
骨太

ビジョンの考え方

まちづくり発想 図化 ・ 広報 相乗効果 ・ 施策連携

府の役割

ビジョンは漏れがあってよい。骨子が大
事

景観があらゆる分野に関わってきていることを考えると、一行政
の景観担当だけで何をやるかと言われた時に広がりすぎで分か
りにくくなっているのではないか。

景観行政団体が増えている現状を踏ま
え、府として何が出来るのかを考えなけ
ればならない。

景観法は日本の法制度の中で非常に特殊。景観行政団体に手を上げると、市町が都道府県に代わって、景観行政をし
ていくので、かなり複雑な関係が生じる。大阪府が、どういう役割を果たしていけるのか、特に市町との関係を、どのよう
に適切に調整しながら、独自性を発揮していくのか、かなり重要な課題

文化という話は、歴史だけじゃなく、そこに住んでいる
方が文化的な景観を提示して住んでいるので、そう
いったところをいかに汲み上げていく施策や周知をして
いくか

景観審議会をやめて、風景審議会
にしたらいいんじゃないか。景観は
短時間で10年で変わる、10年ででき
あがるとか言われる。風景はもう少
し長期的にできあがっていくもの。景
観10年、風景100年、風土1000年と
いう話がある。

景観条例も景観まちづくり条例とするとこ
ろが出始めている。景観や都市デザイン
の時代から変わった

「まちづくり」や「エリアマネジメント」を進
めていくということで景観づくりができてい
くという考え方に変わってきている

まちをじっくりと見て楽しんでくれる人を増
やして呼び込みたい

景観を旗振りに使う時代は過ぎてしまった感があり、
今後、景観という言葉を使わずに、景観をどう理解
してもらうのかがポイント

世界遺産登録を目指す百舌鳥･古市古墳群や万
博・ＩＲのような話題性のある事業に便乗して景観の
取り組みを進めても面白い

グランドデザインに乗っかって、これを推進していく
ためにというお墨付きをつけながら、ちゃんと景観
行政でやっていくという立場で、しっかりと取り組ん
でいけたら、予算も付くということになってくるかと思
います。そういった立場をどう押し上げていくか

告知・広報、知ってもらうことが、何か景観のくくりで
あるんじゃないか。大阪市とその他じゃなくて、全体
をとりまとめた構想力。景観という意味では個別の
市町村に任せているかもしれないが、全体をとりま
とめて、何か語っていけるんではないか。語りは告
知・広報の問題にかかっていくんじゃないか

景観という言葉自身が府民に伝わりにくいというと
ころが一つ課題。少しでも景観という分野があるん
だということを知らしめることはすごく大事

大きな広域行政の役割というのは、
そこの景観行政団体に主体を移して、
少なくとも全体像がちゃんと見えると
いうことと、若干の総合調整というか
連携。そういったところを府レベルで
考えて欲しい

市町村が単独ではできないところを
支援していく広域行政的な視点や、
普及啓発、新しい価値観をつくって
いく先導性の主に3点が求められて
いる

広域的な視点から、市町村を繋いでいくのが府
の仕事だと思う

協議団体や市町村の枠を越えた団
体同士の繋がりなどを重視したネッ
トワークづくりも大切

大阪府の役割としては、第一に
ブロック会議やプラットフォーム
作りといった市町村の支援が大
切だと思う

広域行政としてできることとして、個々に、景観協
議会というのがあるけども、ものによってはそう
いったところで、少し議論ができるような実効性の
ある体制が今後できてくればよい

複数の自治体で推奨みたいなものを大阪府が共
につくり、それを市町村が利用しやすい形で景観
計画をつくり、景観条例をつくっていくという何か
モデルケースを繋いでいく。もうすでにある市町
村があるので、そこと連携をとりながらその辺り
だったらつくれるんじゃないかというところを繋い
でいく役に力を注いで欲しい

非景観行政団体についてはし
ばらく府で面倒を見るといった
形で大阪府として大切にしてい
きたい景観を守れれば

景観行政団体が増えてくる中で府の景観行政どうするか。
景観行政団体にもっともっと市町村がなってもらう

景観は、地域に近い市町村や住民が主体となってつくり上
げていくことが基本

地元が機能していれば、府の負担も減るので、動きやすく
なると思う

市町村の役割

景観とは

景観行政の課題

ビジョンをつくるにあたって

資料１－上

景観審議会は保全というのも含めた、形成であると。保
全も形成であるというですね、今回のビジョンは前向き
で

古墳群が世界遺産登録された際にはですね、古墳群
に大阪府全体の景観が引っ張られるかといったら決し
てそうはならないと思う。

京都でしたら古き良き日本というようなイメージが
ぱーんと出てきてそれに統一できるっていう形で分
かりやすいと思うんですが、大阪といって出てくるも
の、実際色々あると思う。今見えてる大阪城もひと
つぱっと出てきますが、この大阪城が大阪全体の
景観を引っ張るかと言えば決してそんなことはなく
て。

我々は景観というものを色んなシチュエーションで考え
ていかなきゃいけないんじゃないかと思っています。

景観という定義というのがそれぞれ人にとって違ってい
ると

計画はそれなりに、網羅してできるとお
もうんですけれど。それをきっちりやる
府民のみなさんの共通の目標として、
あるいは魂をいれて実行にうつしていく
ことがやっぱり大事だと思う。

今回は非常に踏み込んで実現方策まで
書かかれるということで非常にありがた
いことと思う。

都市環境のやさしいまちづくりっていう考
え方。そういう部分がこれから必要になっ
てくるんではないかと思う。例えばお年寄
りが多いまちはお年寄りにとってやさしい
環境であると。若い人たち、子どもさんが
多いまちは子どもさんにとっていい環境
であると

住まうビジョン・大阪を拝見していったら、活力魅力
溢れる住まいと都市というのと、安全安心に暮らす
ことのできる住まいと都市というのが。にぎわいと安
全・安心というのが二つ絡まって将来ビジョンが構
成されるんだっていう議論になってるんですが。景
観でも、広告物に特化しても同じような話

グランドデザインがベースになるという話であるの
ならば、そこと見比べて話をしていかないといけな
いのかなと思いました。

今回の資料のようにボトムアップのやり方と、上か
ら汲み取っていくメニューづくりを両方やっていかな
ければいけないのかなという風に思っています。

市民の方っていうのは基本的な景観という意味合
いが中々理解できないということがある

府域全体で広告や広報と、あったけれどもやはり府
全体のアイデンティティみたいなかたちで小さいとこ
ろもうまく落とし込んでいくのが重要かと思う

大阪全体の景観の目標像
みたいなもの、そういうもの
がある程度、ビジョンの中に
言葉としてはあるんですけ
ども、もう少し具体的に目指
すべきものを、はっきり掲示
する必要があるんではない
か。生駒の山並みや大阪湾
の眺めなど大きな景観をつ
くっていく上で他の景観行政
団体とどう調整をとっていく
のかが一番問われているの
ではないかなというふうに感
じています

府という広域行政の中で、広域景
観というのをどう作っていくのかと
いうのを打ち出すのも、ひとつ、府
の大きな役割である

複数市町村にわたるケースの
景観政策のあり方っていうのは、
基礎自治体にわたってどうする
んだという話がありましたけども。
是非、テーマとして挙げさせて
頂きたいと思います

特に千里ニュータウンをどうするか。
千里を考えるときは常に３つの自
治体が。複数の自治体に関わるひ
とつの景観であると。そういうもの
を地区の小さな景観とはいえない
かもしれませんけども大きい小さい
でいうと、部分的な地区の景観をど
う考えるのかっていう代表例になる
かと思うんですけどね。

景観形成地区というものがわりと指定を積極的にされてる
地区もあったりしている。

市町村の景観形成というか、景観を守るというか。そういう
市町村の役割っていうのはかなり大きいと思います

景観部局ががんばっても他の部局になかなか伝わ
らないこともあろうかと思いますので。そのあたりを
どうすすめるのかということもご検討いただければ
と思います。

百舌鳥・古市古墳群を世界遺産にという動きがあり
ますが、それとあいまって便乗と相乗りという方向を。
具体的にしたほうがいい

何をして欲しいかは市町村に聞けばいい。府が地元に関るときは「ス
タンス」が重要。市町村職員のサポートも府の役割

ガイドラインは地元がつくり、府はそれをバックアップする。このバッ
クアップはお金のこと。専門家を雇うお金等が必要。

今後10年でやれることは少ないので、
どれを重点的にやるのかを絞る必要が
ある。

ビジョンは府の広域行政としての王道
の話をするところ

景観行政の役割

頑張っている市町村はブランド力があがっていく。首長
の意識の違いもあるがそのあたり調整できないか

「景観」を使ってまちづくりをするのではな
く、まちづくりができたら結果として景観が
よくなったという流れだろう

風土は風の人（外から来た人）、土の人（地元の人）が
一緒に混じってつくり出すものだと捉えている

○景観ですと将来の社会のあり方をどう設定してい
るのかとか、何か上位的な計画やビジョンがこの上
にあるのか、ないのかですね。それとの関係性で、
これから足らないものがあったら加えていくというの
もあるのではないか。



海・山 河川 みどり公園 道路 夜景・屋外広告物 建築物 歴史文化 電柱電線ゼロ

グランドデザイン・大阪都市圏の広域連携型
都市構造の図。いくつか赤い線で楕円形が
あるが、行政団体がいくつかに分かれている
中で府あるいは関西広域圏と地元自治体を
結んでいく、ひとつのまとまりの単位になる
のではないかに期待していく、楕円の中で何
をするのか、どういう目標像を作っていくの
かという期待をしたい

大阪府域は、最下位から２番目の面積で、非
常にちっちゃな府域なので、一体的に考える、
都心部ばかりではないというのは、ある意味
で非常に正論。ただ、大阪は都心部と周辺
（田舎）とはかなり違うように思う。

大阪に来るときはあまり気が進まなかったが
住んでみると非常に魅力の多いところ。そう
いう資源を活かしながら都市魅力をしていく
方向にやっていければ

大阪府下では都心部ばかりではなくてい
わゆる都心部は都市景観がわりと特化
しているが、郊外地域は風景的なものが
結構あると。風景審議会的なものまで一
歩踏み出してもいいんじゃないか

府は全体をとりまとめるようなビジョンをを提示しな
がら、全体として誘導、指導できる立場をしっかり強
固に堅持していく

５つの軸プラス、これから要素を５つから増やして、
さらに充実を図る方法と、５つの軸を充実させていく
方法、どうやって仕事を増やしていくかというところ
が、景観行政にとっては非常に大事な点

大阪の区域全体で、実線の部分と破線の部分があ
る。破線のところは景観行政団体の区域で、府の計
画外というか、別のいろんな制度なり、動きになって
いる。大阪府全域、もう少し広域の地域を見て、全
体像をまずきちんと把握するというか、見えるように
するというのがとても大事

都心部の重要性と同時に、都市周辺の
ところにいかに書ききるか。広範な形で
大阪は都心部だけじゃないと。わずかな
人かもしれないが、そういう人たちが非
常に重要な文化を形成してきているし、
歴史も蓄積されているところをいかに手
立てを汲んでいくかが大事

国際都市競争の中で勝つためには、京都・大阪・神戸が一体化してこれくらいの都市
規模があって、このランクに上がるからすごいんだという話がよく出てくるが、そういっ
た例をあまり見ない。例えば京都だったら海の京都、森の京都、京都市内以外のこと
を取り組もうとしている姿が見える。兵庫県は、城崎・豊岡エリア、姫路エリアとかを、
塊に何かしてやろうというのが見えるんで、もうちょっと大阪市域以外のところ、寺内
町などいっぱいあると思うので、塊にしながら知ってもらう

ベイエリアから山岳地域に少し
移っていくのかと、非常に感動

先人が守ってきた緑豊かなこ
れぞ景観。車や電車で移動す
る際に見える動かない景色が
ある。人は動いても、金剛山や
葛城山、箕面山の山並みは固
定されたまま。非常に素晴らし
い景色、景観だと思う。そういっ
た景観を守っていきたい

京都市では昭和45年に市内の
山なみを風致地区に指定した
ので、新たな建物を建てづらい
環境にあり、大阪府のように山
並み景観が今後大きく変わると
いった心配は少ない

生駒や金剛山があり、大阪湾
があるというのは大阪府の景
観特性のひとつ

山等、動かない物を守るのは
難しくないが動かない物の見せ
方 「眺望」という視点で捉えた
時の考え方は難しい

大阪は、割と山に囲まれて、真
ん中に海があるので、都市景
観が一望できるところがすごく
多い。

道府県の役割ということで割
り切るのであれば、広域眺望
や和歌山県や三重県にまた
がる世界遺産、木曽川沿線
の約7自治体がひとつの景観
計画をつくっている例を応用
して淀川や大和川に反映さ
せる等、広域的な資源を活用
した、単独の市町村では調整
できないことを都道府県が主
体となって行うことは、広域行
政の王道

大阪府で行っている「風の道」
は山並みや眺望景観と重なっ
てくる部分が多い

グランドデザイン大阪都市圏に
示されている「緑道で繋ぐ」とい
うことが、「風の道」にも役立つ
一方で、緑の景観軸として山
並みと一体化した道路景観に
繋がるといった分かりやすいシ
ナリオがあったらよりいいので
はないか

建築分野だけでは担えない農
水や公園の関係で、いかに連
携していくか。 箕面市がシンボルロードに位置

づけて無電中化を行った国道豊
中・亀岡線のは、南北に通ってい
る道路であり、山並みに向かって
道路が敷かれている。そういう山
と直行する道路に関して、道路
等の景観をどうつくっていくかと
いうことは非常に重要な観点

景観で一番重要なのは土地利用。
市によって結構バラバラなんじゃ
ないか。連携をとりあってやって
欲しいと思う。街道は点線にせず
にすっきりと、大阪府ならできると
思う

グランドデザイン・大阪都市圏の
広域連携型都市構造の図

。広域連携は、内陸部の方で高
速道路ができてくることもあるが、
こういう大きな輪で都市構造の基
軸を作ると、これに沿って景観問
題も考えてもらえるのか

幹線道路沿いの広告は、人の目
に触れやすいというところから見
ても、景観に関して影響が大きい
と思う

高速道路沿道の野立て看板の
色、形等のデザインを指定する
代わりに規制を緩和する取組を
実施している。大阪府でも、規制
一辺倒では知事からの了承を得
づらいと思うので、あめとムチと
いった両方の視点で取り組む方
がいいのではないか

府下全域で見た時に、夜間景
観を充実させていく

大阪市内でも屋外広告が賑わ
いを生み出している事例は道
頓堀だけ。大阪市内以外では、
なかなか思いつかない。

ＬＥＤとかネオン、ビルの屋上
にある大型の看板は景観形成
にも重要なアイテムになってく
る

夜間景観で、どういうポイント
があるかという調査をやってみ
る。夜間景観に力を入れてい
る市町村が、どれくらいあって、
どうしようとしてるかという調査
をやってみる。少し手を上げた
人たちに後押するような事業
を計画する

大阪の看板文化という言い方
をされるが、僅か戎橋商店街
から御堂筋の川の一体にある
看板を見に、全世界から800万
人を超える方が来ていて、そう
いった形の屋外広告物の役割
も、大切なひとつのものとして
考えてもらう時期に来てるん
じゃないかなと考える。広告物
の重要性というのが大変大事
かなと思っている

昭和町でも古アパートをリ
ノベーションするワーク
ショップを実施したり、URで
も部屋のリノベーションを
居住者が自由に行えるよう
にする等、自分たちで使い
やすいように手を入れたい
と思う人をターゲットにした
取組も増加しており、世の
中が変わってきたと感じて
いる

○○の町屋トラストに話を
伺うと、本当はまちの人に
向けたリノベーションを行う
ことを目的としていたが、
観光客を対象とした取組に
なってしまったことが残念
だと仰っていた

百舌鳥・古市古墳群が世
界遺産登録されれば、東
には奈良、南側は和歌山
の高野山や熊野古道等の
世界遺産があることから、
それらを繋ぐ世界遺産
ネットワークをつくり、回遊
することができるようにな
る

奈良と百舌鳥・古市古墳
群を繋いでいるのが竹内
街道などの街道沿道のま
ちづくりというのは、観光
ルートをつくっていく上で
非常に重要

楠木正成公をストーリーと
して日本遺産にしようとい
う動きがある。ストーリー
性を重視した中での景観
保全というか景観形成と
いう視点で取組をしてい
けばいいのでは

大阪の中に世界遺産が
一つもないと叫ばれて、
百舌鳥･古市古墳群を世
界遺産にしようとする動き
もあるが、なんだか世間
が焦っているように感じる。
もっと大らかなゆったりと
した議論が私は好き

国交省も地中化は一応言っ
ている

そのやるついでに地中化を
進めていく

箕面市では、景観計画の中で
「山並み・眺望保全地区」を策
定する動きはあるが、実現には
至っていない

なぎさ街道づくりは、大阪湾岸
沿いを繋いで歩けるようにする
といった計画だったが、実際は
工場等が隣接しており整備す
ることはできなかった

京都市では、森林景観を守り
育てるために「京都市三山森
林景観保全・再生ガイドライン」
を 3部局合同で策定している。

目標とする森林像から樹種の
選定方法、森林景観の保全に
関する項目まで幅広く対応でき
るように記載している

基本目標像

５つの軸 ＋ アルファ

大阪府全体の景観をどう考えるかとなると、賑わいとかと考えます

景観というのにおきまして、やはり景観を大きな枠
組みでつくるのは大切だと思う

大阪府域全域を取り上げた大きな景観
構造みたいなのをどう作るかという議論
があるわけです。それがグランドデザイ
ンという言い方になるだろうと思うんです
けど

町単位での地域での景観づくりっていうのも非常に大切だなと考えます

大阪平野というかたちで軸があるとおもうんですけど、個々の場所に目をあてると、
やはり個性というのは点在しているので、大きな景観の軸組みにどういうふうに小さ
い景観特性を埋め込んでいくかという。その両方だと思う。

京都は景観の範囲というのか、眺望できる範囲、把握できる範囲がわりとはっきりし
ている。それで海の京都とか、お茶の京都とか、いろんなカテゴリーができていく空間
だと思う。大阪はわりと大阪盆地というかたちで、地形的にはかなりまとまりがあるも
のなので、地形に注目するというのはひとつのエリアを把握する上で大事

何かお互いの見え方みたい
な、見える見えないの関係を
つないでいくのもある。大阪
府だと山側の行政と、海側の
行政は違うが、その間を結ん
で、景観軸をつくっていくなど
があるのでは。

滋賀県では広域景観で琵琶
湖の見え方を意識して取り組
んでいる。対岸同士で市町が
ちがう場合に、お互いどうみ
えあうかを検討する

ということで、景観計画の中
に織り込まれている。

従来、河川、道路については
それ自体が良好な景観をつく
る、良好な景観を形成してい
ると。その中でも道路っていう
のはやや安全、円滑に通行
するという目的が、前面に出
てしまって。

電線は汚いですし、電柱自体
は邪魔、汚い。そういうような
部分があるかと思います。

東京は無電柱化が進んでい
る。関西電力エリアは、まだ
まだ進んでおりません。１キ
ロに関して何億円とかかると
いうような試算もあるので、
中々これからも進んでいかな
いんではないかなと思います。

無電柱化は今のところ行政
からの補助金が無い限りは
進んでいかないと。今、進ん
でいるのは国道２５号線です
が、新しい町ができれば、ボ
コボコ電柱が立っているよう
な状態ですので、ひと月の電
柱の保有数というのは増えて
いってる状態です。

無電柱化の話も出ましたけど、
ミニ開発の計画時に無電柱
化をお願いをしても、一件当
たりのコストがかかり、一件
あたりの販売単価に跳ね返
るので開発業者はうんとは言
わない。そしたら電柱ですよ。
そんなジレンマを抱きながら
日々やっております。

「５つの軸＋アルファ」のと
ころで住宅というところが
ありまして。今の皆様のご
議論を聞いてると、小さな
景観をどのように考えるの
かというところで。面的な
軸はあるけども面の市街
地。構成している住宅で代
表してこれで十分なのかど
うか

日本遺産に認定された竹
内街道の景観づくりとか
市町村単独でできないと
ころをやる

市町村は自分の市内部でし
か視点場を設定しないが、実
際には隣の市からの見え方、
視点場の設定など広域でで
きないのか
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実現に向けた方向性

規制強化

民間
昭和町の長屋や古民家など古いものを守る一方だったのが、お金
を生み出すことによって守るといった取組みができるようになってき
た。こういった、保存一辺倒ではなく、お金を生み出しながら保存活
用していくといった新しい視点もこれから先は大切だと思う

ならまちでは景観がすでに売りになっており、いちいち景観に配慮
しなさいと言わなくても配慮することが金儲けに繋がっている。そう
いったことが、私は理想だと思う

規制緩和

行政

景観ということに関すると、景観法もそうだが、規制誘導に
かなり重点を置かざるをえない。そこが一番、世界的に見
ても、日本の景観政策のかなり弱点というか課題

一歩踏み出すという点では、規制緩和、規制誘導、規制
云々を、特区的なものになるかもしれないが、少し可能性
を追求する、いわゆるアジア的な観光振興、考える上では
重要かと

規制誘導型の大きな景観をつくる方法と、

屋外広告行政などみても非常に言ったら一番設
置しやすい状況になっているところであって、そ
れを阻害しない方向で現状のままがいいのかな
と思う

実現方策

電柱広告について、公共
サイン付のものを推進し
てます。大阪府下の行政
には許可を受けていない
分もあるんですがどんど
ん神戸市とか大阪市内の
３分の１の区に許可を得
ております。それは避難
地や海抜を入れた広告で
住民の方々にご利用頂け
るようにやっている。

周辺住民の方にご利用頂
けるような電柱広告を目
指しておるんです。

規制を強化すると取締りを行
わなければならないが、人数
を増やして対応ができないと
いう現状も理解できる

各市町村を繋ぐベース、共通
認識として最低限の基準であ
る条例を定めることも必要だ
が、市町村が大阪府の規定を
満たした上で、それぞれの特
性にあった基準を設けるなど、
活用しやすりルールづくりが
必要

屋外広告の点検が重要。一度
看板は設置されると、ずっと付
いたままで、全く点検されてな
いようところも実はある。屋外
広告物の申請が出ているもの
は定期的にされるが、点検の
義務がない小規模なもの等は
意識が低く、不安全な状態が
続いているものが見受けられ
るのが実情。

街道・国道・山並み・河川等、
連続して繋がっているものに
関しては、それぞれの基準を
細かく見ていく必要があるの
ではないか

古くは、電話ボックスにピンク
のビラがたくさん貼られていた
ことから、保安課が来ている
のかなと思っている。まちもど
んどん変わっていっている。

ピンクのビラが本当にない。非
常に綺麗になった

規制が緩すぎるのであれ
ば、緩いところと厳しいと
ころをつくるといった一律
ではないメニュー制度を
数多く設けるのも一つの
手

梅田は、「大阪市建築美
観誘導制度におけるデジ
タルサイネージ等取扱要
綱」でデジタルサイネージ
設置協議対象地区に指定
している。賑わいの形成
やまちの魅力向上につな
がるデザイン性が高いも
のを設置する場合は事前
協議が必要で要綱の中で
サイネージを掲出する高
さ等が決めている

看板の賑わいを持たせる
ことが一つの集客力と賑
わいとなるので、減らす方
向だけではなく、どこか特
区をつくって看板を繁栄さ
せていこうよと、集客力の
ある看板の賑わいのある
地域にしていこうよという
働きかけを行政の方から
でもしてもらえたら非常に
ありがたい

今まで景観の取組みは「規制・誘導」に重きをお
いていたが、規制･誘導には限界がある

安心・安全
震災の際には必ず、電
気が最初に復旧します。
電柱だと復旧しやすい
んです。電線を地中化し
てしまうと分断されると
時間がかかる。災害の
多い日本でそういうもの
を推進していいものだろ
うかというような考え方
もあります。汚い、要ら
ないというような考え方
だけで、電柱を否定する
のはどうなのかなと考え
てますね。

景観が安全と対峙する
場合があります。河川改
修のときに堤防のところ
に、桜を植えたいんです
ね。川の堤防に沿ってで
すね、桜並木が５０年後
綺麗に咲いているなん
て想像しますと。ところ
が堤防が弱くなるから、
桜並木が植えられない
んです。そんな問題が
ある。

屋外広告の安全面とい
うことを考えると非常に
緩いが、安全面につい
てはもうちょっと厳しくし
ていく中で賑わいという
ことを阻害しないような
施策を

公共事業の再評価
民間建物はそれなりにがんばっ
ているんだけれども、よく見ると
手前の府道がいまいちという事
例が結構あります。

道路買収した土地をよくネット
フェンスで囲んでいますけど。
景観的に使わないでといってい
る緑色のフェンスで囲っていた
り。それが景観を乱しているん
じゃないかといった意見もありま
す。

最近ですね○○市の防犯灯が、
全てＬＥＤに変わりました。ＬＥＤ
は、消費電力とか色々な部分で
正義であるという考え方があり
ますが、ＬＥＤとなっている防犯
灯を見ましたが目にさすわけで
す。例えば、カーブミラーの上に
防犯灯がついてると、光って
カーブミラーが見えないとか。そ
ういう色んな環境がございます。

○○市の道路に通学路の緑の
ラインをひくのに地元住民が反
対したということで景観の専門
家から、言うとこの緑はきれい
なのか、きたないのか相談を受
けた。その際は、地元の住民が
判断すべきだと返したが。○○
市は子供の安全のために引き
たいと。そういうような意見が両
側から正面衝突した場合など、
落とし穴があるんです。住民の
地域活動や、アドプトとかも含め
て公共事業の景観における役
割というのも、そろそろ再評価す
る時期が来ているというご指摘
はよくわかります。

京都府は公共の事業に
ついて評価をする仕組み
を作っています。レベル
がいくつかありまして、一
般道はしないんですけど、
重要っていうところを選ん
でいって、重要度を２段
階か３段階つくっていまし
て。ここに関しては何年間
かのうちにできた時の評
価とその後の評価ってい
うシートを作ってようやく
ちょっと今回り始めたか
なぁといった感じとなって
おりますのでもし良かった
ら参考に。

行政でたくさんつけられている
サインとかも。もし、行政内で調
整がつくのであれば３つ付いて
いるものを１つになって、非常に
すっきりした景観になるとか自
分たちの事業でできることがたく
さんあるのかなと思う。

今回のやつには自分たち
がやった事業が本当に景
観に寄与したかどうかと
いった評価みたいなもの
がありますので、一度さ
れてみるといいのかなと
思う。

道路の舗装とかもよく考
えずに、たぶん業者さん
で何パターンか作られて
いるので、どれがいいで
すかみたいな決め方をさ
れている場合があって、
自分たちの事業の見直し
みたいなのもしていただ
きたいと思います。

○○市内の百舌鳥古墳
群のところで自転車道を
どうするか、というところ
で立ち止まっているという
ところもありますので自転
車道に関して、本当は色
分けしているほうが望ま
しいんでしょうけれども、
やっぱり場所に応じたや
り方っていうのをきちっと
精査できるような体制が
大阪府下で広がっていっ
てほしいと思います

ビュースポット

インバウンドに関して。大
阪の売れる景観、魅せる
景観が、いくつどこにつくら
れているかの視点がいる
のではないか。

昔から、この地で育ってき
た木を古樹として指定する。
ある意味では、景観林とか、
森とかですね。そういう観
点でスポットをあてていく
のも大事かとおもいます。

大阪まちなみ百選というの
もあり、いろいろパソコンに
乗ってますけども、あれを
随時更新をしていくとかで
すね。

個人的には千里ニュータ
ウンは世界遺産に申請し
たらいいのではと思う。公
共施設の道路・みどりの部
分だけ。近代日本の最初
の大変な遺産だと思いま
す。建て替えは色々変わっ
ていって不細工なのもあり
ますけども。アジアでも誇
れると思う。

スポット的に眺望のいいと
ころ等をうまく整備して、そ
れらを繋いでPRしていくの
も一つのやり方

大阪のまちがすりばち状に
なっている話ですが、東大
阪市の市役所から見た景
色が素晴らしい。大阪湾は
きれいに見える、まわりの
山並みは全部見える、本
当に素晴らしい大阪の景
色が見える。大阪の景色を
見るのはどこがいいのか
は、相当広域的に考えると、
良さが相当あると思う。

府下にプロジェクトとしておとしこんでいく中で規
制が問題のところは緩和するなどのストーリでな
いと。単純に規制が悪の根源ではない

基本は商店街や自治会が自らやる。もし
くは一緒にやる。地元が何を要望してい
るかが問題で運用も自分たちで考えてや
るのがよい

民間は民間でメリットが必要。あとは費用
対効果という部分で折り合いをどうつける
か。

景観をつくる主体となる民間の事業者の方とかが、道路なり公園なり、ある一部分をつくっていって結果としてそれら
の積み重ねが景観を作っていくという面もありまして。そういうものを基本方針の中にどう取り込むのかということも
難しいというのもあるかと思うんですけども。

ヨーロッパでは中世の綺麗な
町並みを守るために、車を寄
せ付けないんですよね。車は
周辺にとにかく置けと。歩いて
でも観光客は行ってるわけで
す。

大阪府は狭いとは言え、それぞ
れ市町村で色んな顔があるので、
それぞれ市町村ないし、通りに
沿ったビジョンを、どういう風に決
めていくかということの権限を移
譲するような施策を考えたほうが
いいのではないかなと。それぞれ
の場所にあった賑わいをどう活か
していくのかのバトンタッチをうま
くつくるようなことを考えていきた
いと思います。

ガイドライン

箕面の成功例とかを、大阪府全
体にというのは無理だと思います
ので。ひとつの成功例としてそう
いうものがありますよと。京都らし
い町並みというのもひとつの成功
例だと思う。成功例をたくさん羅
列する中で、じゃあ、どこどこ市さ
んどういう方向にしますか、商店
組合としてどういう方向性にしま
すかということの権限を移譲する
ような方向に持っていくのがいい
のではないか。

独自で景観条例を設けている市
町村に関しても、大阪府の基準が
きちんと反映されているのか確認
する必要がある

ガイドラインであれば、今後の景
観行政の進め方に悩んでいたり、
景観行政団体化に時間のかかる
市町村でも、参考にすることがで
き有難い

条例を改正する、景観計画を見
直すというと進め方が難しいので、
先進的な市町村と組んで、ガイド
ラインを作成するというのはどう
か

エリアについては市町村に決めて
もらい、そのエリアに合わせたメ
ニューをつくる等、汎用性のある
メニュー設定も考えられるのでは
ないか

エリアマネジメント

エリアにおいてまちづくりを
マネジメントするような民
間の方もいらっしゃいまし
て、そういう方が行政とうま
く連携しながら、ゆるやか
なかたちで幅をきかせてま
ちづくりをされているような
地域もあります。官だけで
やろうとすると、中々形の
決まった形にしかできない
部分もあると思いますんで、
そういった形で民間も活用
しながらまちづくりとか、景
観とかいうものに関してマ
ネジメントできるようなそう
いった形をとるというのも
ひとつの考え方かなと思う。

なかなか運動が進まない
といいますか、活動がまと
まらないというご指摘かと
思いますが。そのひとつの
経済的なあり方としてエリ
アマネジメントというのが
最近ありますし。

１０年前には無かった現象
で、ふるさと納税とかクラ
ウドファンディングとかあり
ますので町並みを描いて、
やるやり方もありますので。
何か工夫を考えれば、や
れんことはないだろうと。楽
観的で怒られるかもしれま
せんが。

エリアマネジメントをＮＰＯ
や地域負担を求めすぎの
部分がある。責任の所在
はどこか本来、行政が負
担すべき分は負担する必
要があるのでは。
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実現方策

実現に向けた方向性

お嫁さんは外から来た人であるこ
とが大半。村の女性は元気な人
が多いのも特徴。一緒にまちづく
りを始めると、彼女たちの力でど
んどん進むこともあるのでお嫁さ
んと一緒にがんばれるようにサ
ポートしていく必要がある。

市町村の力も借りながら進めてい
き、行政が何もしなくても地域住
民が機嫌よく景観づくりに取り組
んでくれるような環境になることが
理想。

○○市では、○○市の魅力に賛
同してもらえる人に来て欲しいと
いう思いから、補助金で人を集め
ることをやめたと聞いた。（久）

楽しい人たちが楽しいことをやっ
ていると自然と集まって上手く
回っていくのだと感じた。

住民とのひざを付き合わせた地
道な話し合いが最も大切であり、
住民がまちづくりを主体的に進め
やすい環境づくり、仕掛けづくり
が大切

デザイン的なまとまりがある方が、
コミュニティーとしてのまとまりも
強く、一方でデザインに統一性の
ない地域はコミュニティーとしての
まとまりが弱いところが多い。

旧村同士でのまとまりが非常に強
い箕面市の萱野や新稲は村のコ
ミュニティーの力が都市景観に繋
がっていると言え。

ニュータウンで住民に対して話を
する際は、まちなみを見るだけで
コミュニティーのまとまりがあるか
どうかが分かる。

コミュニティー

地元・シビックプライド
景観といってもなかなか分かるようで非常に広い概念があって、色々な見方があ
ると思うが、景観というのは人々の文化活動、草の根の文化活動を通して作り上
げてきた遺産であり財産でないかと感じている。これまで住んでいた方が脈々と
守り続けてきた、伝えてきたということを含めて、景観ではないか

地方創生を先導しておられる大学教授は、「今、「誇りの空洞化」が起こってい
る。」と仰っている。地域のよさを忘れてしまうことで空洞化が起こる。具体的に言
うと、親世代が、自分の子どもに「ここにはいいところは何もない」というような話
をすることで、若者が地元に帰ってこないといったことが起こっている

居住されている人たちが、シビックプライド
を持つきっかけになる。近隣あるいは広域
の集客に繋がる

外のことを知って地元に戻ってきており、中も外も知っているUターン者･Iターン
者がキーパーソン。出身者が出身地に戻ってくれば過疎はなくなる

地元の方が誇りに思うような、シビックプラ
イドをくすぐる一つの材料が景観ではない
かと思う

人の動きというか。生業といいますか、平
素のとりくみというか。そういうところにしっ
かりとスポットをあてていくことも、すごく大
事かと思っていまして。

民間連携・協働

大学なり、大学生の方々と
の連携もものすごく大事。学
生たちはいろんな意味で貢
献をしてくれていますので、
景観行政という切り口で何
か大学生の方と一緒に連携
して協働するという視点も非
常に大事。

景観をまもり、あるいは新し
く造っていく上で必要なのは、
市民、住民との協働だと思
いますので。例えばアドプト
という制度があります。アド
プトリバー、アドプトロード、
アドプトフォレスト。そういう
視点もあるのではと。

茨木市では、まちづくりに
関するイベント等、楽しい
ことを繰り返して住民と関
係を築いておけば、難しい
問題も住民に取り組んでも
らいやすくなる、という考え
方のもと景観づくりを進め
ている。

東成区では、実行委員会
を立ち上げて新しく村の祭
り(イベント)を開催している。
毎年、4月の第一週目には
桜の名所をめぐる「さくらの
まち歩き」を開催しており、
そういったまち歩きの中か
ら、新しい発見が生まれる
ことも多い。

大和郡山のまちづくりが最
近面白くなってきた。３０代
～４０代の若手を中心にイ
ベントを繰り返しているが、
元ほしの美容院の空店舗
を利用して、５０夜連続カ
フェオーナーを募集した際
は、facebookの繋がりで北
九州からきた女性が１日カ
フェのオーナーをしてくれ
たこともあった。

イベントプラットフォーム

身近な景観をつくるための
いろんな手立てみたいな、
メニューだしみたいなもの
になるかもしれないんです
けど。例えば事例みたいな
ものなど。

大きな議論と併せてそうい
う身近な色んな議論をする
ためのある種のテーブル
の作り方みたいなところで
議論を頂いて。例えば、ど
ういう形のまちとか事例を
交えてそういうのを少し紹
介したりとかですね、そう
いうことが実際に大きな景
観づくりと非常に身近な、
直面しているといいますか、
直接関係しているところと
のつながりが見えてくるん
ではないかと少し感じまし
た。

学習という言葉でまとめて
頂いてますけど。もう少し
景観行政の地元の住民が
つくった、或いはその間を
介した、専門家を交えたプ
ラットフォームなどの仕方・
まわし方などが必要だとう
いう、ご指摘を頂いた。

少しお話していろんな身近
でいいものって言われるも
のを聞いたりしますと非常
に意識の高い方がかなり
いらっしゃるということがわ
かってきまして。そういう
方々をどういう風にして、う
まく景観まちづくりの中に
そういう人の意見を活かし
ていくような手立てをどう
作るかが中々実際の現場
で分かりづらいと言います
か。そう感じているところで
ございます。

補助金

地域活動なり、交付金なり
補助金を渡す、そういうや
り方もありますけども。そう
いうところを介して景観と
言う事柄についてのかなり
理解をしてもらい、関心も
広くなる。お金が絡むとで
すね、結構関心が高まると
いうようなところもあります
し。

府が景観計画を策定する
ように働きかけを行っても、
重い腰を上げない市町村
も多い。そういった市町村
を前向きにさせる方法とし
て、「石畳と淡い街灯まち
づくり支援事業」のような
取り組みは効果的だったと
思う。

景観整備の支援はするが、
その代わりにきちんと形と
して残る景観計画を策定
することを条件にする等、
補助をきっかけとして短期
的に成果が出るものとセッ
トで取組ませるというのは
いい方法だと思う。

仕組みのみならず実弾（お
金）の部分も重要。補助が
なければ地元のフラスト
レーションがたまるのみ。

土木事務所に地域支援課を
作ってくれているので、そこ
の人達がもっと市町村のま
ちづくりに関わって欲しい。

公共空間の
オープン化

道路占有許可の特例について、
国交省の方針も代わりまして道路
法が改正されて、考えが大きく変
わったと思っています。

ヨーロッパの町並みでも道ってい
うのがやっぱり都市の中で非常に
重要な構成部分で。面積もかなり
広いので。もともとはそこで人が
出会ったりですね、語らったりそう
いう場所だったのが、自動車交通
が発達するとただ、自動車が通行
するだけのスペースとなってしま
い。そういうのを占有許可制度と
かを使って事例のようなことがで
きますし。

高架下の利用っていうのが古くか
らよく利用されているところで非常
にレトロな独特な雰囲気をかもし
出して再評価されたりとか。従来、
占有許可っていうのは、極めて例
外的、模型的なものと位置づけら
れてきたものでしたが、もうちょっ
と積極的に都市景観を作り出すも
のとで言う観点で、位置づけなお
すと。

○河川空間のオープン化とか道
路占用許可などを実施するにあ
たり、現行の法制度面での課題
はほぼない。

いわゆる縮小型の都市では、既
存のストックを活用するということ
が注視されておりますので。もち
ろん、個別的な断面的な問題にな
りますけども。道路や河川が積極
的に都市景観を作り出すものとい
う位置づけは、非常に望ましいと
思っております。

クリエーター

広告市場は8割方が東京発
注で、クリエーターが大阪か
ら移動していく実態になって
いる。大阪発祥の業務だった
ものが生き残っていくために、
大阪らしさとは何なんだろうと
いうことを常日頃皆、考えて
仕事をし、議論をしている。大
阪らしさを求めるるつぼ、み
たいな。そういうクリエーター
達のパワーと景観審議会と
がうまくコラボレーションでき
ていけばいい

大阪は甘えがあると思う。大
阪はこれぐらいでええでって
いう感じが常にする。パンフ
レットひとつにしても、ポス
ターひとつにしてもデザイン
性高いものを出し続けること
によって大阪のシビックプラ
イドも上がるし、市民もこれ
じゃいけないと思ってもらえる。
デザイン力を信じて、デザイ
ンセンスを磨いていくために、
デザイナーにちゃんとお金を
払うことがとても重要

絵を描くんだったら家の壁に
絵を描く。この通りの壁は
ヨーロッパ調の絵を描く。こっ
ち側の通りはアジア系の絵を
描く。これは、アジア通りで、
ヨーロッパ通りでと、将来なる
じゃないか

まちづくりも量より質を求めら
れていると思う。奈良市では、
ホテル建設の話が持ち上
がっているが、ターゲットをど
こに設定するかによって雰囲
気は大きく変わる。１泊５000
円の安宿に４人宿泊してもら
うのか、一人1泊2万円代の
高級旅館に宿泊してもらうか
を比較すると、同じ２万円でも、
私は後者をターゲットとした
方がいいと考えている

学習

人でいうと、景観サポーター
を養成するとかですね。府
民の方々に景観について
学習するコースというか。子
どもたちに景観探検隊とか
いうかたちで、地域の景観
を掘り起こしてみようという
ことで、そういう動きもすごく
大事。

景観もその根っこは人の活
動で、人の活動をいかに目
に見える風景に消化してい
くかをやらないといけない。
それをやろうとすると、小学
生や幼稚園くらいからこう
いった関心や景観のセンス
みたいなものは、大きくなっ
てからだと形だけになってし
まい、一番根っこの部分が
なかなか育ってないなと感
じている。そのあたり何かし
ら手が打てないのか。

景観を作っていくのはいろ
んな人達なので、その人た
ちがまず、知るとか、分かる
とか、専門家もしくは行政の
方が、行政の方も一部かも
しれませんが、その人達だ
けが知っているようなことが
結構多い。広報する力を
しっかりこういう場でも議論
すべき。ものが出来上がる
だけではなくて、それを伝え
るということが大事なので、
検証して欲しい。

資料１－下－右


