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「景観」という言葉は、最近テレビや新聞でもよく見かけるようになったので、ご存じの
方は多いと思いますが、改めて「景観とは何か？」と問われて、すっきりと答えられる方は
意外に少ないと思います。 

また、「景観」は公共的な問題だから行政が取り組むべきだと思われる方も多いでしょう。
しかし、「良好な景観」が市民の心の豊かさにつながると考える時に「景観」とは具体的に何
を指し示しているのでしょうか？それは行政や専門家だけで判断できる問題なのでしょう
か？ 

平成１８年１１月に碧南市において開催された景観シンポジウムで基調講演をしていただ
いた京都大学大学院の樋口忠彦先生によれば、「景観」はドイツ語の Landschaft の訳語と
して明治時代に生まれ、主に学術用語として使われてきた言葉だそうです。意味は、古くか
ら日本人が使ってきた「風景」や「景色」と大同小異。文化的にも歴史的にも、「景観」より
も「風景」や「景色」の方が元来馴染みやすい言葉のようです。 

碧南市には、特別な景勝地や際立った観光資源があるわけでもないので、多くの方は「碧
南にはこれといった景観なんてないよ」と思っているかもしれません。しかし、生まれ育っ
たまちかどを懐かしがり、愛おしいと思うような穏やかな「景色」ならたくさん残っている
のではないでしょうか？そういう「景色」が失われたとき、人は心の豊かさを失ったと感じ
るはずです。 

ある場所の「景色」について、今のまま保存したいと考えるか、重要なものをいくつか選
んで残そうと考えるか、後の世代の人たちに大切にしてもらえるようなものを新たに創造し
ようと考えるのか、それは選択の問題です。そこで毎日を生活するわたしたちの意志の問題
なのです。多くの市民に大切にされるものは後世に残りますし、そうでないものはやがて打
ち捨てられてしまいます。そういうことが長い時間積み上げられて「景色」は出来ているの
です。 

ここまでくれば、「景色」が行政や専門家だけで扱えるものではないことがお分かりかと思
います。そして、意図的に「景観」が「景色」という言葉に置き換えられていることにもお
気付きでしょう。「景観」すなわち「景色」を扱うということは、今まで以上に市民と行政が
一体となって取り組まなければ実現しないテーマなのです。そして、市民の役割がこれほど
大きい計画の名称には、「景観」より「景色」がふさわしいと考えました。 

この計画は、そのような「景色」という問題を、碧南市は具体的にどのように扱おうとし
ているか、その方策を示したものです。 

「「 今今、、ななぜぜ““景景色色づづくくりり””ななののかか 」」
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章１第   けかっきたっなにうよるれさと題問が観景

１ 機動・けかっきたえ生芽が識意観景

。たしまきてっなにうよるれわ行が動活な々様む育り守を観景のちまで地各国全、りま高が心関るす対に景風・色景のちま、年近

ま“るよに政行と民市のどな市見治多県阜岐、や動活るす備整・全保をみなちまい古るけおに等市山犬県知愛や市山高県阜岐、もで県三海東 み組り取るす対に観景のちまで地各、等動活す直見を”観景のち
。すまいてれらげ広り繰が

、え考に剣真を題問のちまのちた分自が”機動やけかっき“のられこ、りあが”機動やけかっき“るなと因原の動活、はにみ組り取のられこ 。たしまきてっがなつに動活む組り取

。すまきで類分にうよす示に下以、とるす理整を容内のそ、し類分を機動・けかっきの動活るす関に観景の地各国全、でこそ

きっかけ・動機 内容 具体的な事例 一般的な流れ 特徴・問題点等

11)) 危危機機感感 で域地 親しまれてきた景観
自、観景的史歴、みなちま（

の）どな観景然 喪失の危機を
感じて 動活全保の観景のらか

）都京東（題問ンョシンマ立国【 】

＞観景いたり守＜

みなちまの｣り通学大｢いし美が木並杏銀の前駅立国

＞題問＜

、れさ画計がンョシンマ層高のルトーメ４４さ高 対反

を観景で裁地。たれさ行強が設建、がたれわ行が動運

、がたれさ出が決判な的期画るめ認てしと財共公 裁高

。たっなと訴敗もで裁高最、訴敗転逆で

↓
のへ観景いたり守な切大 2 気づき

↓
の民市 3 反対運動、行政・事業者への要望

↓
行移へプイタ)3りよにりま高の識意観景 4

的会社の者業事、くなはで法るあの力制強・
ケるなにれ遅手、りなにとこるえ訴に任責

。い多がスー

め含を区地辺周、りよにりま高の識意観景・
。るあもスーケるす展発にりくづ観景た

。い多もスーケるわ終でみの動運対反・

22)) 観観光光活活性性化化 的目を客集、ていおに地光観
、てしと 観光地としての魅力

を向上 観景う行にめたるせさ
りくづ

）県重三（丁横げかお勢伊【 】
＞けかっき＜

化性活の丁横げかおたっあに向傾退衰
＞容内み組り取＜

、し導主が者業事間民ういと福赤 をみなちまな的統伝
。たし現再

↓
の上向力魅の地光観 2 芽生え

↓
3 観光事業者・行政の先導的取り組み

↓
行移へプイタ)3りよにりま高の識意観景 4

観景のちまで間期短、は所箇の備整ドーハ・
。るわ変くき大が

観景るよに民住、りよにりま高の識意観景・
。るあもスーケるす展発にりくづ

、れさ示でどな客集やげ上り売が準基の価評・
。いすやりなに薄希が識意加参の民住般一
単。るあが題問の差格資投共公ので間域地
多がスーケるわ終で業事備整ドーハの発

。い

33)) 市市民民のの景景観観（（環環境境））
意意識識のの高高ままりり

市民の景観に対する意識の高
まった地域 よりよ、ていおに

なちま、し指目を境環住居い
り取の成育全保の緑や成形み

み組

）都京東（りくづちま区谷田世【 】
＞けかっき＜

りま高のい思ういといたしく良を）境環（観景の民住
＞容内み組り取＜

識意源資りくづちま、りなと体一と）区谷田世（政行
。るいてっ行を動活働協民市・りくづルール・有共の

↓
いたり守な切大 2 景観の意識共有
↓

 3 まちのルールづくり、 のへみ組り取るきでら自 参画
↓

 4 市民・事業者・行政協働による活動への展開

時に有共の識意、りあで本基が動活の民住・
かかが間時にのるれ現が化変。るす要を間

。る

、めたるいていづともにりま高の識意観景・
きで待期が成形観景るあのりが広な的面

。る

そそののよよううなな、、ききっっかかけけ・・動動機機にに対対ししてて、、国国・・県県やや碧碧南南市市ででははどどののよよううなな取取りり組組みみをを行行っっててききたたかかをを見見ててみみまますすとと、、次次ののよよううににななりりまますす。。

生発機危の失喪観景 1

待期化性活・退衰の光観 1

りま高の識意）境環（観景の民市 1
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２ 国及び県の取り組み 

平成１６年６月、我が国初の景観に関する総合的な法律である「景観法」が成立し、関連す
る２つの法律とともに「景観緑三法」とよばれる基本的な法制度の整備が行われました。
「景観法」の施行を受け愛知県では、平成１７年度に「美しい愛知づくり基本方針」を策定し、
平成１８年３月には「美しい愛知づくり条例」が制定されました。

「景観法」や「美しい愛知づくり条例」では、“景観”は、そのまちの住民自らが創りだし
ていくものであるとの考え方に則り、住民・事業者・行政それぞれの責務を明確にするととも
に、景観は住民にもっとも近い自治体である市町村が主体的に担っていくべきとの考え方が示
されています。

「景観法」における「景観行政団体の制度」は、市町村が景観行政を主体的に取り組むべき
とした景観法の趣旨に沿って定められたものであり、市町村は、今日、景観行政に対する取り
組みの姿勢を国や県から問われている状況にあると言えます。

３ 碧南市景色づくり基本計画の位置づけ 

では、わたしたちのまち碧南市での取り組みはどうでしょうか。

これまで碧南市では、衣浦湾の埋め立て等、わたしたちのまちの景色が大きく変わった時代
もありましたが、近年では“景観づくり”のきっかけとなるような大きな「危機」は生じてい
ません。しかし、わたしたちが慣れ親しんだ懐かしい景色が、市内各所で失われつつあるのも
事実です。大きな「危機感」にはなっていないものの、危機を感じてからではもう遅すぎます。

観光地の魅力づくりとしてのきっかけはどうでしょう。碧南市には、あおいパークや水族館、
大浜てらまちなどがあります。しかし、これらはイベント等で一定の集客はみられるものの、
広域から多くの人々が集まる観光地としては認知されていません。市民や事業者の意識の高ま
りはどうでしょう。クリンピーや大浜のまちづくり活動、クリーン西端宣言等、市民・事業者
主体のまちづくり活動が市内各所で芽吹きつつあります。今後、その活動の進展が期待されて
いるところです。

こういった、今までの取り組みや、国や県の動きを受けて、碧南市では、どのような“景観
づくり”の取り組みが必要とされるのでしょうか。市民の皆さんが親しみをもつことのできる
碧南市の景色を守っていくためには、行政においても積極的な景色の保全の取り組みが必要で
す。また、まちの景色は市民自らが創り出すものですから、市民・事業者との協働協調による
活動は、今後、一層重要になってまいります。

碧南市景色づくり基本計画は、わたしたちのまち“碧南”における大切な景色を守り育む活
動の推進を図るため、景色づくりに対する基本的な考え方や景色づくりにむけた具体的な取り
組み内容を示した基本計画として位置づけられるものです。
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■碧南市景色づくり基本計画の位置づけ 

愛知県の取り組み国の取り組み

美しい愛知づくり条例（H18.3 制定） 

美しい愛知づくり基本計画 

碧南市の取り組み

・各種事業への展開 

・良好な景色のためのルールづくり 

・市民・事業者・ＮＰＯ等との連携 など 

市民・事業者・行政（市）の
協働・協調による景色づくり

美しい国づくり政策大綱 

景観緑三法（H16施行）

碧南市景色づくり基本計画
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第２章 これまでの取り組み ～ 他都市の先進事例と碧南市に見る ～

１ 先進都市の事例 

  景観行政の先進都市として、ここでは２つの自治体における取り組み事例を紹介します。
ここで紹介する２自治体は、共通の特徴として景観行政に取り組むうえで、その施策相互の連
携が顕著なことが挙げられます。

（１）北海道東川町の取り組み（１）北海道東川町の取り組み

東川町は北海道のほぼ中央に位置し、大雪山
国立公園区域の一部になっている人口７千人ほ
どの町です。写真の町として知られており、写
真を通じて美しい風土とそこに育まれた人々の
豊かな心を大切に守り育てる施策を展開してい
ます。

■先進都市（北海道東川町）の施策状況

協働・協調型行政主導型

ソフト施策

ハード施策

ＢＡ

Ｃ Ｄ
●景観住宅建築支援制度 

●東川風住宅設計指針
●美しい風景づくり指導員の配置

●美しい風景づくり賞 

●写真甲子園
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（２）岐阜県多治見市の取り組み（２）岐阜県多治見市の取り組み

多治見市は岐阜県南部、東濃地方の西側にあり、緑豊かな山々に
囲まれた盆地です。ＪＲ中央線を利用すれば名古屋から３０分足ら
ずで辿り着く、自然が残るまちで、市の中心をゆったりと流れる土
岐川沿いに市街地があります。
人口は約１１万７千人で、美濃焼きの生産地としても知られてい

ます。
多治見市では、「風景づくり」として、自然環境、歴史や文化を大切にしながら、建築物、

まちなみなどの景観を誘導することによって、地域に根ざした美しい風景を守り育て、整え、
創り出す取り組みを推進しています。
■ 先進都市（岐阜県多治見市）の施策状況

景観に関連する施策について、２つの先進自治体の状況を分析すると以下のようになります。
・公共施設整備（表のＣの部分）以外の施策も充実しています。
・各施策が連携し、全体として意図をもった施策となっています。 

●景観に関連する施策の整理
それぞれの施策について、横軸には行政あるいは市民・事業者の関わり具合を、縦軸に
は施策の内容に応じた分類（構造物等施設整備を行うハード施策と、それ以外のソフト
施策により分類）をもとに整理しています。

●表の解説
Ａ：行政主導型のソフト施策（例：条例、規則、規程等の施策）
Ｂ：市民・事業者と行政の協働・協調により実施されるソフト施策
Ｃ：行政主導型のハード施策（例：公共施設の建設等、インフラ整備）
Ｄ：市民・事業者と行政の協働・協調により実施されるハード施策（支援制度）

協働・協調型行政主導型

ソフト施策

ハード施策

ＢＡ

Ｃ Ｄ
●風景市民遺産所有者への技術支援・財政支援

●みちくさマップ作成 

●風景づくり団体の指定 

●風景市民遺産の指定 

●美しい風景づくり条例 

 ・大規模な行為の届出 

 ・風景づくりの作法

●公共的施設の風景づくり
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２ わたしたちのこれまでの取り組み 

それでは、碧南市におけるこれまでの取り組みはどうでしょうか。
 碧南市ではこれまで様々な景観に関連する施策が行われてきました。これらにより、図書館
前の通りや彫刻のあるまちづくりなど、美しく潤いのある市街地の整備がすすみました。
しかし、その多くは行政主導で進められたもので、道路や公園等公共空間の整備が中心でし

た。市民や事業者と行政が一体となって進める施策には、「大浜てらまちウォーキング」や「き
らきらウォーク」などがありますが、まだまだ少なく、地域としても偏ったものとなっていま
す。
そこで、碧南市における今までの取り組みについて整理をしてみますと、次の表のとおりと

なります。

■ これまでの碧南市の施策状況
・行政主導型のハード施策である公共施設整備が中心に行われています。
・各施策が単発的で、連携した施策が少ないのが現状です。

協働・協調型行政主導型

ソフト施策

ハード施策

クリンピー

大浜てらまちウォーキング 

きらきらウォーク

図書館前の道路の整備

市役所前通りの整備・電線類地中化

彫刻のあるまちづくり

保存樹木・保存樹林

市指定文化財

広報へきなん（街並みシリーズ）

【意識啓発】 

【市民活動支援】 

【規制・誘導の取り組み】

建築・開発等指導

ボードウォークの整備

都市デザイン文化賞

芸術文化ホールの整備

【公共施設整備】 【公共施設整備】 
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先進事例と碧南市の状況を比較してみると、下図のように先進事例の２自治体における施
策については調和が取れ、各施策の連携が図られているのに対し、碧南市では行政主導型で各
施策が単発的に実施されていることが明確になるとともに、関連するすべての施策を連携させ
ることが、景観行政を推進するうえでの重要なポイントであることがわかります。 

これをもとに、次章ではどのように碧南の景色づくりを考えるべきかについて考察してみます。これをもとに、次章ではどのように碧南の景色づくりを考えるべきかについて考察してみます。

Ｄ

Ｂ
協働・協調型行政主導型

ソフト施策

ハード施策

Ａ

Ｃ

■碧南市の状況

Ｄ

Ｂ
協働・協調型行政主導型

ソフト施策

ハード施策

Ａ

Ｃ

■東川町の状況 ■多治見市の状況

Ｄ

Ｂ
協働・協調型行政主導型

ソフト施策

ハード施策

Ａ

Ｃ
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第３章 碧南市の景色づくりの考え方 ～「景色づくり基本方針」～

 「景色づくり基本方針」では、わたしたちのまち“碧南”における景色づくりの基本的な２
つの取り組み方針を示し、この基本方針に沿った施策を推進することにより、市民・事業者・
行政の景色づくりへの関心を高め、まちの景色の保全と創造に積極的に取り組んでいきます。

１ 景色をみんなのものに ～ 景色の共有化の取り組み ～

碧南市では、「景色をみんなのものに」をキーワードに「景色の共有化」を推進していきま
す。景色は個人個人の体験によるものですが、みんなで共有しあうことにより、その景色はみ
んなのものとなり、まちの景色づくりにつながります。
また、これまで各地区において、個人の体験である景色を共有しあう取り組みとして、「風

景を集める会」や「へきなん景観ウォーキング」を開催してきました。今後も碧南の景色を集
める活動を進めるとともに、その景色を市民・事業者・行政（市）がお互いに認識できる「景
色の共有化の取り組み」を積極的に推進していきます。

わたしたちのまちの
景色を集める活動

景色の公開

市  民

景色は、個人の体験である。景色は、個人の体験である。

しかし、その体験を共有することで、個人の景色は共有の景色になり、しかし、その体験を共有することで、個人の景色は共有の景色になり、
みんなのものになっていく。みんなのものになっていく。

みんなのものにしておかない景色は、いつの間にか、みんなのものにしておかない景色は、いつの間にか、
無くなってしまうものである。無くなってしまうものである。

（愛知県・碧南市主催 景観シンポジウム 京都大学大学院 樋口忠彦教授基調講演(H18.11.5)より）

わたしたちのまちの大切な景色、

馴染みのある景色の再認識と

共有化が次第に形成される
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２ 持続可能な景色づくり ～ 景色を「守り・育む」取り組み ～

わたしたちのまち“碧南”には、今日まで続く長い歴史のなかで、市民とその風土に育まれ
てきた碧南の景色があります。
碧南の景色がもつ歴史を認識するとともに、これらの景色を、わたしたち世代のためだけで

なく、子どもたちの世代にも残し伝えていくことが大切です。
碧南の景色がもつ、まちの個性や特徴を将来に残し、受け継がれていく景色づくり、次世代

のための景色づくり、すなわち、「持続可能な景色づくり」に取り組みます。

（（１１））行行政政がが行行うう景景色色のの保保全全 「「景景色色をを守守るる」」

まちの景色は日々変わっていくものです。まちの変化によりわたしたちの生活もより便利で
快適なものとなってきました。
しかし、その変化によっては、これまで大切に守り育まれてきたまちの景色を一変させ、わ

たしたちのまちの歴史を消し去ってしまうようなことも起こりかねません。
碧南市では、まちの景色の多様な資源、個性を守っていくため、積極的にその保全施策を推

進していきます。

（（２２））市市民民・・事事業業者者・・行行政政のの協協働働にによよるる景景色色のの保保全全・・創創造造活活動動 「「景景色色をを育育むむ」」

まちには様々な景色が育っています。そして、これらの景色には、そのまちにふさわしい景
色の育て方が必要です。
碧南の景色がもつ、資源、個性を将来に残し伝えるためには、その景色の育て方を市民・

事業者とともに考え、日々変わっていくまちのなかで、その景色をただ保全するだけでなく、
まちの個性を生かした、そのまちに根ざした景色の育て方にもとづき育成していくことが大切
であると考えます。
碧南市では、市民・事業者との協働により、そのまちにふさわしい景色の育て方について、
ともに考え、まちの景色をそのまちの資産として、将来にわたって保全し、創造する施策を推
進していきます。
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第４章 景色づくりの取り組み方 

１ 景色づくりをどのように行うのか 

（１）市民・事業者・行政の役割（１）市民・事業者・行政の役割

第３章で述べた「景色づくり基本方針」を具体的に進めていくためには、市民・事業者・行
政（市）が、それぞれその役割を理解したうえで、お互いに協力して景色づくりに取り組んで
いくことが必要です。

これまでの施策は、行政（市）が主導的な役割を果たしてきたケースが多く見受けられまし
たが、本来、まちの景色にもっとも関わりの深い市民や事業者が、景色づくりの担い手として
主体的に取り組むことが重要であり、行政（市）は、市民・事業者の景色づくりの活動を全面
的に支えることがその主な役割であると考えます。「碧南市景色づくり基本計画」では、市民・
事業者に“自らが景色づくりの担い手である”ことを理解していただくとともに、身近な景色
づくりに積極的に取り組んでいただきたいと考えます。

一方、行政（市）は、市民・事業者の景色づくりを支援するとともに、意識が向上するよう
啓発活動に努めていくことが必要です。また、魅力的な公共空間づくりについても今まで同様
努力していくことが求められます。

■ 市民・事業者・行政の役割

市民・事業者
項目

市民の役割 事業者の役割
行政の役割

主導的な
役割
主導的な
役割が求
められる
もの

●●自らが「景色を評価し、判断
し、行動する」景色づくりの
担い手であることを認識しま
す。

●●まちの身近な景色づくりに積
極的に取り組みます。

●●まちの良好な景色づくりに取
り組みます。

●●「碧南の景色となっている工
場・商店等の事業者」は、市
民同様、自らが「景色を評価
し、判断し、行動する」景色
づくりの担い手であることを
認識します。

●●市民・事業者の意識が向上す
るような啓発を行います。

●●市民・事業者の意見を聞きな
がら、魅力的な公共空間の創
出を積極的に推進します。

積極的な
参加・協
力

積極的な
参加・協
力が求め
られるも
の

●●行政・事業者の景色づくりに
対して協力します。

●●市民・行政の景色づくりに対
して協力します。

●●市民・事業者が良好な景色づ
くりを図るための多様な支援
を行います。
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（２）景色づくりの取り組み方（２）景色づくりの取り組み方

景色づくりの取り組み方は、「行政主導型」と「市民協働・協調型」に分けて考えることが
できます。

■ 景色づくりの取り組み方

取り組み方の特徴
取り組み方 内容

点良い 悪い点
具体的な事例

行政主導型行政主導型

●●行政が景色づくりの主
体となりリードする方
法

●●これまでの景色づくり
の基本的な手法

●●市民と合意が得られ
ているものについて
は、早期の実施が可
能。

●●短期間で目に見えた
成果がでやすい。

●●市民の参加意識・愛着
が希薄になりやすい。

●●事業を行った部分の
み成果が表れ、一体
的な景色づくりがで
きない恐れがある。

市民協働・
協調型※
市民協働・
協調型※

●●最終目標として、市民・
事業者が景色づくりの
主体となりリードする
方法

●●今後の景色づくりで期
待される手法

●●市民の参加意識が高
く、愛着が生まれや
すい。

●●面的な景色づくりが
期待できる。

●●成果がでるのに時間
がかかる。

※市民・事業者・行政が協働で、協調しながら行っていく進め方

景色づくりにおいて、すでに市民・事業者と合意が得られた施策については、行政主導型に
よる施策の推進が可能です。一方、市民や事業者との合意が得られていないものについては、
まずは市民・事業者・行政（市）の３者がともに考え、合意を形成していくことが必要になり
ます。この場合は、市民協働・協調型の取り組みが必要になってきます。

このことは施策の熟度だけでなく、その内容により行政主導型で展開することが望ましいも
のもありますし、市民・事業者とともに取り組むべき施策もあります。このことから、碧南市
における景色づくりでは、単に行政主導型、市民協働・協調型の二者択一ではなく、両面から
の取り組みが必要です。

「碧南市景色づくり基本計画」では、市民・事業者・行政（市）が碧南の良好な景色を主体
的にかつ継続的に保全、整備していくため、行政主導型の施策と市民協働・協調型の施策を組
み合わせ、幅広い展開をすすめていきます。

図書館前のケヤキ並木

大浜てらまちウォーキング
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Ｂ

Ｄ

Ａ

Ｃ

【意識啓発】

【規制・誘導の取り組み】

２ 景色づくりの展開とその手順 

（１）景色づくりの展開（１）景色づくりの展開

第２章の「２ わたしたちのこれまでの取り組み」において考察したように、これまで碧南
市では、行政主導型のハード施策を中心に行ってきました。また、それぞれの施策も単発的で、
横の連携が十分図られませんでした。

このことからも、今後は行政主導型ハード施策にあわせ、協働・協調型ソフト施策等のその
他の施策も充実させるとともに、それぞれの施策が連携し、全体として意図をもった施策の組
み合わせとなるような事業展開を図っていくことが必要です。

ここでは、第２章で整理した図表を活用して、景色づくりの事業展開について解説してみま
しょう。

協働・協調型行政主導型

ソフト施策

ハード施策

■碧南市の状況

【市民活動支援】

【公共施設整備】
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協働・協調型行政主導型

ソフト施策

ハード施策

碧南市の状況において協働・協調型ソフト施策を充実させるには、以下のことが求められます。
・Ｃの行政主導型のハード施策（公共施設整備等）だけでなく、他の施策（Ａ・Ｂ・Ｄ）も充
実させていくことが望まれます。 

・事業全体として単発的な施策に終わらせず、各施策が連携し、意図をもったものにしていく
必要があります。 

Ｂ
協働・協調型のソフト施策
の充実
③市民活動支援

④市民協働による意識

Ｄ
協働・協調型のハード施策
の充実
⑥市民協働による公共施
　設整備

⑦市民協働・協調型まち
　づくり支援 等

啓発活動 等

Ｃ
行政主導型のハード施策
の充実
⑤景観重要公共施設の

整備 等

Ａ
行政主導型のソフト施策
の充実
①指針となる計画

②ルールづくり 等

■理想的な施策の連携

※注
この表における①から⑦までの施策は、今後碧南市が景色づくりとして実施すべ
きものの例を示しています。
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（（２２））景景色色づづくくりりのの手手順順

おにりくづ色景のれぞれそ）市（政行・者業事・民市、もで策施の型調協・働協もで型導主政行。すで切大が順手のそはにりくづ色景のちま 。すで要必がとこくいてめ高歩一歩一を度熟成るけ
、りよに度熟成のりくづ色景、はで市南碧 ”る知を色景のちまがわ“ ”るす有共を色景“ 。すまえ考とるあで要必がとこくいてし開展を策施で階段３の”るくつを色景“

開展的階段のりくづ色景るけおに）市（政行と者業事・民市 ■

～わがまちの景色を知る～ 
ホップ（短期的施策） 

～景色を共有する～ 
ステップ（中期的施策） 

～景色をつくる～ 
ジャンプ（長期的施策） 

市民・事業者

●●景色づくりの担い手としての認識

掘発の源資色景・

加参のへ等トンベイのりくづ色景・

●●景色づくりへの参加

討検のルールたけむに造創・全保の色景のちま・

 み組り取の備整色景な近身のちま・

●●市民・事業者が主役となった景色づくりの実現

立設の体団動活りくづ色景・

画計観景るよに者業事・民市・ ※  行実、案提の

行 政

●●景色づくりを推進するための基盤的施策の策定

定策の針指りくづ色景たし示を性向方きべうかむ・

定策ルールの限低最きべる守が）市（政行・者業事・民市・

 動活発啓のめたの揚高識意民市るす対に色景・

●●参加型市民活動の支援と地区別の景色合意形成

進推の動活造創・全保源資色景のちまるよに加参民市・

援支るす対にりくづ色景の別区地・

のめたるす進推をルールのちまたし成作にもとと者業事・民市・

 備整度制

●●市民・行政（市）協働による景色づくりの推進

援支面側るす対に動活、立設の体団動活りくづ色景・

 プッアクッバ的政財るす対に業事成形色景型案提民市・

 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策イメージ

Ａ

Ｄ

Ｂ
策施トフソ

型導主政行 型調協・働協

策施ドーハ

Ｄ

策施トフソ

型導主政行 型調協・働協

策施ドーハ

策施トフソ

型導主政行 型調協・働協

策施ドーハ

策施トフソ、りよに力協の互相）市（政行・者業事・民市

。るめ進層一を開展の

業事・民市らか型導主政行、策施ドーハたせわあに策施トフソ

を性連関がれぞれそ、とへ策施たっなと体一が）市（政行と者

。る図を進推の業事たっも

けかき働のらか）市（政行 けかき働の互相）市（政行・者業事・民市
化発活の動活者業事・民市

援支のらか）市（政行

Ｃ

Ａ

Ｃ

Ａ

Ｃ

Ｂ Ｂ

Ｄ

。すまし指を画計観景るれさ定規で法観景※

者業事・民市、りよにけかき働な的極積るよに）市（政行

。る図を化発活の動活型調協・働協のと
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第５章 わたしたちは何から始めるべきか ～ ｢景色づくり推進計画｣ ～

１ 景色づくり推進計画 

「景色づくり推進計画」では、碧南市がこれまで行ってきた施策にあわせ、今後、実施が望
まれる施策を具体的に提示し、市民が親しみをもてる景色づくりの推進にむけた道のりを示し
ます。

推進計画では「景色づくり基本方針」で定めた２つの柱、景色をみんなのものにする景色の
共有化の取り組みと、持続可能な景色づくりを推進するための、景色を「守り・育む」取り組
みに従い、これまで実施してきた施策とともに以下の新たな施策の検討を進め、市民・事業者・
行政（市）が一体となった碧南市の景色づくりに取り組んでいきます。

また、施策の展開としては、まず行政主導型のソフト施策である「基本的な方針の設定」を
行い、次に「景色の共有化の取り組み」、さらには「持続可能な景色づくり（景色を守る取り
組み・景色を育む取り組み）」と協働・協調型のハード施策へと、施策の幅を広げていきます。

 次ページでは、その施策推進のイメージを示します。
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■施策推進のイメージ

●景観基本計画の策定
●景観行政団体への移行
●景色づくり基本条例等
 の制定

基本的な方針の設定

●まちの景色を集める活動
●景色の共有化の活動 景色の共有化の取り組み

持続可能な景色づくり
（景色を育む取り組み）

ソフト施策

ハード施策

行政主導型

持続可能な景色づくり
（景色を守る取り組み）

●屋外広告物対策
●大規模な行為に対する届出制度

◎景色づくりアドバイザー制度

■景観重要公共施設の整備

◎市民参加による
景色資源保全・
創造活動

◎景観重要建造物等の指定・保全

■建築物・工作物への助成制度

●：短期的施策
◎：中期的施策
■：長期的施策

凡 例

◎市民による景色づくりに対する
支援（ソフト支援）

■景観整備機構等による景観
重要建造物等の指定

◎建築物等への行為の制限
■市民による景色づくりに対する
支援（財政的支援）

■景観整備機構の指定

●景色づくりの啓発活動

協働・協調型
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）画計進推策施的階段（画計進推りくづ色景市南碧 ■

段階
～わがまちの景色を知る～
ホップ（短期的施策）

～景色を共有する～
ステップ（中期的施策）

～景色をつくる～
ジャンプ（長期的施策）

基本的な方針の設定

●●  定策の画計本基りくづ色景
 討検の針方み組り取のりくづ色景るけおに市南碧

●●  行移のへ体団政行観景

●●  定制の等」例条本基りくづ色景市南碧「

景色の共有化の取り組み

●●  動活るめ集を色景のちまのちたしたわ

 催開のグンキーォウるぐめを色景・
 催開の会るめ集を色景別区地・

 催開の等展画絵・展真写の色景るてものみし親・

●●  動活の化有共の色景
 信発の報情りくづ色景るよに等誌報広・

 用活のトッネータンイ・
 信発報情ので等館書図や館民公区地・

●●  動活発啓のりくづ色景
 催開の等ーナミセりくづ色景・

 施実の定検地当ご・
 進推の動活掃清・化美・

●●  動活造創・全保源資色景るよに加参民市
進推りくづ色景“るす進推をりくづ色景るよに加参民市

 進推、成養、定制の度制の”ーターポサ“や”員委

 る守を色景①

●●  策対物告広外屋
 去除易簡の物告広反違るよに民市・

 導誘、制規の物告広外屋・

●●  入導の度制出届るす対に為行な模規大
す対に為行な模規大、すぼ及を響影なき大に色景の南碧

 入導の度制出届、定制の準基る

 る守を色景①

●●  入導の度制ーザイバドアりくづ色景
 入導の度制ーザイバドアるよに家門専

談相るす関にりくづ色景や遣派の家門専のへ区地各内市
 施実の等会

●●  全保・定指の木樹要重観景・物造建要重観景
、物作工や物築建な要重上観景の域地、きづともに法観景

 る図を承継・持維の等設施、い行を定指の等木樹

 る守を色景①

●●  定指の等物造建要重観景るよに等構機備整観景
観景のらか等構機備整観景、くなでみの定指るよに政行
くづ色景の域地、りよに定指るよに案提の等物造建要重

 るきで待期がりが広の加参民市の上以でま今にり

景
色
づ
く
り
基
本
方
針

持続可能な景色づくり（景色を
守り・育む取り組み）

①行政が行うべき景色の保全
施策の推進（景色を守る）

②市民・事業者・行政の協働に
よる景色の保全・創造活動の
推進（景色を育む）

 む育を色景②

●●  ）援支トフソ（援支るす対にりくづ色景るよに民市
す対に動活と定認の体団民市）りくづ色景（りくづちま

 施実の成助る
 援支的面側るす対に動活）りくづ色景（りくづちま

●●  限制の為行のへ等物築建
物築建（等為行のめたの成形の観景な好良るよに法観景
に法画計市都、等設増・設新の物作工、等築増・築新の

 限制の）等為行発開るす定規

 む育を色景②

●●  備整の設施共公要重観景
施たせわあに画計観景ていつに設施共公な要重上観景

 施実の備整設

●●  定指の構機備整観景
み組り取の民市るす関にりくづ色景、きづともに法観景
るきでがとこう行を理管の木樹・物造建要重観景や援支

 定指の人法益公、ＯＰＮ

●●  ）援支的政財（援支るす対にりくづ色景るよに民市
色景な的ドーハの等体団民市）りくづ色景（りくづちま

 施実援支的政財のへ動活りくづ

●●  設創の度制成助のへ物作工・物築建
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２ わたしたちはまず何から行うの？ ～すぐに開始すべき施策の進め方～

「景色づくり推進計画」のうち、すぐに開始すべき施策を「わたしたちがまず行う
景色づくり」として位置付け、積極的に推進していきます。 

 また、これまで行われてきている様々な活動・施策等についても認知・把握し、よ
り一層推進するとともに、各事業の連携を図っていきます。 

（１）基本的な方針の設定（１）基本的な方針の設定

ア 景観行政団体への移行ア 景観行政団体への移行
平成１６年度に制定された景観法では、まちの景色づくりはそのまちに住む人々に
密接に関連した取り組みであることから、住民にもっとも近い自治体である市町村に
その中心的な役割を求めています。

一方、わたしたちのまち碧南には今日までの長い歴史のなかで、市民とその風土に
より育まれた碧南の景色があり、この景色を大切に守り育んでいくためには、景色づ
くりにおける行政（市）の役割も大変重要になっています。

市民・事業者・行政（市）、３者による景色づくりの一層の推進を図るために、また
景色づくりに対する行政（市）の責任を果たすとともに、景色づくりに対する姿勢を
示すためにも、碧南市は、景観法にもとづく“景観行政団体”への移行を図り、景観
行政団体として景色づくりに積極的に取り組んでいきます。

イ 「碧南市景色づくり基本条例」等の制定イ 「碧南市景色づくり基本条例」等の制定
景観行政団体への移行にあわせ、碧南市は今後の景色づくりに対する市の基本方針
や取り組み姿勢を、市民や事業者に明確に示していくことが重要であると考えます。

市民が親しみを持つことのできる景色づくりにむけ、市民・事業者・行政（市）、３
者による碧南の景色づくりのスタートを宣言する「碧南市景色づくり基本条例」（景色
づくり憲章）等の制定に努めます。
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（２）景色の共有化の取り組み（２）景色の共有化の取り組み

「景色づくり基本方針」でも述べられているように、景色の共有化は、わたしたち
のまちの景色を保全するとともに、その景色を育む取り組みにつながる重要な施策で
す。景色の共有化の活動に積極的に取り組むうえで、次の３つの活動を推進します。

ア わたしたちのまちの景色を集める活動ア わたしたちのまちの景色を集める活動
身近なまちの景色を集める活動を積極的に推進します。碧南市内をテーマに沿って
巡る「景色をめぐるウォーキング」、地区の歴史とそこに暮らすわたしたちの思い出、
さらには今日のまちの姿をその地区に住む市民とともに探す「地区別景色を集める会」
等により、わたしたちの住む碧南の景色を、市民・事業者のみなさんとともに集めて
まいります。

● 景色をめぐるウォーキングの開催
碧南市内で歴史、文化、地形的特徴等のテーマ毎にコース
を設定し、市民ウォーキングを行います。また、ウォーキ
ング途中で見つけた景色を集め公開していきます。

● 地区別景色を集める会の開催
碧南市内６地区において順次開催します。地区毎に市民ワ
ークショップを開催し、まち歩きと景色を語る会によりま
ちの景色とその物語を集め、公開していきます。

● 親しみのもてる景色の写真展・絵画展等の開催
碧南の身近な景色をテーマとした、写真、絵画、子どもた
ちの写生等の展示会を開催します。

実施が考えられる具体的な施策
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イ 景色の共有化の活動イ 景色の共有化の活動
さまざまな活動で集めた景色を、さらに多くの市民と共有するための活動を推進し
ます。ミニコミ誌、ニュースレター等広報誌での公開、インターネットを活用したホ
ームページ等の活用等、様々なメディアをつかって、景色の共有化を図ります。

● 広報誌等による景色づくり情報の発信
行政（市）や市民・事業者の景色づくりへの取り組み状
況、先進自治体等での活動情報など、景色づくり情報の
広報誌等による市民への発信に努めます。

● インターネットの活用
さまざまな活動で集めた景色を、市民の誰もが見ること
ができるようにホームページ上で公開します。ホームペ
ージでは景色を公開するだけでなく、ホームページの閲
覧者からの情報提供を受け、それをまた公開していくと
いった作業を繰り返し、より一層の景色の共有化に努め
ます。

● 地区公民館や図書館等での情報発信
地区公民館や多くの市民が利用する図書館等において、
「地区別景色を集める会」や「景色をめぐるウォーキン
グ」で集めた身近な景色の公開に努めます。

実施が考えられる具体的な施策



22

● 景色づくりセミナー等の開催
景色づくりのシンポジウム、勉強会、市職員
による出前講座、小中学生を対象とした景色
づくり講座など、幅広い様々な市民を対象と
したきめ細かなセミナーの開催に努めます。

● ご当地検定の実施
碧南市の歴史、経済、観光、文化、社会、こ
とば、伝説など、碧南に関すること全般につ
いて関心をもち、碧南を知ってもらうことを
目的とした「へきなん検定」の実施に努めま
す。

● 美化・清掃活動の推進
美化・清掃活動であるクリンピーや、へきな
ん花かざり運動等の一層の推進を図ります。

実施が考えられる具体的な施策

ウ 景色づくりの啓発活動ウ 景色づくりの啓発活動
親しみのもてる景色づくりに関心をもち、その活動に積極的に参加いただくために、
市民・事業者への啓発活動を推進します。
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● 屋外広告物対策
市民による違反広告物の簡易除去の実施や、屋外広
告物の規制・誘導に取り組みます。

● 大規模な行為に対する届出制度の導入
碧南の景色に大きな影響を及ぼす「大規模な行為」に対する基準を定め、今後、景観
法に沿って作成する「景観計画」に取り込みます。

実施が考えられる具体的な施策

（３）持続可能な景色づくり（３）持続可能な景色づくり ～行政がまず行うべき景色の保全施策～～行政がまず行うべき景色の保全施策～

今日のまちの景色を守り、将来に残していくため、行政（市）が行うべき景色の保
全施策を推進します。景色の保全対策としていち早く取り組む必要のある「屋外広告
物対策」や「大規模な行為に対する届出制度の導入」に努めます。
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