
景観とは 
 

景観行政の課題 
 

ビジョンをつくるにあたって 
 

骨太 
ビジョンは漏れがあってよい。骨子が
大事。 

まちづくり発想 
景観条例を景観まちづくり条例とするとこ
ろも出始めている。もう、景観や都市デザ
インといった時代ではなくなった。 

今は、「まちづくり」や「エリアマネジメント」
を進めていく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、呼び込みたいと話している。 

図化 
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。 

広報 
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。 

便乗 
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。 

景観行政の役割 
 

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、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。 

協議団体等や市町村の枠を越えた団体同
士の繋がり等、横の繋がりを重視したネット
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、景観協議
会って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。 

いくつか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、この辺
りでつくれるんじゃないかというところを繋い
でいくような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っていくべき。 

府の役割 

景観行政団体が増えてくる中で、府の景観行
政をどうやっていくか。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。 

市の役割 

ビジョンの考え方 
 

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。 

「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。 

資料2-上 



基本目標像 
 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
いかと。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、全
域を一体的に考える、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。 

最初、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。 

大阪府下は都心部ばかりではない。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。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長期的なビ
ジョンを提示しながら、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、まだ他に、この要素を５つから増やして、さら

に充実を図る方法と、その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。 

大阪の景観計画の区域全体で、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きているところ
をいかに手立てを汲んでいくかが非常に大事。 

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。 

海・山 
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
ことから、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。 

生駒山や金剛山があり、大阪
湾があるというのは大阪府の
景観特性の一つ。 

山など動かないものそのものを
守ることは難しくないが、動か
ないものの見せ方、「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。 

河川 
都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。 

みどり・公園 道路 

箕面市がシンボルロードに位置
づけて無電柱化を行った国道豊
中・亀岡線は、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。そういった
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
う大きな輪っかで都市構造の基
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。 

夜景 
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、戎橋商店街から
御堂筋の川の一体にある僅か
な看板を見に、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。 

住宅 
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。 

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。 

歴史文化 
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。 

電柱電線ゼロ 

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
した議論が私は大好き。 

５つの軸 ＋ アルファ 

国交省も地中化は一
応言っている。 

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」
（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。 
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実現に向けた方向性 
 

規制強化 

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、
活用しやすい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なところも実
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。周
知啓発も含め、 府民の安全安心を

高めるような業界団体としての動き
を今後さらに進めながらやっていき
たい。 

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
綺麗になったと思う。 

ビュースポット 

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。 

クリエーター 

広告市場では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
日頃皆さん考えて仕事をして、議論を
している。大阪らしさを求めるるつぼ、
みたいな。そういったクリエーターたち
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。だから、
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、将来なるんじゃないか 。 

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、1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。 

補助金 

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
んでもらうというのはいい方
法だと思う。 

学習 

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
んな人たちなので、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、
その人たちだけが知って
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。 

規制 

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なあと。 

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。 

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。 

まちづくりにおいては、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となる。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。 

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。 

とある市では、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。 

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
と言える。 

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。 

とある市では、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。 

とある区では、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1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。 

実現方策 

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
定されている。にぎわいの形成
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
高さ等が決められている。 

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。 

コミュニティー 規制緩和 

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。 

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。 

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。 

ガイドライン イベント 

資料2-下 


