らしいところ）を観ること 

・年中「晴れ」ではもたない。ある瞬間祭りなどで「晴れ」となり、それに向け燃える。 

・霞ヶ関は全国に共通的に使える政策しか作れない。地域の特徴に合致した政策を作るのは自治体職員 

→ 自治体職員の政策策定能力の向上を目指して「自治体学会」を設立 自治体職員、大学、市民代

表メンバー（行政マン、研究者、市民）により構成。 

 

○「美しい景観」から「いい景観」へ 

・「美人」と「いい女」は違う。 「美人」はビジュアル レイアウトが良い ８頭身美人（見かけは良
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いが、頭が小さくノータリン？） 

・いろいろなことを総合して「良さ」がある。 

・景観法 見た目の良さが取り沙汰されている。それが必要な場合もあるが、それだけではない。 

 

○「昭和天皇の標本箱」 

・木本も草本も動物も植物もいっしょに標本 情景、場所、性、地域性が標本箱の中にある。 

・昆虫学者の標本箱は、チョウチョだけとかコガネムシだけとかを整然とピンで留める。生きざまはそ

こには無い。植物学者も、木と草を一緒に標本にすることは無い。 

・「ふうけい」 その場所をそっくりそのまま切り出し理解すること。 

・道路や公園を単にレイアウトしているまちづくりは、草だけ、虫だけを標本にしているようなもの。 

・これまでのまちづくりは、土木、建築、公園といった縦割り。道路構造令などにより、日本中に同じ

ものを作ってくれれば良かった。物が不足していたので、作ることが第一だった。 → 個性を求め

る余裕が無かった。 

・環境 ＋ 景観 ＝ 風土 

・自然 ＋ 歴史 ＋ 文化 ＋ 生産農業 ＋ 人間生活 ＝「農」 

・六本木ヒルズの屋上の田んぼ 都市に農の文化と歴史 

・「環境」は数値、法律に乗りやすい 環境問題、公害からスタートした。 

・「見た目」は数値で表現、評価できない → 景観 まだまだ科学的に数値化できない。 

・「科学的」、「縦割り」では、良いまちづくりは出来ないと感じている。 

 

○「景観条例」 

・貴重種、絶滅危惧種、天然記念物が大事で、郷土のありふれた景観は大事と認められず、３０数年前

に埼玉で景観条例を作ろうとしたが反対された。 → 今では多くの景観条例が制定されている。 

・「農のこころ」 松平定信 川を堰き止め、ため池（南湖）、田を整備 → 田からの収益を一般農民

の子供の教育費にあてた。農業生産から農民福祉までトータルに実現。 

・この「南湖」は、世界一早い都市公園 セントラルパークよりも古い。 

 

○「Ｌａｎｄ ＋ Ｓｃａｐｅ → 美
うま

し国づくり」 サウンドスケープ、フードスケープ 

（土地・自然） （全体・総合） Ｔｏｔａｌ ｌａｎｄｓｃａｐｅ 

・景観行政史 → 希少な自然、歴史的景観から、日常の生活、都市景観へ 

・景観法までの潮流 → 総合行政 

 

○「風景」 

・近景、中景、遠景がそろって風景 → 全ての持ち主、担当者が異なるので、まち全体をどうするか

の絵を描けていなかった。 

・「道路から○メートルは、××メートル以内の建物にしろ」 ← 近景しかない。 

・水を汲みに来る人がいて、道を歩く人がいて、公園を利用する人がいて、風景である。 

・ビジョン、イメージを持つことが重要。 

 

○「英国の未来像」 

・イギリスは早くから風景を守り、残すことを行ってきた。 ナショナルトラストによる、海岸線を残
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そうなど 

・チャールズ皇太子 「われわれが守るべき１０の原則」 

場所、大きすぎても小さすぎてもいけない、全体の調子、安全、そこにあるべき材料を用い、 

むき出しはいけない、ディテールを丁寧に、看板と照明 

 

○「風景デザイン」 感性とボランティアのまちづくり 学芸出版社 1999年 

・感性：物の価値に気づく感覚・能力  ボランティア：自己実現と社会貢献 

  １．景観論  「景観」の見方 → 目 

２．風景論  「風景」の考え方 → 頭 

３．風景デザイン論  「風景」のあり方 → 手、全身 

・現代社会：多様多層多元社会での合意形成 

・ビジュアル：誰にでも理解できる ／ 一目瞭然 

・五感がいきるまち 「感性」 

 

○「安全・安心の原則」 

・景観対策は？               ▽   より   △     

看板、公告、電線の地下埋設      逆三角（不安）  正三角（安心） 

色彩規制の４っつは短絡的 

 

垂直の高さは水平距離の１．７倍に感じる 

・目標は生きられる景観を創る 

（囲い、水と緑、食べ物、生き物）        より            

                     垂直（緊張）  水平（安定） 

 

・手段は景観デザイン技術               red より geen 

 

 

                            より 

                                        

                   山頂（気になる）   山ろく（気にならぬ） 

 

  人間生存環境 重力に従う  

 

                            より           

                    塊（圧迫感大）   文節化（圧迫感小） 

 

・高層住宅 オフィスビルには良いかもしれないが、子どもを育てられない。自閉症が増える、子供同

士行き来しない、遊ばない → 「垂直と水平の特質」 

垂直 スギ 緊張感がある ご神木 

水平 クスノキ キャンプ場が杉林だと落ち着かない 

ヤナギ 風にナビキ穏やか 
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○「関係の原則」 

・これが絶対というものは無い。 

図と地  地が落ち着いていてはじめて図がいきる 森の緑があるので朱の鳥居が生え、調和する 

点景と背景 

江戸日本 

橋と富士 

借景と貸景 

橋と川 

 

海岸のよしず張り    緑化：どこも彼処もアメリカナハミズキを植える 

林内のログハウス       ただカッコいい、アメリカのものが良いではない 

水辺のしだれヤナギ 

海岸のクロマツ 

山頂のアカマツ 

橋本の木       東京の震災復興：橋のふもと、周りに木、小さな公園を設けた 

                  今は道路と公園の縦割り行政のため未実施 

らしさ：そこに合うかどうかが第一であって、 

この形、この色ならどこでも景観に良いというものはない 

 

○「多様の統一の原則」 

①色、形、大きさのいずれかを揃えればよい （全体統一 バロックと違う） 

 この全てを揃えると、ロシア、自衛隊になってしまう 

 統一しすぎてはいけない  統一しすぎ：退屈 

              バラバラ：混乱 

 日本のまちなみ 家の形や向きはバラバラでも、瓦はその地の材料と色で統一されていた。 

②自然で統一：地場材、自然材の活用が一番 

③自然でつつむ：緑は百難かくす 

④「農」で統一：百姓のデザイン（ルーラル・ランドスケープ・デザインの手法） 

 百姓はその地の土、水、災害、全てを考えてまちを作ってきた 

 防風林、歩く場所だけに踏み石（全面舗装なんてしない） 

 

○「歩き方と景観」 

・歩行速度 

  「そぞろ歩き」０．８ｍ／秒以下 

    （レジャーウォーク）        銀ブラ いろいろなことに気づくことが出来る 

  「ながみ歩き」０．８～１．２ｍ／秒 

  「リズム歩き」１．２～１．７ｍ／秒   車で走って見えたものを書かせた 

   これ以上早い歩きは「小走り」     自転車で、歩いて 遅いほど気づくものが増える 

 

 - 4 -



スローフード 

スローライク 

スローなまちづくり 

これからはスローな時代 

 

自然の美しさに気づくのは人の心（感性）である 

感性：ものの価値に気づく感覚、能力 
 

 

・井の頭公園での歩行速度の計測 水のまわりはゆっくり歩いている 西条は絶好の地 

・風景で飯が食えるか？ 巡りめぐって効果が出る 結果が「景観」 

            水辺を歩く → 元気になる → 豊かな暮らし 

 

○「風景は主観的か？ ／ 風景づくりは理想世界の実現」 

Ａ．原風景 

 個人の原風景 → 遊び場 子どもの頃の体験（遊び）に基づく 

   民族の原風景 → 柿の木 青森から南の日本人は都会の人も柿にふるさとを感じる 

   人類の原風景 → 緑   日本人も外人も命あるもの、育つものの象徴としてホッとする 

Ｂ．集団表象 

   西洋：パラダイス、ミレニアム、アルカディア、パストラル、ユートピア、エルドラド 

   東洋：普陀落山、桃源郷、仙境、極楽浄土、 

       → 日本には日本の景観行政が求められる 

      東アジアの風景論 → 美観、風致、風情、風土、風水（背山隣水） 

・生き物は共通 安全、安心を求めている 

        囲まれている、ヘリにくっついていることに安心を感じる 

        ゴキブリも壁際を歩く、真ん中を歩くとつぶされる、殺される 

 

○「風景の解剖」 

  ↑  気候  山陽、山陰、アジア的 

  │  歴史  字、人文景観 

  │  地理  大地、丘 ○○台、平野  昔は水が無く住めない、田んぼも作れなかった場所 

  │  植生  武蔵野 

  │  水系  谷川     地質が土台となり、水系、植生が形作られる 

  │  地形                    ↓ 

  ⊥  地質  マサ土 → 松しか育たない → 「白砂青松」 

＜土台から積み重ねてみると＞ 

・アメニティ：然るべきものが然るべきところにある状態 

 amenity the right thing in the right place. 

 

○「風景＋時間（歴史＋気候）＝ 風土」 

  Agingの美 ／ Weatherd  どれだけ自分の過去、経験を生かせるか 

・然
さ

び＝時間の経過によってそのものの本質が表面に顕われてくる 

 木の生命力 → 根張り 

 石の中の鉄分 → 鞍馬石の錆び 
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景観十年、風景百年、風土千年を目指す 

 

○「風景の味わい方 八景式風景観 ＝ 五感、全身で味わう トータル・ランドスケープ」 
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金沢八景    日本三景 

 近江八景    天龍寺十景        西条でも、今日にでも出来る 

 せい湖八景   神奈川景勝五十選       よく見たということ 

上２字：地名、場所名 

下２字：時間、季節、動植物、気象、風物、情景 

   

○「Ｐ・Ｖ・Ｅ・Ｓ・Ｍ」 

  Ｐ Physical  安全か   治山、治水 

  Ｖ Visual   美しいか 

  Ｅ Ecological 生きられるか、循環しているか 

  Ｓ Social   地域らしさがあるか 

  Ｍ Mental   ふるさとを実感できるか 

 

○「計画のプロセス 多面的に配慮する ／ 中国杭州西湖の場合」 

①洪水対策   築堤 

②交通対策   両岸をつないでバイパス 

③内水漁業対策 アーチ橋の架橋で舟運の確保 

④緑化対策   やなぎ 

⑤景観対策   塔の築造 

⑥日本各地の公園のモデルとなる 

・いろいろな事業を組み合わせて美しい島をつくる 「庭園の島」ガーデンアイランド下蒲刈
しもかまがり

 

                  人口２，０００人の島 企画部長として島づくりをやった 

 

○「風景づくりのこころ 景観教育、啓発の必要性」 

「観よく 住みよく 感じよく」 

「都市の美観は市民の心」 

「私のお家も景色のひとつ」 

  「庭に得失なし 得失は人の心にあり」 

・風景とは生き方の表現 

・風景は公共のもの、個人のものではない 

・風景とは一部の看板や電柱ではない 

 

１２：１２終了 

― 以上 ― 


