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1.はじめに 

1-1.研究の背景 

景観法施行から 10 年以上が経過したことを契機に、国

や学会等では、今後の景観形成のあり方について議論・検

証が行われている 1) 2) 3)。この中で、様々な主体が景観づく

りに積極的に参画し、多様な視点から地域の景観をマネジ

メントしていく必要性が指摘されている。 
本稿では、地域住民や市民団体、民間事業者、行政など、

様々な主体が地域の景観をマネジメントしていくような取

組を「景観マネジメント」とよぶ(1)。景観マネジメントが対

象とする分野は多岐に及ぶ。従来の景観施策の中心であっ

た景観計画による届出や基準に基づく規制誘導といった方

法のみならず、創造的な景観協議、空家・空地対策等の建

築物等をつくらない景観への対処、多様な担い手が参画す

ることによる日常的な営みが生み出す風景の創出など、多

様な分野の活動が包含される 4)。 
一方で、全国各地では、地域住民を主体としたデザイン

ガイドラインの策定や運用、景観に配慮した空地・広場活

用、耕作放棄地対策による農業景観の再生など、地域団体

が主体的に景観形成に取り組む例がみられる。これらは、

景観計画等に基づくこれまでの景観施策と比較すると、詳

細かつ柔軟な運用がなされている等の特徴があり、景観マ

ネジメントと捉えることができる。 
しかし、従来の景観施策と異なり、地域レベルでの景観

マネジメントの現状は体系的に整理されておらず、詳細は

明らかになっていない。また、具体的に景観マネジメント

が展開されている地域について、その展開プロセス等は明

らかになっていない。景観マネジメントの展開を目指し、

地域団体による景観マネジメントの現状を把握することは

重要と考える。 

1-2.研究の目的 

本稿では、地域住民や市民団体、民間事業者など地域に

おいて景観づくりに取り組む多様な主体を「地域団体」と

定義する。本稿では、全国の景観行政団体に対しアンケー

トを行い、地域団体が取り組む景観マネジメントの現状を

明らかにする。また分析の結果から特徴的な事例として、

旧宿場町の歴史的町並みが残り、地域団体による農地管理

や空家対策、公共空間の管理等とあわせて景観計画の重点

地区として景観形成事業が実施されるなど多様な分野の活

動が行われている愛知県岡崎市藤川宿の「藤川宿まちづく

り協議会」を対象に、地域団体による景観マネジメントの

実態やその展開プロセスを明らかにすることを目的とする。 
1-3.研究の位置付け 

地域や住民主体の景観形成の取組に関する研究としては、

住民主体の景観まちづくりにおける景観形成基準の策定要

因を考察した研究 5)、景観市民協定に関する研究 6)、景観協

議制度の運用実態に関する研究 7)など様々ある。また、景

観マネジメントが対象とする領域である空地や公共空間に

着目すると、空地の活用に関する研究 8)、空地周りの修景

手法に関する研究 9)、ストリートデザイン・マネジメント

に関する一連の研究 10)などがある。また、日本国内のエリ

アマネジメント団体による景観マネジメントの現状を明ら

かにした研究 11)がある。対象地である藤川宿を扱った研究

としては、当時空町家であった「米屋」の改修プロセスを

扱った研究 12)がある。 
本稿は、地域団体が行う景観マネジメントに着目し、全

国的な現状をアンケートから明らかにするとともに、多様

な活動を行う藤川宿の事例に着目し、そこで展開されてい

る景観マネジメントの実態とどのように展開してきたのか

という展開プロセスを明らかにする点が特徴である。 

わが国における地域団体による景観マネジメントの現状と岡崎市藤川宿を事例とした景観マネジメントの 
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2.全国アンケートの概要 

全国の景観行政団体に対しアンケートを行った。調査対

象は、全国の景観行政団体のうち、全都道府県(2)、人口 20
万人以上の市・区及び景観に関し先進的な活動を行ってい

る地区が存する可能性がある人口20万人未満の市町村(3)と

した。33の都道府県と、116の市区町村より回答を得た。 
アンケートでは、都道府県・市区町村が景観行政団体と

して所管する行政区域内で、地域団体が主体的に又は行政

等と連携しながら景観づくりに取り組んでいる地区につい

て、都道府県・市区町村が把握している範囲内で地域団体

の取組について回答する（3 地区まで）形式とした。これ

により回答を得た地区を、地域団体による景観マネジメン

トが実施されている地区とした。結果、151 地区について

回答を得た。概要を表1に示す。 
調査内容は、団体の組織特性、活動特性、活動の効果・

課題である。これらの結果から、本稿では組織形態・設立

経緯・事務局及び活動特性について報告する。 

表1 アンケート調査の概要 
配布・回収の期間 / 方法 令和１年11月1日～令和2年1月31日 / e-mail、紙面の郵送 
調査の形式 選択式（SA:単一回答,MA：複数回答）、自由記述式 

配
布
対
象
と 

回
収
状
況 

 配布 回収（回収率） 景観マネジメント実施地区 
都道府県 45 33（73％） 31 
市区町村 187 116（62％） 120 

合計 232 149（64％） 151     
3.全国の地域団体による景観マネジメントの現状 

3-1.組織形態・設立経緯・事務局 

組織形態は、任意組織が73%で最も多い。法人格を有す

る団体（株式会社、一般社団法人、その他の法人など）は

合計すると19%である。団体の設立経緯は、「住民発意」が

59%と最も多い（図1）。事務局は、これを有する地区が過

半（54%）である。 
3-2.活動特性 

活動特性は、活動の結果が景観に表出するものとして 7
つの活動を設定し実施状況を把握（図 2）した上で、活動

の詳細を把握した。景観形成ルールの策定・運用や景観形

成事業に取り組んでいる地区は多いが、農地や田園風景の

保全活動、祭礼や伝統行事の継承活動に取り組でいる地区

は少ない。以降、詳細（表2）をみていく。 
 
 
 
 
 
 
 

図1 地域団体の組織特性・設立経緯・事務局 
 
 
 
 
 
    

図2 地域団体による活動の状況（SA, N=151） 

(1)景観形成ルール n＝137 

ルールの種別は、景観計画の重点区域等が44%、その他

自主的なルールが42%ある。景観法・景観計画に加え、自

主ルールが活用されている状況である。ルールの対象とし

ては、建築物や工作物が多いが、道路23%、河川（河川敷）

11%、公園・広場 15%と、公共空間を対象とする例がみら

れる。さらに、民間（私有）等の空き地が9%みられた。 

表2 活動特性（詳細） 
景観形成ルール（法定・自主） 実施：n=137 

ルールの 
種別 
（MA） 

地区計画 31 23% 

景観地区・準景観地区 9 7% 

景観計画（重点区域等） 60 44% 

景観計画（一般的な区域） 41 30% 

景観条例に指定される景観形成地域 32 23% 

建築基準法に基づく建築協定 4 3% 

景観法に基づく景観協定 8 6% 

歴史的風致維持向上計画に基づく歴まち地区 12 9% 

文化財保護法に基づく重要文化的景観地区 1 1% 

その他の自主的なルール 57 42% 

ルールの 
対象 
（MA） 

建築物・工作物 132 96% 

広告物・サイン 103 75% 

道路 31 23% 

河川(河川敷) 15 11% 

公園・広場 21 15% 

民間(私有)等の空地 13 9% 

その他 25 18% 
景観形成事業（デザインレビュー等） 実施：n=137 

景観形成事業 
の内容 
（MA） 

建築物の新築等に関する協議(デザインレビュー) 90 66% 

アドバイザー、専門家等の導入 54 39% 

建築物の修景等の助成や補助 49 36% 

地域の景観の状況を把握するためのパトロールや調査 17 12% 

景観ﾜー ｸｼｮｯﾌ゚ 、まち歩き、視察等の意識向上や知見の蓄積 50 36% 

その他 19 14% 
公共施設・公共空間の管理等 実施：n=50 

公共施設の 
管理等の対象 

（MA） 

文化会館・公民館等の施設 15 30% 

公園・広場 14 28% 

道路空間(車道) 7 14% 

道路空間(歩道) 18 36% 

河川・港湾空間 2 4% 

公開空地 1 2% 

その他 6 12% 
空家・空店舗、空地対策 実施：n=30 

空家対策 
の内容 
（MA） 

空家等の定期的な点検・清掃 3 10% 

空家等の情報収集・マッチング 19 63% 

テナントリーシング 5 17% 

リノベーション・コンバージョンの推進(家守) 7 23% 

空家・空店舗のファサード修景(入居を伴わない) 0 0% 

空地周りの修景(修景構造物の設置など) 0 0% 

空地への植栽による修景 2 7% 

その他の暫定活用 4 13% 

イベント時の空家・空店舗、空地の活用 6 20% 

その他 3 10% 
イベント等による賑わい創出 実施：n=85 

イベントの 
内容 
（MA） 

祭り、祭事、祭礼 31 36% 

マルシェ 21 25% 

音楽イベント 28 33% 

アートイベント 19 22% 

文化・教育 18 21% 

オープンカフェ 12 14% 

その他の飲食 12 14% 

地元特産物等販売 14 16% 

フリーマーケット、その他の物販 10 12% 

まち歩き  29 34% 

その他 22 26% 

イベント時の 
景観配慮（SA） 

何らかの配慮を行っている 34 40% 

特にない（無回答含む） 51 60% 
農地や田園風景の保全 実施：n=21 

農地や田園風景
の保全の内容 

（MA） 

国や自治体の補助金による営農環境の維持活動 10 48% 

開発行為等に関する協議等による調整 2 10% 

地域住民による遊休地再生の活動 12 57% 

オーナー制度やトラスト制度による都市農村交流 4 19% 

新規就農者や移住者の受入れ、営農者の育成 3 14% 

地域内に向けた意識啓発 7 33% 

地域ん外に向けた魅力の発信  11 52% 

その他 3 14% 
祭礼や伝統行事の継承 実施：n=26 

祭礼や伝統行事
の継承の内容 

（MA） 

祭礼や伝統行事へのエリア外からの集客 10 38% 

祭礼の場所(伝統的建造物や路地など)の修景や整備 4 15% 

ファンドなど出資者の募集 1 4% 

祭礼や伝統行事と併せた賑わいイベント等の実施 10 38% 

地域ガイドの育成やガイドツアーの実施 8 31% 

地域内に向けた意識啓発 13 50% 

地域外に向けた魅力の発信  16 62% 

その他 4 15% 
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(2)景観形成事業 n＝137 

景観形成事業として実施されているものは、デザインレ

ビュー66%、アドバイザー・専門家等の導入39%、建築物

の修景等の助成や補助36%、景観ワークショップ・まち歩

き・視察等の意識向上や知見の蓄積36%などである。 
(3)公共施設・公共空間の管理等 n＝50 

地域団体による公共施設・公共空間の管理等の対象とし

ては、道路の歩道が36％と最も多く、車道も14％ある。ま

た公園・広場は28％である。自由記述より管理等の内容を

分析すると、「身近な清掃」や「草刈り」等の管理が多い傾

向であり、日常的な景観の維持・管理に寄与しているもの

と考えられる。このほか、「道路上のオープンカフェの設置・

管理」といった活用方法もみられた。 
(4)空家・空店舗・空地対策 n＝30 

空家等の情報収集・マッチングが63％と最も多い。行政

と連携して実施しているものが多いと推察できる。このほ

か、リノベーション・コンバージョンの推進（家守）23％、

テナントリーシング 17％である。一方、外観への作用や、

空地の状態管理を目的とするような活動は少なかった。 
(5)イベント等による賑わい創出 n＝85 

イベントの種類としては、祭り・祭事・祭礼やマルシェ、

音楽イベントなど多様なイベントが実施されている。イベ

ント時の景観デザイン上の配慮を質問すると、何らかの配

慮がなされている場合が40%あり、具体的にはイベントの

トータルデザインやデザインコードの設定や、設置する設

備（ブースや屋台・パラソルやベンチ・広告やサイン・遊

具やアイテムなど）のデザインの統一・高質化などに取り

組む例が見られ、これも多様な活動が展開されている。 
(6)農地や田園風景の保全活動 n＝21 

地域住民による遊休地再生の活動が57％と最も多い。地

域内に向けた意識啓発が33％のほか、国や自治体の補助金

による営農環境の維持活動などが多い。一方、オーナー制

度やトラスト制度による都市農村交流、新規就農者や移住

者の受入れなど、地区外に向けた活動はまだ少ないが、い

くつかの地区でみられた。そのような中で、地域外に向け

た魅力の発信は52％で取り組まれている。 
(7)祭礼や伝統行事の継承活動 n＝26 

地域外に向けた魅力の発信が62％と最も多い。このほか、

祭礼や伝統行事へのエリア外からの集客が38％、地域ガイ

ドの育成やガイドツアーの実施が31％と、地区外に向けた

活動の展開がみられる。また、祭礼の場所（伝統的建造物

や路地など）の修景や整備が15％と、外観に直接作用する

活動もみられた。 
 

4.地域団体による景観マネジメントの展開プロセス 

4-1.事例の抽出 

アンケート結果から事例として、地方都市において地域

団体が中心となり多様な活動を行っている地区として、愛

知県岡崎市藤川宿（以下、藤川宿）を抽出した(5)。藤川宿は

岡崎市景観計画の景観形成重点地区（以下、重点地区）に

指定されるとともに、藤川宿まちづくり協議会（以下、協

議会）が中心となり農地管理や空家対策、公共空間管理等

多様な分野を対象に景観マネジメント活動を行っている。 
4-2.藤川宿の概要と景観マネジメントの現状 

藤川宿は東海道 37 番目の宿場町であり、名鉄線藤川駅

の南口に位置する。名鉄線と並行するように、藤川街道（東

海道）が東西に走る。その沿道には、藤川宿に現存する代

表的な町家（屋号：米屋、旧野村家住宅）（以降、米屋）な

ど、歴史的建造物が点在する。一方、失われた歴史的建造

物も多く、本陣・脇本陣は現存しておらず、本陣跡は広場

となり、脇本陣跡には資料館が建設されている。 
藤川宿にて協議会が実施している活動（行政との連携を

含む）を把握したうえで、その結果が景観への表出につな

がるものを抽出し、景観マネジメントの分野として、活動

の基礎となる調査、全体方針等を示すビジョン、ルールの

策定・運用、景観形成事業、公共空間の整備・管理、空家

対策、農地管理、イベントに分けて整理した（表3、図3）。 

表3 藤川宿における景観マネジメントの現状 
分 野 景観マネジメントの活動 

調査 藤川宿勉強会 
・協議会が自主的に藤川宿の歴史・文化や地域資源の調査等を実施 
・1997年以降、2-3ヵ月に１回程度のペースで現在まで継続 

ビジョン 
行政のビジョン 

・2007年にまちづくり計画を策定、これを踏まえて2009年に都市再生 
整備計画を策定し事業実施 

協議会のビジョン ・藤川宿の景観まちづくりの方向性を示すものとして2010年に策定 

ルール 景観計画 
・岡崎市景観計画（2012）の景観形成重点地区に指定 
・景観配慮指針：配置（壁面の連続）、形態意匠（屋根勾配、素材）など 
・景観形成基準：高さ12ｍ未満（届出対象の規模：高さ10m超） 

景観形成 
事業 

景観協議 ・原則全ての新築等について、景観配慮指針との適合状況を協議し誘導 

修景助成 
・景観重要建造物（2014年～）：伝統的な意匠を復元するものを助成 
・一般の建築物（2016年～）：全ての景観配慮指針に適合するものを助成 

公共空間の 
整備・管理 

行政による整備 
・国：歴史国道として西・東棒鼻整備等（1996～2000年） 
・市：道の駅及び地域交流センターの整備（2012年開業）、 

本陣跡地広場の整備（2014年供用） 
協議会による整備 ・街道沿い松並木植樹（2015年～）、十王堂再建（2018年） 

協議会による管理 
・本陣跡地広場・資料館の管理（2014年～） 
・藤川駅跨線橋・地域交流センターの清掃（2015年～） 

空家対策 
米屋の改修・活用 

・米屋の借用・公開等（2009～2013年）、調査・WS等（2009～2013年） 
・米屋の改修（2014～2015年）、活用（2015年～） 

空家賃借 ・むらさき麦の加工場や工具置場として空家を賃借（2015年～） 

農地管理 むらさき麦の活動 
・むらさき麦の栽培（1994年～）、観賞用麦・商品用麦の栽培と商品開発 
・オーナー制度（2013年～）、むらさき麦デザインプロジェクト（2013年～） 

イベント むらさき麦まつり 
・2001 年からむらさき麦まつりを開催、2013 年からデザインプロジェクト
によりイベント時のデザイン統一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図3 藤川宿における活動の実施個所・活動の様子 
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4-3.藤川宿における景観マネジメントの展開プロセス 

藤川宿における景観マネジメントの展開プロセスを関連

資料の分析及び関係者へのヒアリング(6)から分析する。 
分析にあたっては、①活動が開始し協議会が自立的に運

営をはじめた時期を「初動期（1994～2006年）」、②行政と

の連携のもと景観計画等に活動が広がった時期を「連携強

化期（2007～2012年）」、③多様な分野に活動が拡大した時

期を「拡充期（2013年～）」と設定し、各活動を景観マネジ

メントの分野に分けて時系列で分析する（図4）。 
(1)初動期（1994～2006年） 

【農地管理：むらさき麦の復活栽培】 

藤川宿の西棒鼻（宿場の西端）には、松尾芭蕉が「ここ

も三河 むらさき麦の かきつばた」と詠んだ句碑が残る。

その昔、芭蕉が藤川宿を訪れた際、街道に「むらさき麦」

が広がる風景を詠んだものとされる。むらさき麦はその後

消滅し幻の麦とされたが、芭蕉没後 300 年にあたる 1994
年、地域の歴史をまちづくりに活かしたいと地元有志が発

起し、むらさき麦の復活栽培に取り組むこととなった(7)。 
【公共空間整備：歴史国道整備】 

一方1996年、藤川街道が国の「歴史国道」に選定され、

このため地元調整組織の設立が求められていた。そこでむ

らさき麦の復活栽培に取り組んでいた地元有志を基本に、

藤川宿まちづくり研究会（以下、研究会）が設立された。 
1996～2000年の間、歴史国道の関連事業として、西棒鼻・

東棒鼻整備や街道沿い松並木の整備、ポケットパーク整備

など、藤川宿の景観の基礎となる公共空間が整備された。 
【調査：藤川宿勉強会】 

研究会は1997年から活動を本格化させ、藤川宿の歴史・

文化や地域内に残る歴史的建造物など地域資源等に関する

勉強会を定期的に開催するようになり、現在も続いている。 
【農地管理：むらさき麦栽培の拡大と商品開発】 

勉強会と並行し、藤川街道沿いの空地へ観賞用むらさき

麦栽培地の造成・栽培、麦プランターの各戸配布など、む

らさき麦を用いたまちづくりが展開する。また 2001 年か

らは、むらさき麦の栽培だけでなく、収穫した麦を活用し

た地元小学校給食のメニュー開発、食品事業者との栽培委

託契約など、商品開発にも関与するようになる。これに伴

い研究会では商品用の大規模な麦畑を国道沿いに確保した。

これらの結果、むらさき麦が藤川宿の景観資源として認識

されるようになった(8)。 
【イベント：むらさき麦まつり】 

2001年には東海道五十三次宿場町制定400周年を記念し

たまつりが東海道の各宿場で開催されており、これと連携

し、藤川宿でも協議会が主体となってまつりを開催するこ

ととした。これは後に「むらさき麦まつり」として毎年１

回開催される地域のメインイベントとなっている(9)。 
(2)連携強化期（2007～2012年） 

【ビジョン：まちづくり計画・都市再生整備計画】 

藤川宿は旧宿場町であり、都市基盤整備が不十分な箇所

が残っていたことから、岡崎市では2007年に「藤川地区の

まちづくり計画（任意計画）」を策定した。2009年には、こ

れを実現するため藤川宿周辺に都市再生整備計画を定め、

2013年まで事業を行った。都市再生整備計画では、道の駅

及び地域交流センターの整備、道路や広場の整備のほか、

「藤川宿魅力増進事業」として、空町家の調査及び活用検

討、景観まちづくりの方針検討等が位置付けられた 13)。 
【ルール：景観計画の検討】 

岡崎市では、2005年の景観法施行を受け、2008年から景

観計画の検討をはじめた。市では、歴史的な町並みが残り

研究会の活動が盛んで都市再生整備計画による事業実施が

予定されていた藤川宿周辺を景観計画の重点地区に指定す

ることとし、市が主導し協議会と連携して、景観に関する

ワークショップ（以下、WS）、シンポジウム等に取り組ん

だ。この活動の中で研究会は協議会に改名した。 
【ビジョン：景観ブック作成】 

藤川宿の景観まちづくりを推進するため、2010年、市と

協議会が協働で「藤川宿景観まちづくり景観ガイドブック

（以下、景観ブック）」が作成された(10)。景観ブックでは、

藤川宿の景観的特徴として自然や地形、歴史（町家・社寺

等）などを捉えた上で、景観づくりの方向性を「景観まち

づくりのアイデア」として示している（表4）。 
【ルール：景観計画策定／景観形成事業：修景助成制度】 

景観計画は、2012年に策定された。藤川宿周辺について

は、景観WSやシンポジウムでの議論、景観ブックの「景

観まちづくりのアイデア」等と相互調整されながら、景観

形成の方針や景観形成基準等が検討され、重点地区に指定

された 14)。これと併せて新築案件等の景観協議制度が導入

され、また2014年には修景助成制度(11)が導入され、町並み

の保全・誘導が図られることとなった。 
【空家対策：米屋の調査・活用】 

2009年頃、米屋が取り壊される恐れが生じていた。これ

を受けて、協議会は市と連携し地権者と調整を重ねて、2013
年まで米屋を借用し雑貨店の開業と一般公開を行っていた。 
また、2009年に協議会が愛知産業大学と連携し米屋の調

査を実施したところ、米屋は江戸時代には穀物商として栄

えた歴史的価値が高い町家であることが判明した。そこで、

2011 年から協議会が中心となって米屋活用 WS を実施し、

その活用方法等を検討した(10)。 

表4 景観ブック「景観まちづくりのアイデア」の概要 15) 
アイデア 具体的な配慮事項 

自然・地形の特徴を 

「いかす」 

・土地の改変は 小限にとどめる 

・山並みへの眺めを意識し、建物などの配置や高さを工夫する 

身近な水や緑を「はぐくむ」 
・河川など水辺の環境を育む 

・既存樹木や社寺林と生垣や花をつなぐ 

宿場町の風情を「つくる」 
・歴史的な建造物や松並木を守る 

・むらさき麦を再現し宿場町の風情をつくる 

建物デザインを「いかし」 

なじませる 

・建替え等では町家のデザイン（屋根勾配、素材、格子など）を取り入れる 

・建替え等であっても古材を活用するなど新たなデザインとして表現する 

藤川らしさを「はぐくみ」 

まちを元気にする 

・むらさき麦、東棒鼻、米屋等を活かす 

・道の駅や地域交流センターの交流と賑わいの場を演出する 

骨格的な景観を「つくる」 
・旧東海道（藤川街道）は道路舗装等に配慮し、無電柱化を進める 

・地域交流センターの周辺は地域のシンボルとしてデザインする 

周りと共にまちなみを 

「つくる」 

・玄関前の掃除やプランターの管理など、身近な取組からはじめる 

・建替え等の場合は周辺に配慮し連続性のあるまちなみをつくる 

できるところから 

「はじめる」 

・景観の理解を深め、身近な景観を大切にし、家の表構えからはじめる 

・お祭り等に参加し地域への愛着を育み、景観まちづくりに参加する   
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【公共空間整備：本陣跡地広場の整備等】 

2011 年から 2012 年にかけて、市が主導し協議会と連携

して本陣跡広場の整備検討が行われた。ここでは大学等の

支援も得て、旧東海道沿いに冠木門と高札場の再現、地形

を活かし藤川宿全体を眺める月見台の整備などが行われ、

2014年に本陣跡地広場が供用開始した。 
また都市再生整備計画事業として、2012年に道の駅及び

地域交流センターが開業した。 
これらの整備事業には協議会からの意見も反映されてお

り、本陣跡広場や地域交流センターに観賞用むらさき麦の

栽培地が整備され、地域の主要な公共施設にむらさき麦を

添える景観が創出されている。 
(3)拡充期（2013年～） 

【空家対策：米屋の改修・活用】 

2013年、米屋の調査と活用WSの結果を踏まえて、協議

会と市や愛知産業大学・地権者等で「米屋懇談会」を組織

し、改修・活用の本格的な検討・調整を行った。これを受

けて岡崎が米屋を景観重要建造物（景観計画）に指定し、

2014 年から 2015 年にかけて米屋の改修に取り組んだ。改

修にあたっては市の修景助成制度が適用され、改修後は民

間事業者（建築設計事務所）が入居している。 
改修は愛知産業大学を中心に協議会や地元小学生等が協

力して作業を行っているが、協議会では景観ブックの作成

等に取り組んでいたため町家デザインへの理解が共有され

ており、往時の風情を感じる改修が実現し、藤川宿の歴史

的な町並みの再生に寄与している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【空家対策：空家賃貸】 

一方、2015年以降、協議会では地区内の空家（3件）を

借り上げて、むらさき麦の加工場や倉庫として活用してい

る。修景等は行っていないが、地区内で増加が懸念される

空家を管理し景観阻害を防ぐという点からみると、景観マ

ネジメントの一環と捉えることができる。 
【農地管理：オーナー制度の導入, デザインプロジェクト】 

協議会では、初動期からむらさき麦の活動を継続してい

たが、2013年からはオーナー制度を導入した。これにより

むらさき麦の地域外への PR と安定的な生産体制を構築し

ている。さらに「むらさき麦デザインプロジェクト」と称

して、愛知学泉大学・愛知産業と連携し、むらさき麦を使

った新商品の開発とパッケージデザインの作成、むらさき

麦栽培地に掲出する幟や町家等に掲出する暖簾の作成等に

取り組んでいる。イベント時等には、協議会のスタッフ等

は紫色の法被を纏い、紫色の幟や暖簾が藤川街道沿いに並

ぶことで、統一的なデザインによって藤川宿らしい賑わい

が演出されるようになっている。 
【公共空間管理：本陣跡地広場の管理等】 

2014年以降、藤川街道沿いの主要な公共施設である資料

館と本陣跡広場の管理業務を受託している。また JR 藤川

駅跨線橋及び地域交流センターの清掃業務も受託している。

いずれも協議会によって身近な公共施設が綺麗な状態に保

たれている。 
2015年以降は、協議会と地元小学校が連携し、藤川街道

沿いの松並木の植樹に取り組んでいる。さらに2018年、 
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地域が共同管理する仏堂である「十王堂」を協議会が再建

した。十王堂は市により景観重要建造物に指定・修景助成

が適用され、藤川宿のランドマークとして、また藤川宿の

歴史的な町並みの再生に寄与するものとして再建された。 
4-4.関係者との連携状況 

各期において活動を実施するにあたり連携していた主要

な組織等を「関係者」とし、連携状況の変遷を示す（表5）。 
初動期では、国が関連活動として歴史国道事業を実施し

ている。協議会としては、自治会と連携し活動資金・場所

の提供を受けて活動を行っていた。自治会との連携は現在

まで継続している。 
連携強化期では、岡崎市との連携のもと、様々な事業が

行われた。市が主体となって関連活動として都市再生整備

計画事業や景観計画の検討・策定、本陣跡地広場の整備等

を実施するほか、景観ブックの作成や米屋WSでは市と協

議会が協働して活動を行った。この期間は市から協議会へ

活動助成金が提供されていた。また、岡崎市内のまちづく

りを支援するNPO法人である「りた」や愛知産業大学が活

動の支援を行っていた。 
拡充期では、市が関連活動として景観計画及び修景助成

制度等を運用するほか、業務委託として資料館等の管理を

委託している。またNPO法人「りた」は、地域交流センタ

ーの指定管理者としてむらさき麦祭り等を協働で実施する

ほか、地域交流センターの清掃業務を委託している。また、 

表5 関係者との連携状況とその変遷 

 連携の概要 連携の詳細な役割 

初
動
期 

（1994-2006

） 

 関係者1：国（旧建設省） 
関連活動の実施 ・歴史国道の事業に関する意見調整、事業実施 

 関係者2：地元自治会 
活動資金の提供 ・地元自治会（学区各町）から活動助成金の提供 

活動場所の提供 ・藤川宿勉強会等における活動場所の提供 

連
携
強
化
期 

（2007-2012

） 

 関係者2：地元自治会 
活動資金の提供 ・地元自治会（学区各町）から活動助成金の提供 

活動場所の提供 ・藤川宿勉強会等における活動場所の提供 

 関係者3：岡崎市 

関連活動の実施 

・まちづくり計画の策定、都市再生整備計画の策定と事業実施 

・景観計画の検討におけるWS、ｼﾝﾎ゚ ｼ゙ ｳﾑ等での意見調整、計画策定 

・本陣跡地広場の検討における意見調整、広場整備 

・道の駅・地域交流センターの整備 

協働活動の実施 
・景観ブックを協働により検討、作成 

・米屋WSを協働により実施 

活動資金の提供 ・市の助成制度（景観形成補助金）による活動助成金の提供 

 関係者4：NPO法人岡崎まち育てセンター・りた 

活動の支援 
・景観ブックの検討・作成をコーディネート 

・米屋WSをコーディネート 

 関係者5：愛知産業大学（建築系研究室） 
活動の支援 ・米屋調査を実施 

拡
充
期 

（2013

～
） 

 関係者2：地元自治会 
活動資金の提供 ・地元自治会（学区各町）から活動助成金の提供 

活動場所の提供 ・藤川宿勉強会等における活動場所の提供 

 関係者3：岡崎市 
関連活動の実施 ・景観計画の運用（景観協議制度、修景助成制度） 

業務委託 ・市→協議会へ：資料館・本陣跡地広場の管理を委託 

関係者4：NPO法人岡崎まち育てセンター・りた(地域交流センターの指定管理者として） 
協働活動の実施 ・むらさき麦祭りや藤川宿勉強会等の共催 

活動場所の提供 ・イベント等における活動場所の提供 

業務委託 ・りた→協議会へ：地域交流センターの清掃を委託 

 関係者5：愛知産業大学（建築系研究室） 
活動の支援 ・米屋懇談会をコーディネート、米屋改修を実施 

協働活動の実施 ・むらさき麦デザインプロジェクト（幟・暖簾の作成等） 
 関係者6：愛知学泉大学（食品科学系研究室） 

協働活動の実施 ・むらさき麦デザインプロジェクト（商品開発、商品パッケージ作成等）  
関連活動の実施 :関係者が主体となった活動の実施 活動の支援 :関係者から協議会へ活動の支援 
協働活動の実施 :協議会・関係者の協働での活動の実施 業務委託 :関係者から協議会へ業務委託 
活動資金の提供 :関係者から協議会へ活動資金の提供 活動場所の提供 :関係者から協議会へ活動場所の提供 

愛知産業大学からの支援によって米屋の改修が行われたほ

か、愛知産業大学・愛知学泉大学との協働によってむらさ

き麦デザインプロジェクトを実施している。 
以上を概観してみると、初動期から連携強化期、拡充期

にかけて連携する関係者が増加していく傾向である。また

連携強化期では市の関連活動及び協働活動により様々な分

野の活動が行われ、その際にはNPO法人「りた」や愛知産

業大学が支援を行っている。拡充期になると、関係者との

協働のもと活動が展開されている傾向といえる。 
 

5.まとめ 

本稿では、景観行政団体へのアンケートから全国の地域

団体における景観マネジメントの現状を明らかにした。ま

た事例として藤川宿を抽出し、藤川宿における景観マネジ

メントの展開プロセスを明らかにした。 
(1)地域団体による景観マネジメントの現状 

対象とした地域団体は任意団体が多く、また住民発意に

より活動が始まっているものが多かった。 
活動特性をみると、自主ルールでは、景観コントロール

の対象は建築物や広告物だけでなく、公共空間や空地を対

象とする団体もみられた。景観形成事業では、デザインレ

ビューなどの活動がみられた。公共施設・公共空間の管理

等では、身近な清掃など日常的な景観の維持・管理に寄与

している活動が多く、一部には道路上のオープンカフェの

設置・管理といった活動もみられた。空家等の対策では、

情報収集・マッチング等の活動がみられたが、外観に直接

作用するような活動は少なかった。イベントでは、地域団

体により多様なイベントが行われており、イベント時の景

観配慮も一部でみられた。農地や田園風景の保全では、地

域住民による遊休地再生の活動が多かった。祭礼や伝統行

事の継承では、地域外に向けた活動の展開がみられ、また

祭礼の場所の修景など外観に直接作用する活動もみられた。 
(2)藤川宿を事例とした景観マネジメントの展開プロセス 

岡崎市の藤川宿の景観マネジメントの展開プロセスを初

動期、連携強化期、拡充期に分けて分析すると、初動期は

藤川宿に縁のある松尾芭蕉の没後300年をきっかけに、内

発的にむらさき麦の復活栽培から協議会の活動がはじまっ

た。同時に国の歴史国道事業により藤川宿の景観の基礎と

なる公共空間が整備された。 
連携強化期には、市主導によって地域のビジョンが定め

られ、景観計画の検討や本陣跡地広場の整備などが実施さ

れた。また景観ブックの作成や米屋WSでは市と協議会が

協働し、NPOや大学等の専門家がこれを支援することで活

動が実施された。このように市や専門家との連携強化にあ

わせて、景観マネジメントの分野が拡大していった。また

これらの関係者との連携のもと、景観ブックをとりまとめ

たことで、むらさき麦や松並木、町家等を景観資源と捉え、

協議会が主体的にマネジメントしていくことにつながった

と考えることができる。 
拡充期では、協議会の活動が公共施設・公共空間の管理
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や空家の改修・活用に広がった。また初動期から実施して

いたイベント（むらさき麦祭り）においても「むらさき麦

デザインプロジェクト」により、イベント時の統一的な景

観の演出といった活動がみられるようになった。拡充期で

は関係者との協働のもと活動が展開されている傾向があり、

初動期・連携強化期における活動の積み重ねと連携体制の

構築を経て、景観マネジメントが展開されていったプロセ

スが明らかとなった。 
藤川宿では協議会が主体となって様々な活動を行ってい

るが、その活動財源はむらさき麦の商品開発によって得た

収益や公共施設の管理業務の委託費等である。地域が主体

的に景観をマネジメントするには、財源の確保が課題の 1
つと考えられ、今後は、景観マネジメントの担い手と財源

との関係等についても分析していきたい。 
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■補注                               

(1) 本稿で扱う「景観」とは、建築物等による表層としての景観だけでなく、

空間を使うことで創出される景観を含む。参考文献3)では、「生きた景観

とは(中略)空間と居住者・来訪者など人々が空間を使うことで生まれる場

を表現する景観である」(p18)と述べている。 
(2) 都道府県のうち管内の全市町村が景観行政団体に移行している場合は

対象外とした。 
(3) 20万人未満の景観行政団体のうち、調査対象とした市町村は以下である。 

①景観法に基づく景観地区・準景観地区の指定がある市町村 
②国土交通省「世界に誇れる日本の美しい景観・まちづくり～全国４７

都道府県の景観を活かしたまちづくりと効果～」(2018) に取り上げら

れた地区を有する市町村 
③国土交通省の「都市景観大賞」(2001～2019) を受賞した地区を有する

市町村 
(4) 当該地区で活動する地域団体が複数ある場合、主となる１つの地域団体

について回答する形式とした。 
(5) 活動特性7項目のうち実施している項目数が多い団体は、景観マネジメ

ントに関し多様な活動を行っていると考えられる。団体ごとの活動項目数

と団体の設立経緯・事務局の有無をみると、住民発意で事務局を有する団

体のうち、活動項目数が6以上の団体は3つある。これらは地域住民が中

心となって地域団体を運営し、多様な分野を対象に景観マネジメントに取

り組んでいると言える。この 1 つとして藤川宿の藤川協議会を抽出した。 

団体ごとの活動項目数と団体の設立経緯・事務局の有無 
 

団体の設立経緯・事務局の有無 

活動項目数 

6以上の団体 5の団体 4の団体 

住民発意／事務局あり 3 9 13 

住民発意／事務局なし 1 1 11 

民間・公共等発意／事務局あり - 6 11 

民間・公共等発意／事務局なし 1 3 4  
(6) 岡崎市まちづくりデザイン課（2020.7.22）及び藤川協議会（2020.7.23、
2021.8.25）にヒアリングを実施した。ヒアリングの結果は整理し対象者に

報告し、確認を受けた。 
(7) 地元小学校の教員等が愛知県農業総合試験場からむらさき麦の苗を譲

り受け、それを栽培したところから活動がはじまる。 
(8) 協議会へのヒアリングによる。 
(9) 協議会と道の駅等の共催による地域イベントで、むらさき麦のＰＲや地

元住民・地元小学校の文化活動の発表等が行われる。 
(10) 都市再生整備計画（藤川宿魅力増進事業）の一環として実施されたも

のである。 
(11) 岡崎市が景観計画重点地区等の物件を対象に、良好な景観形成のため

の修理・修景に必要な費用の一部を助成する制度。 
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