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景観保全から見る政策導入における合意形成プロセスの分析 

－島根県松江市を事例にして－

Analysis of Consensus Building Process in Policy Introduction from the Viewpoint of Landscape 
Conservation: A Case Study of Matsue City, Shimane Prefecture, Japan 
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Interest in environmental and landscape conservation increased in Japan, during and after the period of rapid 
economic growth, and citizen movements for bottom-up policies based on the consensus building of local residents 
have developed in various regions. The importance of everyday landscapes, coined as "living townscapes," is 
increasingly recognized, but the question as to what kind of consensus-building process has led to the preservation of 
these landscapes, remain unanswered. This paper carried out two case studies in Matsue City, Shimane Prefecture, 
Japan to understand the public process to legally designate townscape conservation areas. In addition, this paper 
discusses the keys in consensus building for local townscape conservation.   
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1.はじめに 

1-1.本研究の背景と目的 

 かつて高度経済成長期の日本では行政主導の「スクラップ&ビ

ルド」型の都市計画が進められていた。当時の都市計画では,現

在のように都市の市民や地域の住民と合意形成を行うことは少

なく,機関委任事務制度によって進められる傾向があった。しか

し,著しい経済発展と引き換えにもたらされた公害や住環境の変

容・破壊に対する市民の反対運動が各地で起こり始める。この運

動がいわゆる「まちづくり」と呼ばれる取り組みの始まりであっ

た。その中でも,地域開発によって失われていく地域固有の町並

み景観を守ろうとする取り組みや,そもそも地域開発に反対する

住民の動きを契機に展開されたのが町並み景観の保存運動であ

る。これら市民運動が求めたのはトップダウン方式による政策で

はなく,実際に地域に住む住民の合意形成を経たボトムアップ方

式による地域発展である。さらに現在では,それまで特別な価値

を見出されていなかった日常生活を含めた風景も「生活景」とい

う概念の下で重要視され始めている。ところが,高度成長期から

約半世紀を経た2020年の現在でも,景観保全の促進よりも都市

開発による経済性が優先される傾向が強い。特に「生活景」など

日常の風景は忘れられがちであり,そこに住まう住民の景観保全

への意識も必ずしも高くはないことが多い。このような状況下で

景観の保全に取り組む人々が合意形成を図ることは可能なのか,

そして可能ならばどのように行われているのであろうか。 

本稿では,現在全国各地で行われているまちづくりが展開さ

れていった経緯に基づき,景観保全という1つの分野の視点を用

いて,この側面から生活景保全における住民の合意形成プロセス

を分析する。合意形成は狭義のまちづくりだけではなく,生活に

根差した風景をどう捉えるかという問いにおいても求められる

ものであり,そのプロセスを明確にすることには大きな意味があ

る。 
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1-2.先行研究の検証 

 景観保全の分野に限らず,合意形成プロセスは既に理論化さ

れている。以下で取り上げる先行研究は,いずれも景観保全政策

やまちづくりにおける個別の事例を分析し,理論の有効性を確認

している。 

 岡崎と西村(2000) 1)は,景観形成制度について立案段階から内

容の決定に至るまで十分な情報を与えた住民参加を促し,制度策

定に導くための計画技術に関する分析を行った。具体的には,景

観条例制定に至る長期的な経緯を明らかにし,景観条例案を含む

景観計画の立案過程における参加システムのデザインを試行的

に提案したのち,住民参加による立案過程及びその結果の客観的

な検証と課題の整理を行っている。 

一方,生活景に関しては,吉丸・柴田・石橋（2007）が生活景に関

する83件の先行研究・論考のレビューを行い,生活景の捉え方を

主に a)史実・記憶による再構築型,b）継承された伝統的様式・

活動の保全型,c）一般市街地再考型,d）主体の活動によるあたら

石井価値の生成型に整理・分類している２)。レビューの対象とな

った事例には,景観計画や景観形成指針など,住民の生活や経済

活動を制限する計画,規則の設定を伴うものもある。しかしなが

ら,筆者の確認するところ,いずれのカテゴリーにおいても,「生

活景」を保全するためのこれら制度的枠組みの設定に向けた合意

形成プロセスを記録した研究は非常に少ない。 

 本研究では,前述した通り,景観保全という視点から住民の合

意形成プロセスについて分析する。具体的な手法としては,島根

県松江市の景観計画に基づいて保全重点区域に指定された 2 つ

の地区を事例として,ヒアリング調査を用いて景観保全政策がど

のような合意形成プロセスによって進められたのかを明らかに

する。 
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2. 景観保全

2-1.景観保全と生活景 

そもそも景観とは,ドイツ語のLandschaftの訳であり,一般的に

は「景色」「眺め」として説明される３)。景観法において定義の

規定はされておらず,研究者による定義も多様であるが,一般的

に景観保全の優先順位を占めているのは,歴史的な町並みや都市

の中心部から離れた森林等であることが多い。しかし住民の居住

空間もまた,「生活景」と呼ばれる景観のひとつである。「生活景」

とは生活の営みが色濃く滲みでた景観であり,特筆されるような

権力者,専門家,知識人ではなく,無名の生活者や職人や工匠たち

の社会的な営為によって醸成された自生的な生活環境のながめ

であるとする主張がなされている４) 。ここで主張される生活環

境とは寝食の空間だけではない。生産や生業,信仰や祭事,娯楽の

ための空間も含めたものである。このように地域に根ざした生活

の中で形成されていく「生活景」は住民にとって当たり前に存在

するものであり,意識しなければ見えにくいことが考えられる。

それゆえに,後藤(2009)は「生活景」が明治以降の近代化の潮流

の中で,無意識の領域におかれた「見えない風景」あるいは「忘

れ去られた風景」になっていったと指摘する(図-1)。 

図-1 計画概念における「景観」の枠組の拡大４) 

「生活景」は日常的なコミュニティの活動によって育まれ,いく

つもの時代にまたがりながら変化していくものである。このよう

に複数の時代の「風景」が積み重なって地域の歴史的文脈や共通

の記憶を持った景観を形成している例は多く存在する。こうして

形成された地域固有の景観は人々にノスタルジックな感傷を抱

かせ,地域への帰属意識を高める要因の一端を担っている。一方

で,戦後の開発を目的とした都市計画により地域固有の歴史的文

脈が分断された例も少なくない。後藤は,公共性の下に大きな権

力を持つ都市開発は都市の全体像を俯瞰的に眺め,景観を構造的

に解釈するだけであってはならないと述べる。今日の都市計画に

求められているのは,見失われ忘れ去られてしまった「生活景」

からまちづくりのルールを読み解くことであると主張している

のである。 

2-2.景観法の課題 

 景観法は総合的な法として制定されたが,一言で景観と言っ

てもその分類は様々である。大きくは山や川・植物などの自然景

観と耕地・交通路・市街地などの文化景観の二つに分けられると

され,その良さや価値は個々人の主観によっているため絶対的な

基準は存在しない。また,城下町,門前町,港町,農山漁村等という

ように地域によって形成される景観は異なる。したがって全国一

律で保護すべき景観はなく,景観は地域性が強いと言える３)。こ

のような景観の主観性と地域性から,良好な景観の形成に関して

は地域住民の間で十分な協議の上で合意形成が図られる必要が

ある。景観法でも,第六条は住民の責務として,「住民は,基本理

念にのっとり,良好な景観の形成に関する理解を深め,良好な景

観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに,国又は地

方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力し

なければならない」としている。また,実際に参加の場を作り,

住民の意見を反映させるための措置として景観計画策定時に公

聴会の開催等を講ずるものとされている。 

 しかし実際には,景観法は住民の意見集約の手段として景観協

議会という手段を設けたに過ぎないとする指摘がある３)。景観協

議会とは,景観計画で定められた区域における良好な景観の形成

を図るために必要な協議を行うための組織であり,この構成員は

主に景観行政団体,景観重要公共施設の管理者および景観機構で

ある。地域住民に関しては,構成員に加えることが可能であると

いう域にとどまり,景観協議会への住民の参加は必須ではない。

加えて,景観計画策定時の公聴会やその他住民への説明会等は必

ずしも住民の意見集約の方法として十分ではない場合も生じて

いる３)。 

 また,後藤は,法を契機として各地で進んだ景観形成の主流は

歴史都市を中心とする地域のランドマークとなりうる特徴的な

景観の保全であり,市民のコンセンサスを得にくい一般市街地の

景観保全の不十分さを指摘している４)。歴史都市の町並み等一定

の評価を得て保存されている景観が非日常的な存在として高い

優先順位をつけられる一方,市民の生活の基盤である日常景観が

軽視される傾向にあることに危機感を示している。この危機感へ

の打開策として,前述した景観の地模様となる生活に根ざした

「生活景」への認識が重要性を帯びる段階となっている。 

 日常生活に溶け込んで見えにくい「生活景」が認識され,価値

づけが行われるためには,そこで生活を営む市民の積極的な参加

が重要といえる。しかし,計画概念における景観の枠組が拡大し,

「生活景」保全に関わる市民参加の重要性が認知され始めた現在

においても,担保制度等を後押しする住民側の働きかけに関する

研究は十分とは言えない。 

3. 合意形成の必要性と基本理論

3-1. 市民参加における合意形成の必要性 

都市計画や環境計画,公共事業等の政策の実施や評価・見直し

には市民参加が必要不可欠とされ,実際に全国各地で市民参加が

推進されてきた。この大きな理由として,松本(2005)は,行政にゆ

だねられていたまちづくりが行政機構の官僚制や細分化などの
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弊害により十分に市民の意向を反映したものとなっていないこ

と,むしろ身近な居住環境の悪化が続いたことであるとしている
５)。また,計画策定後の実施に対する評価も行われる必要がある。

そのため,市民参加に求められた役割というのは,行政が市民の

ニーズをきちんと汲み取り,まちづくりに反映しているかという

監視をすることである。 

これまで行政が行ってきた計画は,都市計画なら新たな土地の

開発や交通環境の基盤整備,環境計画なら産業型公害の防止とい

った行政が主体となり実施する事業や施策が中心であった。しか

し現在では防災を目的とした市街地の再開発や良好な住環境確

保のための既成市街地の再生,市民が加害者にも被害者にもなる

都市・生活型公害の対策等といった不特定多数の市民や事業者に

向けたものへと変化してきているという(松本 2005)。このよう

な不特定多数の市民や事業者に向け,彼らの行動に対し変革や協

力を求める計画の実効性を高めるためには,計画がどれだけ多く

の市民や事業者に受け入れられるかが重要となる。そして,幅広

い許容と協力を得るためには,市民・事業者が計画の策定から推

進までを通じて参加と合意をすることが必要である。参加者の合

意形成が図られることによって,参加者に「勝手に決まったもの

や押し付けられたものではなく,自分たちが納得し決めたもので

ある」という意識が形成されるのである。この意識が形成される

ことにより,市民側も「自分たちの計画」が実施されるまで見守

りたいと考え,計画が政策として実施された後も協力的な姿勢へ

と繋がる。計画が広く受け入れられ,実効性が確保されるという

ことは,同時に実行する側に正当性が与えられることにもなる。 

以上のように,行政政策への市民参加はまちづくりにおける監視

という役割を担っている。そして,その後に展開される政策に実

効性を持たせるためには,参加者の合意形成が必要不可欠と言え

る。 

3-2.合意形成を図る4つの基本ステップ 

 髙田(2014)によると,合意形成プロセスの基本的なステップ

は4段階に分けられるとされる６)。 

 第 1 のステップはステークホルダー(利害関係者)とその意

見・利害のアセスメントである。合意形成プロセスにおいては,

意見の多様性から生じる紛争を回避する,あるいは乗り越えるこ

とが必須となる。そのためには,人々を招集する前段階で利害関

係者の意見や考えを調査・分析し,将来的に起こりうる衝突や問

題の見通しを持っておかなければならない６)。 

 第 2 のステップはステークホルダーの多様性をふまえた話し

合いの場の設定である。話し合いの方法には,参加者を特定の

人々に限定する形や,広く多くの人々に開かれた形など様々な形

がある。話し合いの場は,地域や事業の特性に合わせて設定して

いかなければならない。 

 第3に合意形成に向けたワークショップの運営である。参加者

間の対話を基礎として課題解決案を模索する方法として,しばし

ばワークショップが用いられる。ワークショップの話し合いによ

って良い結果を生むためには,場の進行や意見の取りまとめを行

うファシリテータの存在が重要となる。ファシリテータの役割は

参加者の中で共有された多様な意見を構造化し,のちの議論の素

材として提示しなおすことである。 

 第4に合意形成の実行である。1つの計画案について合意がな

されたとしても,合意形成プロセスが終了するわけではない。合

意事項をどう実行するのかという点を検討しておかなければ,そ

の後合意案と成果物のギャップによって利害関係者間で争いが

生じる可能性がある。予測できなかった事態の発生を見込んだ参

加の仕組みを作っておくことが重要である。 

しかしながら,このプロセスはあくまで基本的な理論であり,

「生活景」保全の場面においても適用が可能か検討が必要である。 

4. 事例研究 島根県松江市における景観保全の取り組み

4-1.島根県松江市の概要 

 本稿では,以下,島根県松江市の景観保全政策における景観計

画重点区域に指定された2つの地域を事例として取り上げ,生活

景の保全のプロセスについて把握する。調査対象とした松江市は

戦災による被害をほぼ受けておらず,現代に至るまで市の中心部

にかつて栄えた城下町としての様相が比較的良好に残されてい

る中核都市である。 

 本研究で取り上げる2つの地区は,松江城を中心として形成さ

れていた旧城下町に該当する地域である。両地区とも当時は城下

町としてそれぞれの役目を担っていたが,戦後は住宅地として発

展してきた。旧城下町であることから,歴史的な要素を残す両地

区は市の景観計画において重要とされる区域に指定されている。

しかしその大部分は第2章で述べた「生活景」が大部分を占めて

いると言える。景観法の課題として指摘された「生活景」を含む

町並みがなぜ指定に至ったのか,どのような形で合意形成が図ら

れたのかを明らかにしていく。 

松江市は島根県の東部に位置し,人口は約 20 万人の県庁所在

地である。古代出雲文化発祥の地とされ,奈良時代には国庁や国

分寺が置かれ多くの古墳が築かれた。近世に入ると,関ヶ原の戦

いで戦功を挙げた堀尾氏が太守として 3 代に渡ってこの地を治

め,国宝松江城とそれに伴う城下町の建設が行われた。その後に

続く京極氏1代,松平氏10代の藩主によって城下町・松江の都市

基盤が形成された。1890年には,のちの小泉八雲となるラフカデ

ィオ・ハーンが英語教師として赴任し,松江城周辺の旧武家屋敷

に居を構えた。この由縁により,松江市は1951年に全国で3番目

の国際観光都市となった。現在,ハーンが暮らした小泉八雲旧居

やその他の旧武家屋敷が並んでいる通りは伝統美観保存地区に

指定されており,先人から受け継ぎ後世に残していく財産である

と共に市の重要な観光資源として位置づけられている。 

4-2.松江市の景観保全の取り組み 

 そもそも,松江市において景観を保全しようとする動きが始ま

ったのは昭和40年代後半のことである。当時の資料では,松江市

の魅力について「非戦災都市として全国にも稀な城下町の遺構を

残しているところ」(1)にあるとしている。近代化によってこれら

貴重な遺構や,その中に留められた伝統的な美観が脅かされてい

くことを懸念し,総合的な保存計画として 1973 年に松江市伝統

美観保存条例が制定された。この条例が制定された趣旨について,

当時の資料の中で,市内の伝統的な美観(歴史的な町並みや建築
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群)を後世に伝える一方,新しい観光資源として活用出来るよう

保護するためと述べられている。この保存計画において,松江市

は審議委員会を立ち上げ保全する景観の候補をいくつかに絞り

込んだ。ところが,その中で実際に保全区域への指定まで話が進

められたのは一部であり,その他の候補地は緑地保全区域や重要

文化財のように形を変えて保護されるか,立ち消えとなった(図

-2)。

図-2 伝統美観保存候補地と現在の景観計画重点区域

(松江市都市計画課資料より筆者作成) 

しかし,すべての候補地が保全対象になったわけではなかった

が,松江市は 1973 年に公布した松江市伝統美館保存条例以降も

松江市都市景観条例(1994 年公布)などの自主条例を設け,これ

らにより積極的に良好な景観の維持・保全に努めてきた。そして

2004 に制定された景観法を受け,より積極的な景観行政に取り

組むために島根県知事の同意を得て2005年に景観法に基づく景

観行政団体(2)となった。現在の松江市景観計画が確定されたのは

2007 年のことであり,これによって松江市の景観行政の総合的

な指針が定められることとなった。 

4-3.松江市景観計画の概要 

 松江市景観計画の目的は,市民・事業者・行政がそれぞれの責

務を積極的に果たしながら,美しく風格ある松江特有の景観を守

り(保全),開発と保全との調和のとれた快適で安全な魅力あるま

ちを育て(創造),市民共有の財産として後世に伝える(継承)こと

であるとされている７)。景観計画の位置づけや,ガイドラインと

しての市民・事業者・行政の関係性等は図-3-1,図-3-2の通りで

ある。 

図-3-1 松江市景観計画の位置づけ7)

図-3-2 松江市景観計画における三者の協働 7) 

 松江市景観計画によると,市の全域が景観計画区域(3)となって

おり,区域別にゆるやかな景観形成基準が定められている。その

中でもより細かな景観形成基準を設けて重点的に景観形成を図

る景観計画重点区域(以下,「重点区域」)が存在し,令和2年10

月現在松江市ではこの景観計画重点区域に8か所が指定されて

いる。そのうち,湖畔景観である湖周辺の区域を除き,重点区域と

されているのは旧城下町に含まれていた地区である。この重点区

域指定までの流れとして,1)提案,2)検討,3)承認という3段階の

過程を踏む。まず初めに,市から自治会等に対して提案が行われ,

同時に市が発行する「景観だより」等による情報提供を行うこと

で地域住民の景観に対する意識の醸成や,興味関心の向上が図ら

れる。次に住民に対してアンケートを実施し,市役所職員と住民

の代表で構成された検討委員会にて景観形成基準案の作成を行

う。この後に住民全体に向けた説明会や意見交換の場が設けられ,

同意が得られれば最後の段階に進む。市役所内部で景観審議会や

都市計画審議会が開かれ,ここを通過したのち市議会での景観条

例の改正をもって重点区域への指定となる。 

 重点区域に指定された場合,建築物の維持や保全,新築,増改築

等に対し,行為を行う外観部分とその取り付けのための関連経費

について一定の補助を受けることが出来る。一部の伝統美観地区

を除き,補助金の交付率は建造物・工作物等共に補助対象事業費

の3分の2以下,限度額はそれぞれ建造物が300万円,工作物等が

200 万円となっている。これらの補助は,いずれも市の歳出予算

の範囲内で交付が行われる。 
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5. ヒアリング調査

5-1.調査対象地区の選定 

 本研究では,松江市の景観計画重点区域のうち清光院下景観

形成区域(以下,「清光院地区」)と内中原景観形成区域(以下,「内

中原地区」)の2地区を調査対象とする。 

 本研究の目的は,理論的な合意形成プロセスを実際の事例と照

らし合わせ,政策実施上必要不可欠な合意形成を円滑に進める上

での含意について考察することである。このことから,ある程度

行政の政策に協力的な姿勢を持った住民によって合意形成が進

められた地域を対象として調査することが望ましいと考えた。こ

の結果,住民の発意によって指定が決まった清光院地区と,現在

の重点区域の中では一番新しく指定された内中原地区を選定し

た。 

5-1-1.調査対象の特徴――清光院下景観形成区域 

 清光院地区が重点区域へと指定されたのは2012年の12月であ

る。地区全体の地図は以下の図-4に示す。 

図-4 清光院下景観形成区域 7) 

清光院地区は,第4章2節図2「伝統美観保存候補地と現在の

景観計画重点区域」で示した通り松江市の旧城下町エリアに含ま

れる落ち着いた住宅地である。平屋と2階建ての住宅で構成され,

商業施設は立地していない。江戸時代初期に作成された城下絵図

に武家屋敷が置かれていた様子が描かれていることから,この時

期にはすでに現在の地区基盤が形成されていたことが判明して

いる。その他にも,後背地として,市が昭和時代に伝統美観保全候

補として挙げた松江松平家の菩提寺である月照寺や愛宕神社,緑

地保全区域である森林を有している。地区の特徴としてまとめる

と,江戸時代以来の道路の配置や寺社等の景観的資源が点在して

いる一方で,全体を面で捉えるとごく一般的な住宅地で形成され

た町並みであることから,「生活景」に相当する側面も併せ持つ

と考えられる。 

5-1-2.調査対象地区の特徴――内中原景観形成区域 

 内中原地区は2015年から指定に向けて取り組みが続けられて

おり,2020年3月に重点区域へと指定された。1～5区からなる地

区内は,さらに商業地域,住居地域,中高層住居専用地域に分かれ

ているため,これらの景観の特性ごとに区域分けをして景観形成

基準が定められている。地区の全体図と区域分けはそれぞれ図

-5-1,図-5-2の通りである。

図-5-1内中原景観形成区域 7) 

図-5-2 内中原景観形成区域 3区域 7) 

内中原地区は,市の景観計画重点区域の中では面積の広い地区

である。松江城の堀に面しており,地区と城山を結ぶ橋や堀の中

を走る遊覧船によって地域住民以外の目に触れる機会も多い。か

つて町内を通っていた中堀が埋め立てられ,松江城築城当時の面

影が失われている部分も存在するが,堀に囲まれた特徴的な地形

は変わっておらず,町内のいたるところから天守が見える。A 区

域は堀や城山の緑による水辺景観が印象的であり,住民や観光客

などが散策するルートとなっている。B 区域は住宅が多く,低層

の町並みや屋根材を黒系統にする等の天守からの眺望に配慮が

なされている。C区域は住宅の他に高層ビルや事務所等による商

業的な側面も備えており,建築物の高さ制限のみならず形態や意

匠にも配慮した統一感のある町並みが意識されている。まとめる

と,松江城天守からの眺望景観と天守への見通し景観を特徴とし,

堀や橋,城山の緑といった歴史的な特色を残したエリアと住宅地

や公共施設が立ち並ぶ都市的な様相のエリアが共存した町並み

が形成されている。 

5-2.調査の概要 

前述の通り,本研究では清光院地区と内中原地区を調査対象
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地域として選定した。そこで,市の担当職員に両地区が指定され

た当時の各自治体関係者の推薦を依頼し,推薦を得られた自治体

関係者に対してヒアリング調査を行った(表-1)。 

表-1 ヒアリング調査の概要 

5-3.調査の結果――両地区における重点区域指定までのプロセ

ス 

本節では,ヒアリング調査の結果を中心にそれぞれの地区で進

められた重点区域指定までの経緯について明らかにする。 

5-3-1. 清光院下景観形成区域 

■経緯 

そもそも清光院地区では,自治会内を通る道路の交通量が増

加したことで,側溝に蓋がないことへの危機感や車のすれ違いの

困難さを改善してほしいという要望が住民から出ていた。その関

係で当初は市の道路担当部署が対応していたが,聞き取りを進め

るうちに,自治会の中で近隣に建った高層マンションにより清光

院からの眺望景観が悪くなっているという意見や,付近の寺社等

の観光施設の存在から歩道整備など町並みを整備したいという

意見も出ていた(4)。 

ここから景観保全へと範囲が拡大することになった要因は,近

隣の地区へのマンション建設であった。住民の間では以前から,

マンションが建設されることによって自宅が陰に隠れることや,

階層の違いから「生活を見下ろされる」と感じることへの危機感

が存在していた。さらに,マンションの建設に伴って転入する住

民は自治会に入る傾向が弱いと考えられることも清光院地区の

住民にとっては懸念材料であった。しかし,こういった住民の漠

然とした感覚への対策が積極的に自治会等において話題に上が

ることはなかった。この状況に危機感を募らせた町内会会計役(T

氏)が,年に1度の総会で話題に上げたところ,マンションの建設

による日照の問題や新規入居者の増加は住民にとって共通の懸

念であったことが明らかになった。同時に,他地区で定められて

いる景観形成基準による規制を清光院地区にも設けることで,地

区内におけるマンション建設の抑止力として機能するのではな

いかという発想につながった。以上のように,発端である交通量

の増加に伴った道路環境改善の要望と,マンションが建設される

ことに対する危機感が相俟って,重点区域に指定した上での住環

境改善という提案が行政に提案されることになった。 

■景観形成重点区域指定の経過 

清光院地区が重点区域の指定へと方向性を定めたことを受け,

市は2010年の8月から9月にかけて地区の概要調査を行った。

これは清光院地区の景観的資源や景観形成上の課題点を調査す

るものであり,課題としては電線による美観上の問題,蓋のない

側溝の危険性などが挙げられた。同年11月から12月にかけては,

町内会の役員協議会において住民アンケートの内容や配布と回

収方法の検討,実行が行われた。2011年1月にはアンケートの集

計と分析が行われ,町内役員会議にて結果報告と意見交換,先ん

じて重点区域に指定されている他地区の景観形成基準との比較

がなされている。アンケートからは,住民が,地区の後背地である

緑地保全区域がもたらす四季の色彩や高台にある寺社から松江

城の天守閣を望む眺望景観,静かで落ち着いた住環境に愛着を持

っていることが判明した。 

住民全体へのアンケート集計結果の報告は「景観だより」とい

う配布資料によって行われた。「景観だより」は,重点区域指定の

動きがあった地域の住民に向けて,市が情報提供やアンケート結

果の共有を目的として発行するものである。アンケート結果を基

にした清光院地区における景観形成基準の素案が作成されたの

は2011年2月から3月のことであり,同年4月の町内会役員会議

で検討され出席者の承認を得た。同7月には松江市の景観審議会

と市長決裁が行われた。また,同月に住民説明会が開かれており,

素案について承認が得られている。その後の8月から9月にかけ

て行われたパブリックコメント募集期間以降は,法令審査会を始

めとした行政内部での協議や審議会が重ねられ,2012年 11月に

行われた松江市都市計画審議会において景観計画変更の諮問に

異議の申し立てがなかったことを受けて,景観計画の変更及び景

観条例の改正が行われた。実際に改正された景観条例が施行され,

住民や島根県,建築関係者への周知を経て,2013年 4月に清光院

地区を重点区域と指定する景観形成基準が策定された。 

■重点区域指定上の要因 

清光院地区における町内会議では重点区域に指定することに

より,地価が下がるのではないかという懸念も出されたが,景観

規制を行って今後とも良好な住宅地である方が地価には好影響

であるという説明で了承された。この他に反対意見は挙がらず,

結果的に指定への同意が住民の総意としてまとめられた。なお,

同意が得られた理由については2点考えられる。第1に商業目的

での土地売買を考える住民がいないことである。清光院地区は持

ち家の住民が多く,かつ当該地域の住民は自分の土地を手離す意

識が薄い傾向にある。第2に住宅地であることから,商業目的の

看板の設置や自宅に特別な意匠を凝らすことに意欲的な住民が

少なく,改修の必要があっても景観形成基準に従った規制の範囲

を出ないため,重点区域に指定されて設けられる住居の高さ規制

や塗装の配色規制を不自由に感じない傾向が強いとのことであ

った。ちなみに,当時町内会の副会長を務めていたK氏に,重点地

区に指定されたことで清光院地区や景観そのものへの意識に何

か変化が生じたかどうか確認したところ,K 氏自身には特に意識

に変化はなく,おそらく他の住民も同様だろうということであっ

た。すなわち,景観保全への積極的な関心によって重点区域指定

が行われたというよりは,従来通りの規制等の追認が行われたも

のと考えられる点が興味深い。 

地区名 調査日 対象者 

清光院下景観形成

区域 

2019年12月 

2020年8月 

2020年10月 

町内会会計T氏 

同上 

町内会副会長K氏 

内中原景観形成 

区域 

2020年8月 町内会長TA氏 

松江市行政職員 
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5-3-2.内中原景観形成区域 

■経緯 

 もともと内中原地区は,町並み景観の保全に関して問題意識

を有していた。契機は約20年前に高層マンションの建設にあた

り住民の反対運動が起こったことである。当時は建造物や工作物

に関する景観形成基準が存在せず,マンション建設業者に対して

の高さや配色規制が困難であった。これを受けて住民は,地区の

住環境を守るために独自の規制の素案やまちづくりの方向性を

まとめあげるべく自主的な調査を開始した。内中原地区の重点区

域指定にあたって定められた景観形成基準はこの時の調査結果

をベースに作られており,指定に大きな反発の声が上がらなかっ

たのは,このような経緯が踏まえられているためである。 

 内中原地区の重点区域指定は,このような内中原地区の住民意

識を制度に反映させるべく松江市が働きかけを開始したことを

機に動き始めた。地区内はエリアごとの景観特性が異なる上に世

帯数も多いことから,市とは自治会ごとに話が進められた。全体

の把握として自治会から各2人ずつの計10人を選出して検討組

織が作られ,そこで話し合いが繰り返されながら景観形成基準の

草案が練られていった。主に反対したのは A 区域に該当する 4

区であり,反対意見として「自分たちは良いが子供の世代が住宅

を建て替える際に何等かの手間が発生するおそれがある」「建物

ばかりでなく住宅地周辺の植生も保全してほしい」というものが

挙げられた。また,内中原地区は重点区域指定まで時間を要して

おり,その間に担当職員の部署異動により市の側のメンバーに変

更が生じた。さらに,5 区すべてがまとまっていたわけではなか

ったため,地区のイベント(地区祭等)の役員も巻き込んで全体の

足並みを揃えようという工夫も見られた。 

■景観計画重点区域指定の経過 

 松江市からの提案という形で重点区域への指定が開始された

内中原地区では,まず「景観だより」による事前告知の後,2016

年11月に第1回目の住民アンケートが行われた。アンケートの

内容は,住民が内中原地区に対してどのような印象を持っている

か,住居の形態,好ましい・好ましくない場所や風景,かつて住民

が作成した調査報告書で検討された景観形成のルールについて

望ましいものを尋ねる項目等が設定されていた。アンケートの集

計結果は清光院地区と同様に「景観だより」で住民へ報告された
(５)。アンケート結果から,住民が堀沿いの雰囲気や橋,松江城の

天守から見える町並みや城山の緑を好ましいと感じ,反対に好ま

しくない点として道路の未整備や駐車場の増加を挙げたことが

判明した。 

 2017年4月から5月にかけては区ごとの総会が開かれ,アンケ

ートの結果や市の方針についての説明が行われている。7月には

第2回目の住民アンケートが実施された。第2回目は景観形成基

準の内容に言及しており,区域ごとの建造物の具体的な高さや造

形,塀や看板の配色等について尋ねている。この結果を基に,同年

11月から翌2018年3月まで計3回,住民の検討組織によって,作

成された景観形成基準の素案について検討会議が行われている。

12月には住民説明会が開かれ,2019年2月に行われた検討会議を

経て素案が完成した。この景観計画は同年の4月から5月にかけ

て行われた総会において提示・合意され,7月から 8月にはパブ

リックコメントが募集された。これ以降に行政内部で行われた景

観審議会,都市計画審議会での諮問と答申の流れは清光院地区と

同様である。景観計画の変更及び景観条例の改正が市議会で議決

されたのは2020年3月のことであり,3か月の周知期間を経て7

月に条例が施行された。 

■重点区域指定上の留意点 

 内中原地区は,規模を理由に住民の総意として重点区域指定

の同意を得るまでに時間を要したものの,住民に町並み景観の保

全意識が根付いていたため,合意形成自体は比較的スムーズに進

んだと言える。反対意見を出した住民も,次世代への町並みの継

承や緑地保全に言及しており,景観を保全すること自体を拒否し

ているとは言い切れない。むしろ将来性や広い視野を含んだ意見

表明を通じて景観形成に積極的な姿勢を表明していると捉えら

れる。 

 内中原地区の町内会長である TA 氏に,重点区域指定上の留意

点について確認したところ,重点区域関連の各種規制があること

で内中原地区の良さを比較的若い世代も再認識しているのでは

ないかと推測していた。一方,松江市のまちづくり文化財課職員

へのヒアリングでは,建造物の補修工事等の補助金の周知も重要

であるとの認識が示された。 

6. 考察及び結語

本稿では,景観保全という 1 つの分野を用いて,政策実施にお

ける市民参加と合意形成の必要性を述べてきた。しかし,合意形

成のプロセスには様々な形態が考えられることから,最後に髙田

が述べた一般的なプロセスと本研究で取り上げた事例の経緯に

ついて相違と有効性を整理する。そして,今後も様々な分野で必

須となる合意形成プロセスの円滑な進行上の要件について考察

する。 

 まず,第 1 のステップはステークホルダーの意見や考えを調

査・分析することであった。事例においては,ステークホルダー

を招集する前段階ではないものの,松江市の景観計画で定められ

た 1)提案,2)検討,3)承認というプロセスのうち,検討の段階で

行われる住民へのアンケート調査が該当すると考えられる。これ

は清光院地区でも内中原地区でも行われており,アンケートによ

り住民が地区のどこを「らしい」景観として認識しているか,魅

力を感じているのはどこか等を把握・共有し景観形成基準が検討

される。 

 第 2 のステップはステークホルダーの話し合いの場の設定で

あった。住民の発意から景観保全へと舵を切った清光院地区は町

内会という狭い場から,行政主導の住民説明会というフォーマル

な場へ,二段階の話し合いの場が設けられた。内中原地区は検討

組織を作り代表者と市が話し合うという形であったが,これも髙

田が述べる「参加者を特定の人々に限定した場合に展開される深

く踏み込んだ話し合い」に適合していると考えて良いだろう。 

第3のステップはワークショップの運営であった。髙田はここ
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で重要な存在としてファシリテータを挙げている。髙田が述べる,

ワークショップを進行し,出された意見を構造化して提示しなお

す存在は事例の両地区にはいなかった。しかし,住民に話を持ち

出したり,市との窓口となっていたT氏やTA氏のような存在は広

義のファシリテータとして解釈できる。 

 第4のステップは合意形成の実行であった。住民と市の協議に

よってまとめられた景観形成基準を伴った重点区域への指定は,

市議会による景観条例改正により効力を発揮する。清光院地区に

も内中原地区にも景観形成基準という規制の仕組みが出来,行政

内部の審議会を通過したのちに実行されていることから,髙田の

合意形成プロセスに沿っていると言える。 

 以上より,髙田の述べる合意形成プロセスを一つの理論として

捉え,実際の事例に用いて検討した結果,すべてが適応されてい

るわけではないが,部分的な要素は今回の「生活景」に焦点を当

てた事例にも有効であると考えられる。 

 次に,上記を踏まえた上で合意形成プロセスの円滑な進行上の

要件について考察する。上述した通り,清光院地区と内中原地区

には広義のファシリテータである人物がいた。この人物を中心と

して両地区が重点区域指定までの話し合いを進めていったこと

を鑑みると,地域の中で中心となって人々をまとめる存在がいる

ことが重要ではないかと考えられる。また,合意形成後の実効性

を左右する自己決定の意識が形成されることも重要である。 

 清光院地区と内中原地区は,両地区ともいわゆる「歴史的風情

を残した町並み」によって形成された景観は一部であり,大部分

は住民の日常生活による「生活景」で構成されている。もし仮に,

市が「生活景」を含んだ町並みを,保全し後世に受け継ぐべき景

観ではないと判断していた場合,松江市の景観保全政策において

住民の合意形成をスムーズに図ることは難しかったのではない

かと思われる。なぜならば,「生活景」を含まない景観の保全は,

後藤が指摘したように地域のランドマークとなりうる特徴的な

景観に限定されがちになり,住民にとって非日常的なそれらを自

分事として捉えることは難しいと考えられるためである。また,

内中原地区のように景観の特色が複数混在している町並み景観

を保全する場合,同じ地区内での規制や制限の差異で,住民同士

や市への不満がまったく生じないとは考えにくい。政策は法律や

各自治体の条例に基づいて実施され,導入を終えた次の段階とし

て実効性が問われる。法を根拠にするだけではなく,時には言及

されていない部分を補った対応をすることが,円滑な合意形成を

図り,その先へ行動を進める上で求められるのではないか。 

 本稿では,「生活景」という概念のもとで比較的円滑な合意形

成が図られ,景観保全政策の導入に成功した事例を取り扱った。

しかし一方で,導入が断念された事例における合意形成プロセス

も今後明らかにされるべき課題と考える。 

補注 

(1) まつえ伝統美観：3 松江市経済部商工課 昭和49年

(2)都道府県知事と協議を行い,景観法に基づいて良好な景観形

成のために具体的な施策を実施する市町村のこと。

(3)景観法に基づいて策定された景観計画の対象区域のこと。良

好な景観の保全や形成を目的として景観行政団体が条例など

で規制・誘導を行う。 

(4)2019年11月,松江市役所まちづくり文化財課への聞き取り調

査にて。 

(5)内中原地区では,最終的に第9号まで「景観だより」が発行さ

れている。 
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