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Ⅰ 碧南市の景色づくりの考え方  

碧南市景色づくり基本計画では、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。

これまで実施してきた「風景を集める

会」や「へきなん景観ウォーキング」など

の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。

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

市  民

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、
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、
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）

まちの景色を

集める活動
景色の公開
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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））景景色色をを守守るる ～～行行政政がが行行うう景景色色のの保保全全～～

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））景景色色をを育育むむ ～～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～～

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。

まちの歴史を大切にする

行政による

市民・事業者・行政協働による

まちの景色の多様な資源、
個性を大切にする

まちにふさわしい育て方

まちの景色を資産として
保全・創造する

保全施策の推進

保全・創造の推進

景景色色をを守守るる

景景色色をを育育むむ
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Ⅱ 景色づくりの取り組み方  

碧南市景色づくり基本計画では、「碧南市の景色づくりの考え方」に沿った施策を、市民・
事業者・行政の協働により、段階的に充実させていきます。

１ 景色づくりをどのように行うのか

（（１１））市市民民・・事事業業者者・・行行政政のの役役割割

景色づくりを具体的に進めていくためには、市民・事業者・行政（市）が、下記の役割を

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。

■ 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

主主導導的的なな
役役割割が求
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。

積積極極的的なな
参参加加・・協協
力力が求め
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。

（（２２））景景色色づづくくりりのの取取りり組組みみ方方

碧南市における景色づくりは、行政主導型か市

民協働・協調型かという二者択一ではなく、行政

主導型施策と市民協働・協調型施策の両面から行

っていきます。こうした取り組みにより、景色づ

くりの幅広い展開が期待されます。

行政主導型
施策

市民協働・
協調型
施策

両面

幅幅広広いい展展開開
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２ 景色づくりの手順 

まちの景色づくりにはその手順が大切です。行政主導型でも市民協働・協調型の施策でも、
市民・事業者・行政（市）それぞれの景色づくりにおける成熟度を一歩一歩高めていくことが必
要です。
碧南市では、景色づくりの成熟度により、“わがまちの景色を知る”“景色を共有する”“景
色をつくる”の３段階で施策を展開していきます。

 

景色づくりの担い手とし

ての認識

景色づくりを推進するた

めの基盤的施策の策定
わがまちの景色を知る

●むかうべき方向性を示した
景色づくり指針の策定

●市民・事業者・行政（市）が
守るべき最低限のルール策
定

●景色に対する市民意識高揚
のための啓発活動

●景色資源の発掘

●景色づくりのイベント等への
参加

景色を共有する

景色をつくる

ステップ 

●市民参加によるまちの景色
資源保全・創造活動の推進

●地区別の景色づくりに対す
る支援

●市民・事業者とともに作成し
たまちのルールを推進する
ための制度整備

●まちの景色の保全・創造にむ
けたルールの検討

●まちの身近な景色整備の取り
組み

●景色づくり活動団体の設立、
活動に対する側面支援

●市民提案型景色形成事業に
対する財政的バックアップ

●景色づくり活動団体の設立

●市民・事業者による景観計画
の提案、実行

市民・事業者              行 政

行政（市）による積極的な働きかけにより、市民・事業者
との協働・協調型活動の活発化を図る。

市民・事業者・行政（市）相互の協力により、ソフト施策
の展開を一層進める。

ソフト施策にあわせたハード施策、行政主導型から市民・
事業者と行政（市）が一体となった施策へと、それぞれが
関連性をもった事業の推進を図る。

ホップ 

ジャンプ 

参加型市民活動の支援と

地区別の景色合意形成

市民・行政（市）協働に

よる景色づくりの推進

景色づくりへの参加

市民・事業者が主役とな

った景色づくりの実現

市民・事業者              行 政

市民・事業者              行 政
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Ⅲ わたしたちは何から始めるべきか  

碧南市景色づくり基本計画では、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。

（（１１））基基本本的的なな方方針針のの設設定定

①① 景景観観行行政政団団体体へへのの移移行行
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、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。

②②「「碧碧南南市市景景色色づづくくりり基基本本条条例例」」等等のの制制定定
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。

（（２２））景景色色のの共共有有化化のの取取りり組組みみ

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。

①① わわたたししたたちちののままちちのの景景色色をを集集めめるる活活動動

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。

実施が考えられる具体的な施策

● 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。
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② 景色の共有化の活動② 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。

③ 景色づくりの啓発活動③ 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。

（（３３））持持続続可可能能なな景景色色づづくくりり ～～行行政政ががままずず行行ううべべきき景景色色のの保保全全施施策策～～

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。

実施が考えられる具体的な施策

● 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。ま
た、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」等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

● 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、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

● 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。



「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。

碧南市景色づくり基本計画（概要版）
 平成１９年３月
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「「 今今、、ななぜぜ““景景色色づづくくりり””ななののかか 」」


