
美しい景観づくりシンポジウム 
～景観づくりから人と地域が元気になる香川のまちづくり～ 

 

日時：平成２２年１１月１６日（火）１３：３０～１６：３０ 

会場：サンポート高松 かがわ国際会議場 

主催：香川県、香川県都市計画協会 

後援：国土交通省四国地方整備局、「四国八十八箇所霊場と遍路道」世界遺

産登録推進協議会 ほか 

 

司会：きどあや 

 

１３：３０～１３：３５ さかぐちひでかず 香川県土木部長挨拶                  

・瀬戸内国際芸術祭 ９３万人 瀬戸内の棚田、町並み、風景に心引かれたのでは。 

・讃岐平野をはじめとする美しい自然、四国８８カ所霊場など、昔から、

県民の心の風景となっている。 

・また来たいと思ってもらえるような、自分たちの町に誇りを持ってい

ただけるような魅力あるまちづくりを。 

・羽藤先生からは、人の活動に着目した町づくりについて講演。 

・香川県からは「瀬戸内海景観ガイドライン」について報告。 

・パネルディスカッションでは「景観づくりから人と地域が元気になる

香川のまちづくり」をテーマに意見を交わしていただく。 

 

１３：３５～１４：３６ 基調講演「美しい四国づくりの処方箋」               

○講師：東京大学大学院 工学系研究科准教授 羽籐英二（はとう えいじ） 

 

○一番美しく見える風景 

・美しい風景とは何か 

・相手から見えず、自分からは見えるところが美しく見える場所 動物学的 

・他社から引きずられずに 

 

○技巧 

・描かれる風景 実物とは違い、雪舟は高さを強調し、美しい風景を描いた。 

・佐野渡図屏風 金粉がまかれていて、夏の暑い中でもキラキラ光り涼しさを感じさせる。 

 

○美しい四国とはいったい何か？ 

・「美しい花」「花の美しさ」というものはない 美しさを他人に伝えるのは難しい。 

・言葉で表現するには 

「命が鼓動する雄々しい海」 
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「急峻な山のてっぺんにある集落」 

「険しい山を抜ける旧街道」 

「文化薫る里山の原風景」 

「文化を運び、産業を育てた清流」 

「海と山を結ぶ 天に至る段畑」  「だんだん」には「ありがとう」の意味がある 

「瀬戸内の島々や港の営み」 潮待ちで人、もの、情報のネットワーク 

 

○重要文化的景観の活用を考える 

・まちづくりのプラットフォームとしての景観を考える 

・地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で・・ 

 

○文化財保護の体系 

 

○景観行政の転換 

・「金閣寺が美しいから」 金閣寺が焼けたことで、文化財保護法が出来た。 

・金閣寺を焼く × 

 日本橋に高架が覆いかぶさる ○  守るとはどういうことか 

 

○景観行政の歴史的変遷 

・市民団体の設立（１９７０年代） 点から線へ 

・新しい運動形態（１９８０年代） 線から面へ 

・まちづくり三法 

 

○景観法の目的 

・単に古いものを守るだけではなく、活かしていくことがうたわれた。 

 

○ケーススタディ 

・高速道路がくる、役場を移転する、美術館を作る・・・ 

・どうまちづくり、景観づくりをしていくのか 

・中心市街地景 

・中心市街地の虫食い現象 交差点に面した土地が駐車場になっている。 

・駅前がただの空き地になっている。 

・遍路道に人影がない。 

・水辺があるが、手入れがされておらず、寄りつけない。 

・伝統的集落風景 昔のまちなみが維持の面倒さから崩壊、祭りのかき手不足 

・村の水神様 水神社の湧水池 聖なる空間として未整備 
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・役場を移転する際、どの場所を選ぶか みなさんに後で聞きます 

１ いない 

２ 少し 

３ 多い 

４  

５ けっこう多い 

・高速道路、遍路道との関係をどう考え

るか 

 

○まちづくりのグランドデザイン 

・高速道路は四万十町になにをもたらすか 

・ゲートウェイ機能の強化：高速道路の１％景観政策 高速道路を使ってきたお客さんが、車を

停めて歩ける空間にお金、頭を使う。 ピクトグラムの活用 

・回遊性を生み出す公共空間の創出 

 ａ．まちの入り口はどこか？ 

 ｂ．分断された空間の再生 

    ゲートウェイと中心をつなぐハブ空間の整備 

 ｃ．生活文化活動の見える化 

    多孔質化 

 

○まちの街路空間の多孔質化戦略 

・見晴らしが良いので治安が良くなる。 

・まちに変化が出来、まち歩きに変化がでる。 

 多孔質化戦略（バルセロナ） 

 緑の多孔質化戦略（パリ） 

 

○水と緑の街路空間の再生事例 

・水辺空間の再生 

・水辺空間を望む宿泊施設 

 

○「遅い移動」のデザインと移動空間の多孔質化デザイン 

・道路とは立体的に切り離された木橋や遊歩道を整備 

 

○（見えない）土地の豊かな文化 

 観光とは光を見せると書く お客様に見せる地域の「光」とは何か 

・外を歩いているだけでは見えない、気づかない。 

○へんろ通りの街なかアート 

・関係性の再生 
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・観光客が来て、アートを見、物を買ってくれ、生業が成り立ち、さらに魅力をと好循環 → 関

係性の再生 

 

＜文化的景観を活かしたツーリズムデザイン＞ 

ツアー：売られている商品 

ツーリズム：ツアーを生み出す全般の取り組みのこと 

 

○ツーリズムに顕れるプレーヤーたち 

・起案者      ・ファシリテーター 

・プロンター    ・技術支援者 

・同好の士     ・宣伝者  などなど 

・指揮者 

 

○ツーリズムの好事例 

・風景づくり夏の学校 

・大三島ところミュージアム 受付１名、空調はなし 風景そのものが展示物 ミュージアムは

視点場を提供する 

 

○ツーリズムデザイン 

・遅い交通 

・四万十川の魅力、再発見の道 自転車でのロード 

・遅い交通の事例：植物を生かしたツーリズムデザイン 地域の植物図鑑を作り、地域を体験し

ていく ゆっくりと移動し、足を止めることで発見できる、気付ける。 

・膨大な牧野の研究ノートには、訪れた場所、見聞きした草木の名前、方言、スケッチが残され

ている。 

・人物史と地域誌を中心とした遅い交通ツーリズムデザイン 

・足摺桜 純血種であるぶん寿命が長い 御紳木 

・硯を作る腕は評判になり、京都や東京から買い付け客が頻繁に訪れた、「おじいさんは手先が器

用な人じゃった」。 

 

○美しい四国の課題 

・パリですら生き残り策を考えている。 セーヌ川を軸とする 遅い交通と流域圏構想 

 

○ツーリズムを考える上での見方 

・ヒト、モノ、カネのグローバルな文化のフローの中で、文化は社会の境界を越えて享受されて

いる。文化をかつての「無意識の慣習」、あるいは「閉じた意味と象徴の体系」として捉えるこ

とができなくなってきている。 

・「地域に根ざした文化」と「地域を越える文化」 
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・ある地域の中で修復されるものとして捉える場合と、ソフトウェアや伝播理論的に捉えた上で、

最終的には文化の雑種化、渾沌化が起こる（ハウステンボスや野球） 

・コンタクトゾーンの拡大の深化は、文化の変容をもたらすだろう。 

・その際、同質化と生成が生じる。同質化は地域文化が消滅することを意味するし、生成は創造

を意味する。 

 

○イタリアの風景の捉え方 

・ガラッツ法（１９８５） 

・まず自然の骨格を定義する 

・山岳部１２００ｍ以上 

・河川両岸１５０ｍ 

・海岸部８００ｍ 

・湿地、火山、考古学移籍をまず指定する 

・次にプロジェクトを契機として、地域の風景を要素に分解して風景計画を考える 

・そのための調査を行いイメージ戦略をたてる 

 

・壊滅的だったイタリア南部 

・フィレンツェで売っている絵はがきに田園風景が多くで始めた。 → 富豪が廃屋となった農

家を買い取り再生 

 

○イタリアの風景づくりの大転換 

・生活の豊かさの追求 

・本物とは何かという気づき 

・生業としての農業と漁業 

・生み出してきた地形と植生 

・小さなドゥオモ広場の回遊性と滞留性、および生活景 

・欠点を長所へ 

・コンタクトゾーンの設計 

 

○人と人をつなぐ景観まちづくりの転換期 

・血縁・地縁 

・公共社会 インフラ整備 

・市場社会 ツアー販売 

・セミラティス化する社会 開放的 ← こ

ういう関係性の中でないと新しいまちづく

りは出来ない 

 

○無名の質 
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・人名・ 

 

○今日のまとめ 

・景観：地域の骨格を整える 

・文化：地域の骨格を生かす 

・公共：新しい公を生み出す 

 

１４：３６～１５：０２ 「瀬戸内海景観ガイドライン」について               

○講師：香川県都市計画課 あんざいまこと 

○アンケート調査を実施 

・住民アンケート ４０００名 回収率４７％  

・来訪者アンケート フェリーや港で ９００名 

・ヒアリング調査 

 

○アンケート結果 

・瀬戸内の景観に魅力を感じますか   住民  ９１％ 

来訪者 ９４％ 

・瀬戸内の景観を守る必要がありますか 住民  ９７％ 

来訪者 ９８％ 

・島が好きですか（住民）      ７２％ 

・島に誇りを感じていますか（住民） ５２％ 

 この２割の差を埋めるのが「景観」ではないか。 

・島にどの程度魅力を感じていますか 住民 ４９％ 

                  来訪者 ８２％ 

 この差を埋めるのも「景観」ではないか。 

 

・これこそが景観づくりの目的ではないか。 

・自分たちのまちの素晴らしさに気づき、誇りを持てること、それが景観づくり。 

 

○ガイドラインの構成 

１．ガイドラインの位置づけ 

２．瀬戸内海の景観のすばらしさ 

３．瀬戸内海の景観づくりの基本理念・目標 

４．景観づくりの指針 

５．景観づくりの取組み 

６．景観づくりの進め方 

７．景観づくりから住民主体のまちづくり 
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＜１．ガイドラインの位置づけ＞ 

・四国圏広域地方計画「瀬戸内フィールドミュージアムプロジェクト」 → ３つの目的 

①瀬戸内海の景観づくりの重要性や方向性を示します 

②市町が策定する景観づくりの方針・ルールなどの基本的な考え方を示します 

③景観づくりから地域コミュニティの活性化を目指す方向性を示します 

 

＜２．瀬戸内海の景観の素晴らしさ＞ 

○瀬戸内海の景観を資料から学ぶ 

（１）和歌・文学・歴史などから学ぶ 

（２）校歌から学ぶ 

（３）絵や写真から学ぶ 

 

○瀬戸内海の景観を人から学ぶ 

（１）住民から学ぶ 

（２）来訪者に学ぶ 

（３）美術教師や住民団体などに学ぶ 

 

○景観を類型ごとに捉える 

（１）自然の景観 

（２）歴史的な景観 

（３）都市・集落の景観 

（４）文化的な景観 千枚田など 

 

○景観を地域ごとに捉える 

（１）地域区分 

（２）ゾーンごとの景観特性 

 

○景観を瀬戸内海の固有性から捉える 

（１）内海多島の珠玉の景観 

（２）縦と横の移動により刻々と変化する景観 

（３）自然と歴史・文化、人々の営みが織りなす景観 

（４）昼と夜に煌めく景観 

 

○瀬戸内海の景観づくりの問題点と課題 

（１）「まもる」「そだてる」視点 

（２）「ととのえる」「つくる」視点 

 

＜３．瀬戸内海の景観づくりの基本理念・目標＞ 
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＜４．景観づくりの指針＞ 

 あたたかさ 

 歴史と文化 

 重なりあう島々と海と人々の姿が織りなす 

 美しい 

 

○景観保全の指針 

（１）「自然景観」から見る景観保全の考え方 

（２）「色彩制限」の考え方 

（３）「高さ制限」の考え方 

（４）「棚田」から見る景観保全の考え方 

（５）「路地」から見る景観保全の考え方 

 

＜５．景観づくりの取組み＞ 

 ・景観を 「まもる」「そだてる」「ととのえる」「つくる」 

 

＜６．景観づくりの進め方＞ 

・住民が主役の景観づくりのステップ 

 景観づくりからの住民主体のまちづくりへの発展 

 「学ぶ」「気づく」「共に考え・動く」「誇りと自立」 

 

＜７．景観づくりからの住民主体のまちづくり＞ 

今、元気な地域を目指して、瀬戸内海の景観づくりから住民主体のまちづくりが求められています。 

↓ 

美しい瀬戸内海は、誇れるまち、元気なまちをつくる源です。 

 

１５：１５～１６：３２ パネルディスカッション                      

○テーマ:「景観づくりから人と地域が元気になる香川のまちづくり」 

○コーディネーター：羽藤英二 東京大学大学院 工学系研究科准教授 

○パネリスト：池田耕一 ＮＰＯ法人東かがわ市ニューツーリズム協会 

       笠原良二 株式会社ベネッセホールディングス 直島事業室 室長 

       神谷裕直 東京から海のきれいな町への移住者 

       古川尚幸 香川大学 経済学部 准教授 

 

羽籐：普段どういう活動をしていますか。 

池田： 

・観光協会ではなく、ニューツーリズムと名乗っているのは、小さく
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てもキラリと光り、住民主体の観光を目指している。 

・引田には古い町並みが残っている。生活感のある町並み。 → 引田のひなまつり 

・年々派手になっていき、７段飾りの雛壇に、市松人形４体。一軒で数百万円使うほど。 

・開催期間５日間で６万人のお客様。お客さんが来ることで、より自分たちの町が好きになり、

掃除や花を植えたり、住民でギャラリーを作った。 

・生活感のある町並みという景観があったからこそ、引田のひなまつりを中心に活発になり、活

発になってきたので住民主体で景観を良くしてきた。 

・観光が産業になるとは思っていなかった。 

・住民の間同士で交流があり、手伝いの仕合いがあり。 

 

笠原： 

・瀬戸内国際芸術祭に至るまでにどんなことをしてきたかを紹介する。 

・アート活動を中心に直島で２０年展開してきた。 

・直島の１９６０年予算方針より：南部：瀬戸内を生かした整備を民間の力で 

・サイトスペシフィックワーク：そこでしか見られないものに取り組む 

・家プロジェクト １９９０年代後半～ 

・「あるものを壊して新しいものを造る」から「あるものを活かして新し

いものを造る」 

・スタンダード展 

・ボランティアスタッフ 島の人とボランティアの交流 

・観光案内ボランティア 平均年齢７０歳 

・のれん、カフェ 

 

羽籐：「人」が出てるな。町長や建築家など。 

笠原:直島という場があり、島の魅力が様々な人を呼び、人がつながっている。人の魅力、人と人の

つながりが景観をつくる。 

 

神谷： 

・東京の表参道に住んでいた。ファッショナブルな町、一歩入ると神社や森もあり住むに良いと

ころ。 

・今は店が増え、見知らぬ人ばかりが行き交う町になり、人口８，５００人の港町、真鶴町に引

っ越した。 

・美に対するセンスではなく、配慮や・・・ 

・住んでいる人が幸せになる町 

・まつりを一番楽しんでいるのは真鶴の人たちです。観光客のために開催日を土日にするなんて

ない。 

・営み １次産業が風景をつくっている。それが真鶴町の個性そのものだから。 

・石垣 石工の作品 
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・無数の路地 住民により飾られた草花 

・草の根デザイン  

・実のなる木 

・懐かしい街並み 

・美の８原則 

 数値や形では規定していない 

 １．場所 Power of place 

 ２．格付け Hierarchy 

 ３．尺度 Human scale 

 ４．調和 Harmony 

 ５．材料 Materials 

 ６．装飾と芸術 Decoration & Art 

 ７．コミュニティ Community 

 ８．眺め Views 

 

羽籐：美のセンスではなく「配慮」がある、美の８原則 こうすればやっていけるのか。 

神谷：無い物ねだりはしない、ある物の魅力を見つけよう。人口８，５００の町なので、全て打ち

合わせながらやっていける。どこにでもある景色を、自ら「美しいんだ」と言っていることが真

鶴の良さ。県の方が言っていたことと同じ。 

 

古川： 

・マーケティングの研究をしている。景観の専門的な話は出来ないが、今取り組んでいることが

町づくりの景観に関係するので紹介する。 

・主なフィールド 

 直島：香川大学直島プロジェクト 

 女木島：女木島しまなか研究室 

 坂出：坂出マルシェプロジェクト 

 三豊：三豊菜の花プロジェクト 

 

○直島：香川大学直島プロジェクト 

・古い民家を無償で借り、カフェ ５年間、２万人の利用者 

・観光ボランティアガイドも行っている。 

・ＶＥＬＯタクシー（自転車タクシー）の運行実験 

 

○女木島：女木島しまなか研究室 

・学生が使ってくれるだけ、学生が居るだけで賑わいいなると、無償で民家を貸してくれた。 

・ワークショップやミーティング、染め物教室など・・・ 
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○坂出：坂出マルシェプロジェクト 

・私は坂出出身。元町商店街、人通りがない。 

・香川元気ネットＳＥＥＤの活動と連携 

 

○三豊：三豊菜の花プロジェクト 

 

羽籐：学生が気づく、地域の人が気づく場を創っているように感じた。地域の人の反応は？ 

古川：学生が地域の方と触れあう中で、私以上に直島の人と仲良くなり、直島への愛着、「私はここ

でお客様を迎えている」という誇りに思っている。 

 

羽籐：関係性について。元気になるとは、人間一人では元気にならない。内と外、内と内の関係性。

お客様を迎える、移住し地域に受け入れてもらう、ふるさとに再度関わりを持つなど、良い関係

性をつくるアドバイスなどをお願いします。 

 

池田：大阪から東かがわに引っ越してきた。おやじが知り合いに農業をし

ないかと誘われてきたのがきっかけ。海があり山があり、なにより「人」

が良かった。引田の人がヨソからの人を受け入れる風土がある。お遍路、

東の玄関が新しい物を受け入れてくれる文化なのか。 

 

笹原： 

・あるものを生かして新しい物をつくる。 

・あるものを生かすには、そこに住む人が大事にしてきたものを、評価し、大切にすること。 

・ヨソからきた人が評価し、誉めてくれるとうれしい。すると説明もし、お茶も出し、交流して

いく。 

・外の人が誉めてくれるから、大事にする。 

・島ですから、「わざわざ来てくれている」との気持ちがある。 

・島ですから、適度な数、島をどう体験してもらうか考えていかねばならない。 

 

羽籐：その地、その島の暮らしを良く読んでいる。その地域の関係性、人がどう読みとっているか

を感じ取り、新しい回路、違う経済性がつくられていく。 

 

神谷： 

・関係性をどういう風に作っていくか、それは無理をしないこと。 

・もともとそこにあったものを大切にする、尊重する。その中から共通性を見つけていく。 

・８つのチェック・リストも、互いに話しながら進めていく。丁寧な話し合いが大事。 

・相手を尊重する。地域性がどこから出てくるか。地域の良さに、まず気づいてほしい。それは

特別なものではなく、普段の中にある。 
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羽籐：共通性を見つけられると。自然な形で無理のない関係性が出来る。 

 

古川： 

・学生と地域の方の関係性、大学だから、学生だからと、暖かく迎え入れてくれることが多い。

地域の方が学生を大事にしてくれることで、学生の成長がすごく見受けられる。 

・一方、大学が出向いて地域活性化のお手伝いをしていると、大学に依存してくる。大学が来た

から大丈夫と頼りっきりにならないで。 

 

羽籐： 

・古川さんのたくさんの場所での体験から出てきている。地域の人には温かい目で見て欲しい、

学生も地域に貢献できることがある、大学も専門性で貢献できるところがある。 

・地域差がある。どういう風に関係性を作っていけるか。 

 

フロアから男性： 

・外から見た香川、四国とはどんなイメージを持たれているのか。 

・住民の幸せと住民が求めている香川、町のギャップ。 

・どんな情報を発信していったらいいのか。 

 

神谷： 

・香川の人は、自分たちの何が良いと思っているのか、それを言ってくれれば、「それだよね」と

なる。 

・「それ」に、外から来た人が金を落としていってくれるとは限らない。 

・「これを見てくれ」「すごいんだ」と言ってくれれば、行こうかとなる。 

 

羽籐：「こういう人と酒が飲める」など、芸術祭でどれだけ作れたのか、良い関係性を続けていく、

普段の中の無理のない関係性に、持続性がある。 

 

古川：「人」である。ノープランで野宿している学生に、家まで運び込み、食事をさせ、泊めてあげ、

その関係性から人が集まったり、大学を卒業し住み着くことも出てきている。やっぱり「人」か

な。人が元気になると、町が元気になり、きれいになる。 

 

羽籐：年間１００カ所ぐらい回る。香川の印象はと聞かれ、イサムノグチが活動していたところと。

これも「人」。これを見つけることが、香川の将来を作るポイント。 

 

－ 以上 － 


