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皆さん、こんにちは。 
本日は上天気に恵まれました。何かとご

都合があったかと思いますが、「景観からの

三好市の地域づくりシンポジウム」に、こ

のように大勢の皆さんのご参加をいただき、

厚く心から感謝を申し上げます。 
本日はご案内の通り、わが三好市が、景

観計画の策定を目指して昨年から取り組ん

でいるまちづくりについて、市民の皆さん

に広く認識していただき、共感をいただく

という目的で開催しています。今日は行政

関係者もたくさんおりますが、これほど景

観に対するご関心が高いということで、ご

参加いただいた皆さんに敬意を表する次第

でございます。 
本日は、アレックス・カーさんの基調講

演があります。また、昨年から景観につい

てご指導いただいている徳島大学の真田先

生、また地域でさまざまなまちづくりや地

域づくりに取り組んでいる皆さんにご参加

いただいたシンポジウムです。そのような

形式で進めさせていただきますが、どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 
 
さて、「景観」という言葉は、すっかり定

着してきました。今から十数年前であれば、

「ケイカン」というと、それは“警察官”

を連想させるものでした。「しっかりケイカ

ンをやらなければいけない」とは、“警察官

としてしっかり取り締まらなければいけな

い”と思わせるほど、その言葉は定着して

いませんでした。 
しかし、私どもの地域社会は年年歳歳発

展を遂げ、さまざまな問題が提供されてき

ました。国においても、個別法によって地

域や目的に応じた対策や取組みを、今日ま

でそれぞれ重ねてきました。続いては、公

園法という一つ大きな公園を設定するエリ

アの縛りや、都市計画法のように用途地域、

地図に色分けをして住み分けをするような

規制がかかってきたところです。ところが、

それらをすべて積み上げても、私どもの地

域には、それがすっかり縦割り行政として

定着しています。 
しかし、私どもの地域の個性・歴史・文

化が地域のまちづくりや地域分権の中で、

全国一律に採り上げられるのではいけませ

ん。そのような意味で、四国最大の面積に

なった新しい三好市がこれを機に、祖谷の

歴史や風景、大歩危や吉野川の素晴らしい

清流をしっかりと維持して、将来につなげ

ていかなければなりません。 
そのためには、行政のみならずすべての

市民の皆さんも、それぞれご協力や取組み

をしていただかないと実行できません。公

共施設等は行政が携わりますが、それ以外

は民間の皆さんのご協力をいただかなけれ

ばなりません。そのような意味で、景観対

策は非常に大事です。 
例えば、箸蔵寺の周辺を見回してみてく

ださい。箸蔵寺の寺域内ですのでしっかり

と制限がされていますが、あれが小さなお

寺と仮定すると、あの辺りに近代的なビル

ができたり、さまざまな商業施設ができた

りすることで、地域の宗教とするせっかく

のお寺周辺が台無しになってしまいます。 
私どもが見ていて“これはおかしいな”と

思うことに、行政と市民が共に協力して取

り組んでいくことが大事です。 
 
つい先日も、文部科学省と農林水産省、

国土交通省との 3 省より、「歴史まちづくり

事業（歴史的風致維持向上計画）」の認定を

いただきました。これは、重要文化財周辺

やまちをしっかりと維持していこう、整備

開会あいさつ                     三好市長 俵 徹太郎 
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していこうという助成制度です。これを進

めるにあたっても「景観」という一つの視

点が無いと、景観を損ねてしまいます。 
例えば後ほどお話があるかと思いますが、

近代的なコンクリートむき出しの施設をた

くさん造って、風景や自然資源を壊してし

まうこともあり得るわけです。そういう意

味で、私どもは景観計画を策定して、三好

市のそれぞれの特色に応じたゾーン分けを

したい。それから、しっかりと維持し後世

へ伝えていくために、皆さんと一緒に取り

組みたいと考えています。 
従来は、行政が先導して、まちづくりや

今策定に関わっている三好市景観策定審議

会の皆さんと一緒につくっていきますので、

どうかよろしくお願い申し上げます。 
 
少々長話になりましたが、本日のシンポ

ジウムが大成功に終わりますようにご協力

をお願い申し上げます。また、アレックス・

カーさんをはじめ、パネラーの皆さん、ど

うかよろしくお願いいたします。 
 
 
 
 

地域づくりなどが進められてきました。し

かし、この景観に対しては、皆さん一人一

人の感性や感覚、そういうものの集合が共

有できますので、しっかり息を合わせて取

り組んでいきたいと思います。その約束事

が、今回の“景観づくり”ということにな

ろうかと思います。1 つのガイドラインの

設定をしたり、さまざまな規制をしっかり

していったりするのが必要と考えています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
皆さん、こんにちは。 
お忙しいところお集まりいただきまして

ありがとうございます。徳島大学の真田と

申します。 
昨年は、三好市の景観計画の策定審議会 

 
 
 
 
の会長をしております。三好市のこの素晴

らしい景観を後世に残していけるように、

“今”この素晴らしいものを“今”きれい

にするというわけではなくて、「今後 100 年

200 年ずっと美しいままであるように」と

いう思いで景観計画をつくっていこうと考

えています。景観計画をつくるのは事業を

することとは違うため、すぐにきれいにな

るわけではないのですが、今後、本当に持

続的にこの美しい景観を守っていくことを

目指してつくっております。 
後ほど景観計画についてお話しますが、

三好市は、今までの景観計画、景観三法に

より全国的に取り組んできた仕組みでは、

「三好市景観計画の策定に向けて」 三好市景観計画策定審議会会長 真田純子氏
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なかなかうまくいかないところがあり、三

好市で景観計画をつくっていこうというの

はかなり先進的・冒険的ではあるのですが、

三好市役所の方とお手伝いをしてくださる

コンサルタントの方、審議会の委員の皆さ

んと一緒になってやっています。 
 
では、話に入りたいと思います。 
今日は、「景観とは何か」という話を初め

にしたいと思います。その後、「景観計画と

はどういうものか」。詳しい法律のような話

というよりは、「景観計画でできることは何

か、できないことは何か」というように分

けて話をしたいと思います。その後、「三好

市で景観計画をどういう風につくっている

ところか」ということを簡単に紹介します。 
 
 
■景観は、私たちの“日々の暮らしの舞台” 

 
まず、「景観とは何か」という話です。 
似た言葉で、“風景”や“景色”という言

葉があります。「景観」という言葉も定着は

してきましたが、まだちょっと固い感じが

します。ですから、「景観」という言葉を聞

くと、珍しい自然風景や観光の名所になる

とか、眺望が良いとか、三好市ならうだつ

のまち並みのように皆に価値が認められて

いる伝統的な町並みとか、あるいは、古く

はないけれど家がそろっているような整っ

た町並みを想像することが多いのではない

かと思います。 
しかし、こういうものだけが「景観」だ

という風に思ってしまうと、好みの問題と

か不要不急のものであるということで、「す

ぐにやらなくても良いのではないか」とい

う考えが出てくることが多いです。実際に、

「景観のまちづくりをやりましょう」と言

っても「景観ではご飯は食べられないから

要らない」という意見が出てくることもあ

るのですが、果たして本当にそうなのでし

ょうか。 
「景観」というのは、先ほどのようなこ

とを考えてしまうとそういう解釈になって

しまうのですが、実際には、“日々の暮らし

の舞台”が「景観」であります。人に見せ

るためのものではなくて、私たちが生活す

る舞台となるようなところが「景観」であ

ると考えることができるのです。“日々の暮

らしの舞台”というのは、汚いところに住

んでいて人に見せるためだけにいい景色を

残すのではなくて、本当に心から豊かな生

活が送れるために、暮らしている場所自体

がきれいでなければいけません。汚い部屋

で応接間だけきれいというのでは、やはり

豊かな暮らしとは言えないのと同じように、

リビングも寝室も美しくしておくというの

と同じような考えで、人に見せるところだ

けではなくて、“日々の暮らしの舞台”、“日

常の暮らしの場”が美しくあることが大事

ではないかと思います。 
 
 
■景観の美しさには、個人の好みではなく、

「人間として普遍的なもの」が存在する 

  ―①身を守るために大切な条件は、風

景の美しさと融合する 

  ―②社会・文化に根差した美意識とし

て、互いの気遣いが風景に表れる

“あいさつ”や、同じ文化の人で

共有できる“風景に内在する意味”

等がある 

 
“日々の暮らしの舞台”が「景観」だと

すると、その「美しさ」とはどういうもの

でしょうか。 
これは、美的な絵画のような美しさでは

なくて、“暮らしの舞台の良さ”というのは

どういうものかと考えたとき、「そもそも、

暮らしている人というのはどういうものだ

ろうか」ということに置き換えてみること

ができます。すると、「暮らしている人」と

いうのは、“生命を持つ生き物としての存

在”であるということと、“他の動物とは異

なり、社会・文化を持つ存在”であるとい

うことの、２つの特徴が考えられます。 
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暮らしている人を生物としての存在とし

て考えると、“生存本能に基づく身の回りの

環境の評価”というものがあります。「気持

ちの良い場所だな」と人々が思うのは、危

害を与えられる危険が少ないなどというこ

とです。ここで、暮らしている人をもう一

方の社会・文化を持つ存在として考えると、

多くの人が集まって住むときには、“人々が

穏やかに協調性を持って住んでいくための

ルール”があり、文化の中で穏やかに過ご

せる場所であるという“美意識”というの

があるだろうと思います。 
ひとつ例を紹介すると、生存本能を持つ

存在として有名なのが「眺望隠れ家理論」

です。自分は隠れられるけれど、見晴らし

は良くて周囲の状況が把握できる、そうい

う場が美しく感じる、というようなもので

す。身を守るために大切な条件というのが、

風景の美しさとも融合している、という話

です。 
一方、社会・文化に根ざした“美意識”

の例を考えると、「あいさつ」というのが景

観の世界であります。これは、お互いへの

気遣いということではありますが、言葉に

よるあいさつではなくて、お互いへの気遣

いが風景に表れているという解釈です。も

うひとつは、同じ文化に属している人達に

だけ理解できる「風景に内在する意味」と

いうのがあります。 
 「あいさつ」の例を紹介しますと、石川

県金沢の東茶屋街があります。一見すると

そろっている町並みがいいなと感じますが、

それだけではなくて各戸玄関前や路地に植

栽や大きな生け花があったりします。それ

はその人の家がつくっているものです。そ

れは、来る人に対して「ようこそいらっし

ゃいませ」というのを言葉ではなく形で表

しているのです。これも「あいさつ」と言

ったりします。商売をする人にとっては、

のれんも「あいさつ」のひとつです。 
屋外広告物や看板というのは、景観の世

界では結構目の敵にされて「無い方がいい」

という話になるのですが、それは、看板を

出している人の「あいさつ」の仕方が少し

まずいからだ、と私は思います。店をやる

以上、しるしを出すのは重要なのですが、

それが他より目立とうという自己中心的な

アイテムになってしまうと、それが既に「あ

いさつ」ではなくて攻撃的になってしまい

ます。「あいさつ」として自分のことを紹介

しようと思った際には、もっと違う看板の

出し方があるのではないかなと思います。

そういう意味で、看板は駄目だ、とモノと

して考えるのではなくて、文化に根差した

ものという風に考えると、お店の紹介もど

ういう風にすればいいかというのも見えて

くると思います。 
それともう 1 つ、「風景に内在する意味」

について、東祖谷の方だったと思いますが、

稲刈りした後のワラが積んであったり、斜

面で耕作したりしている状況があります。

ここで農業をすることの苦労を知っている

からこそ、こういうところで人々がどうい

う生活をしているかを知っているからこそ、

ここが穏やかな風景に見えることもありま

す。全然日本の文化を知らない人が見ると、

ここがまた違う意味にとられるだろう、と

いう意味で、「風景に内在する意味」によっ

て評価も変わってきます。 
そういう風に考えると、風景の良さ、日々

の暮らしの舞台がどういう風に美しいかと

いうことを具体的に言いますと、“美意識”

のようにどういう風に美しいかだけではな

くて、“安心して暮らすことができる場所で

ある”ということと、“平穏に暮らせる、ゆ

とりがもてる”ということです。自分たち

が生物としていい空間というだけではなく

て、やはり文化もあるし、他の場所との交

流もあるので、自分たちの地域に誇りが持

てる、外の人に対して見せるよそ行きの顔

も同時に持っているというのが重要になっ

てきます。“日々の暮らしの舞台”として、

「良さ」というのはこういうものが考えら

れると思います。 
昔から、極楽浄土とか桃源郷という言葉

があります。それは、多くの人々が抱く理
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想の風景像のイメージです。そういうこと

をひっくるめて考えると、風景の良さとい

うのは単に個人の好みとか、不要不急のも

のではなくて、やはり人間として良いもの

がある、普遍的に良いものがあるというこ

とです。 
今回の三好市の景観計画では、そういっ

た普遍的に良いものを、当たり前にある風

景を当たり前に残していけるような仕組み

をつくっていきましょう、ということを考

えています。好みの問題では無い、という

ことです。 
 

 
■「美しい国づくり政策大綱」 

戦後の社会資本整備の質に対する反省 

 
続いて、「景観計画」の話に入ります。 
今回つくっている景観計画は、そもそも

は 2005 年に国が施行した「景観法」ができ

てから、「景観行政団体」は景観計画を定め

ることができる、と決められました。この

ように、法律で決められることによって、

景観行政団体がつくる景観計画というのは

法的根拠があって、自治体がただ勝手につ

くったというのではなくて、国がちゃんと

認めた基準の中でつくっているということ

になります。 
景観行政団体とは何かというと、都道府

県と中核市と大きい市は、自動的に景観行

政団体になります。それ以外の市町村につ

いては、県から許可が下りれば景観行政団

体になることができます。三好市は、その

他の市町村の部類に入りますが、いち早く

景観計画をつくることを決め、景観行政団

体になっています。 
 
では、景観法ができたきっかけは何かと

いう話を少しします。 
景観法が施行された 2005 年の 2 年前、

2003 年に「美しい国づくり政策大綱」とい

うものを国土交通省が出しました。景観法

は、景観計画をつくる根本の法律なのでけ

っこう注目されているのですが、大綱は出

されたことが忘れられていることがありま

す。この「美しい国づくり政策大綱」では

「美しい国づくりをします」ということを

国土交通省が宣言して、その中で色々な仕

組みを作るということを 15 個くらい決め

ています。その中に、“法的な整備をします”

というのがあって、景観法がその後できた

ということになっています。 
「美しい国づくり政策大綱」は序文がす

ごく良い文章なので、長いですけれども省

略しながら紹介します。 
「戦後、我が国はすばらしい経済発展を

成し遂げ、今や EU、米国と並ぶ３極のう

ちの１つに数えられるに至った。戦後の荒

廃した国土や焼け野原となった都市を思い

起こすとき、まさに奇蹟である」と、経済

大国になったということが書いてあります。 
その後「しかしながら、社会資本は量的

には充足されたが、我が国は国民一人一人

にとって、本当に魅力あるものとなったの

だろうか？」と、少し反省しています。道

路をいっぱいつくってきて、経済的には豊

かになったけれども、皆が一生懸命求めて

きたものが本当の豊かさにつながってきた

のだろうか、という反省をしております。 
その後、「美しさは心のあり様とも深く結び

ついている。私達は、社会資本の整備を目

的でなく手段であることをはっきり認識し

ていたか？量的充足を追求するあまり、質

の面がおろそかでなかったか？等々率直に

自らを省みる必要がある」ということを言

っています。先ほど言ったように、量的に

は充足したけれど、質的には良かったのだ

ろうか、とういうことを反省しています。 
そして、「国土交通省は、この国を魅力あ

る国にするために、まず自ら襟を正し、そ

の上で官民挙げての取り組みのきっかけを

作るよう努力すべきと認識するに至った。

そして、この国土を国民一人一人の資産と

して、我が国の美しい自然との調和を図り

つつ整備し、次の世代に引き継ぐという理

念の下、行政の方向を美しい国づくりに向
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けて大きく舵を切ることにした」と言って

います。「それまでは、道がつながれば人々

が豊かになると考えていましたが、そうで

はなくて、もっと美しい国づくりに向けて

努力するべきだ」というようなことを宣言

しているのです。 
この 2003 年の「美しい国づくり政策大

綱」というのは、私としては景観に向けて、

本当に美しい国づくりに向けて大転換をし

た時期だと思っています。それから、景観

に関するいろいろな政策ができて、今のよ

うに、いろいろなところで景観計画をつく

ろうという風になっています。 
この「美しい国づくり計画大綱」では、

「戦後の発展をしたときにどうだったのか、

本当に良いものをつくってきたのだろう

か」と振り返るところがあります。こうい

う文章を見ると、実はこの背景にあるのは、

「公共事業自体が国を壊してきたというわ

けではなくて、公共事業自体は国を豊かに

し人々が安心安全に暮らすために必要だけ

れど、そのつくったもの自体は果たして良

かったのだろうか」という風なことを言っ

ているのです。 
 
 
■美しい風景をつくりだしてきた戦前の公

共事業 

 
実は戦前には、生活を楽にするためにい

ろいろなところでいろいろなものがつくら

れましたけれども、けっこう良いものがつ

くられていました。モノをつくると自然が

壊されるとか風景がダメになるというので

はなくて、戦前にはけっこう良いものがつ

くられていました。 
有名なものでは、大分県の竹田というと

ころに白水（はくすい）ダムというものが

あります。これは農業用の施設です。曲線

が非常に美しいことで有名です。これは美

しいものをつくろうとしたというよりは、

下の岩盤が弱いので水を緩やかに落とすた

めに接地点を付けてあるのですが、戦後の

技術であれば下を強くすることで対応する

ところを、戦前には自然に対抗する力が無

かったということと、風景としての魅力と

いうのも地域の人に対してそんなに改変し

てはいけないという意識もあったと思うの

ですが、そのためこのような曲線を用いて

います。 
次に、これは長野県にある砂防の施設で

すけれど、このように階段状につくってあ

って、大きな構造物一つをつくってなんと

かしようというのではなくて、このような

階段状の美しいものをつくっているという

ものがあります。 
これは、稚内の防波堤ドームですけれど、

戦前に樺太のほうに船で行くときに、乗り

継ぎをするときに、北海道の一番北のほう

なので波が強くて船が転覆したり人々が落

ちたりするようなことがあったので、ドー

ムをつけました。ヨーロッパの神殿のよう

な感じにつくってあります。 
あと、これが伊豆半島に行く途中にある、

今は使われていないと思いますけれど、上

から石が落ちてくるのを防ぐような覆いが

道路にあります。アーチになっていて、少

し装飾があります。これがつくられたのは

1930 年くらいだったと思いますけれど、こ

ういうような絵葉書がつくられています。

着物の女の人が傘をさして立っているので

すが、道路構造物なのですが、伊豆という

行楽地に行くための観光用道路だというこ

とと、こういうイメージ写真が撮られるく

らい当時の人にとっては受け入れられたの

であろうという風に考えることができます。 
 
公共事業をやるということになるとだい

たい、目立たないようにつくるとか、なる

べく見えないようにつくるとかがよくある

のですが、本当に良いものをつくろうとし

たら、まずその風景をより良くする、とい

うことも必要と思います。 
今そうなっていないのは、戦後ボロボロ

になったものをいち早く発展させるために、

全国一律でつくるという仕組み、これを標
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準設計と言いますが、それが量的に充足し

た後も「標準設計以外でつくるのはぜいた

くだ」という考えが出てきて、あまり景観

のことを考えないでつくるのが定着してし

まったということがあります。 
それが、この 2003 年の「美しい国づくり

政策大綱」で、「それはそろそろやめよう、

昔みたいにちゃんとその場所に合ったもの

を考えてつくろうじゃないか」ということ

がここで発表されたということです。 
 
 
■景観計画とは何か？ 

景観計画を活用して自治体ができること 
 
そのような経緯があって、“景観計画”と

いうものが規定できるようになったのです

が、「景観計画とはどういうものか」につい

て、「景観計画でできること」という話でし

たいと思います。 
先ほど、俵市長のお話でもあったように、

個別の法律で今までやってきました。都市

の内部は都市計画で、自然の卓越したとこ

ろは自然公園法で、川は河川法で、海岸は

海岸法で、というように全部個別法でやっ

ていたのですが、それだと、例えば都市の

隣に川があるところでは、都市計画法と河

川法でまったく別個に扱うことになってし

まいます。だから、川を活かしたまちづく

りがなかなかやりにくい、というような状

況がありました。それで、景観計画ができ

て、「こういう景観を目指しましょう」とい

うのを、「都市も川も海岸も山も農地も全部

含めて一つの方向性を決めて、その中でや

っていきましょう」ということができるよ

うになりました。 
 
ここからは、仕組み的な話になりますけ

れども、景観計画の策定の流れとしては、

必須事項として、“景観計画区域”、どこを

区域に指定するかを決定します。三好市の

場合は、全域として検討しています。 
その後、“景観形成の方針”ということで、

目標を決めます。また、目標を実現するた

めに、“行為の制限”というのを決めます。

行為の制限とは、簡単に言うと建物や工作

物に対するルールです。形やデザイン、高

さ、色、配置を決めることができます。 
そのほか、“景観重要建造物”、景観上重

要な建物や“景観重要樹木”、街道沿いにあ

る大きな木であるとか、その土地の風景を

つくっているものだとすると、それを景観

重要樹木に指定することができる、という

ものです。 
あとは、“景観重要公共施設”というのが

あるのですが、これが大きくてですね、具

体的には道路や河川、都市公園などは全部

景観重要公共施設に入るのですが、これを

景観計画の中で指定することによって、市

より上位の機関に対しても「自分たちの地

域はこういう景観づくりをやろうと思って

いるから、それに沿うようなものをつくっ

てください」と言えるようになりました。

景観法ができる前に自主的に景観条例を作

っていた自治体もあるのですが、そういう

場合は民有地に対してのみ有効だったので

す。が、法律に基づいて景観計画をつくっ

た場合は、例えば国がつくる国道の整備の

仕方について、「三好市ではこういう景観計

画を打ち出しているから、こういう風にや

ってください」と言えるようになったとい

うことです。 
あとは、これらのような「モノ」だけで

はなくて“景観協議会”というのがありま

して、自治体や道路事業者、地域の皆さん

などいろいろな人が集まって協力し合い、

景観について話し合う場をつくることがで

きます。 
“景観整備機構”というのは、景観を維

持していく NPO などの団体を景観整備機

構として位置付けて、自主的なサークル活

動というわけではなくて、きちんと市の景

観計画の中の一部を担っている団体として

認定することができるものです。それで、

景観重要建造物や景観重要樹木の管理を市

が任せるというような仕組みもあります。 
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あとは、“景観農業振興地域整備計画”と

いうのがあって、これは「農業がつくる景

観というのも重要なので、こういうものも

やっていきましょう」と言うことができる

ようになっています。 
 
 
■景観計画による景観づくりの限界 

 
景観計画はいろいろなことができるので

すが、限界もあります。一つは、ルールに

よって景観を整えることの限界です。もう

一つは、暮らす姿がつくる風景に対する限

界があります。 
ルールによって景観を整えることの限界

というのは、皆さんがいいなと思うような

昔からの伝統的な町並みは、意匠の競争原

理とか自然条件への備えとか、その当時、

より良いものをつくろうという上へ上へと

いう意識が競争し合って美しいものをつく

っていました。一方で、景観計画によって

基準とか規制を張るというのは、上へ上へ

という意識ではなくて、これをやっておけ

ば良いという、やる気をちょっと削ぐよう

なことも無くは無い、という意味で限界が

あるということです。 
もう一つ、暮らす姿がつくる風景に対す

る限界としては、人々がその土地で暮らす

姿というのが風景として現れるものとして

棚田や段々畑、森林などがありますが、そ

れらは、人々がそこで暮らしを営んで暮ら

し続けることが風景を維持する方法です。

だから、住む人がいなくなってしまったら、

いくら景観計画をつくっても、維持できな

いということになってしまいます。 
 
 
■「三好市景観計画」の検討状況について 

 
それでは、三好市の景観計画の検討状況

についての話に入ります。 
三好市の特徴は、地域のほとんどが中山

間地域であるということと、残念ながら過

疎化が進行しつつある場所である、あと新

たな大規模開発というよりは公共事業の方

が多いということです。ちょっと土砂崩れ

したところを止めるとか、細い道路を少し

太くするとかです。このような特徴にした

がって、景観の主体というのが水田とか畑

とか森林になります。それで、先ほど言っ

たように、人がいることが重要になってき

ます。過疎化が進行しつつあるので、人が

つくっている暮らし方というのが景観にな

るのですが、「では誰が景観を維持していく

か」というのも問題になってきます。 
もう一つは、災害復旧などによって景観

を改変することが多いので、そういうこと

に対しても考えなければなりません。 
景観計画の策定に向けた検討としては、

次のような仕方で進めています。よくある

パターンでやっているのではなくて、審議

会のメンバーでいろいろなところへ 3 回く

らい行きました。それで、どういう風景に

したいだろうか、どういう問題があるだろ

うか、ということを皆さんで話し合ってき

ました。 
続いて、景観法でできること、今回の施

策でやることというのを振り分けました。

景観計画でできることだけを最初から話し

合うのではなく広く話し合った後で、「では、

どれを景観計画に入れようか」ということ

を考えました。 
また、三好市の景観計画策定審議会は、

事務局が企画調整課で、その他関連する課

からもメンバーが入っており、あと副市長

も常に同席されていますので、将来的には

この結果が景観計画以外にも反映されてく

ると思います。 
それでその後、実際に景観計画策定に入

っていきます。先ほどゾーン分けという話

もありましたけれども、自然景観ゾーン、

集落景観ゾーン、市街地景観ゾーン、歴史

的風致ゾーンと分けて、それぞれに対して

どういう風景が良いのか、どういうルール

をつくろうか、ということを考えていると

ころです。 
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特徴的なものとしては、道路沿いを重要

なものとして考えようと思っています。道

路や河川沿いっていうのは、よく人が通る

ということと、よく見られるということで

重要だという話になりました。その際、人

工地盤をつくるときに多くの普通のやり方

では面積でやるのですが、「三好市では高低

差が大きいということで、面積だけでは不

十分だということで、高さも考えてやりま

しょう」という話をしたところです。 
このように、よくある景観計画のメニュ

ーから三好市でやることを選んでいるので

はなくて、三好市の本当の風景や姿という

のはどういうものだろうかというのを考え

ながらつくっていく、という状況です。 
これから考えていくのは、三好市では景

観重要公共施設は風景を変えていく割合が

大きいのでどうしようかということです。 
あとは、担い手が要るということで、農

業についてどうするかということ。景観計

画以外のことですが、過疎化対策も同時に

考えていかなければいけないかと思います。  
地域の景観を良くしていくことによって、

人に来てもらうということと、三好市で生

まれ育った子供たちが、大学や就職などで

一度出ていってしまってもまた戻ってきて

くれる、三好市に住むことを選択してくれ

る、ということを将来的に考えていかない

と、「景観」という枠組みだけでは上手くい

かないということもあるのではないか、と

も考えています。 
 
 
■景観計画策定は、三好市の良好な景観づ

くりへの第一歩。各自の、風流と創意工

夫による暮らしの場づくりが必要 

 
まとめですが、景観をやっていくにあた

っては、景観計画をつくればそれで終わり

というわけではありません。 
景観計画だけではなく、誰が担い手にな

るのか、というようなことも含めて、まず

目指すべき姿を共有すること、良好な風景

は市民共有の財産であるということを認識

すること、それぞれの立場でできることを

するということ、ルールに沿っていればい

いというわけではなくて、やはり創意工夫

も必要であって、風流と創意工夫をもって、

暮らしの場というのをつくっていく必要が

ある、と考えています。 
 
以上で終わります。 
ありがとうございました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 今日は非常にうれしい日です。 
 三好市が、ここまで本当に真面目に景観

に取り組んで、きちんとみんなで話し合っ

て、景観の規制や方針をこれから決めてい

こうということは、非常に素晴らしいこと

だと思います。 
 少しなつかしい話ですが、僕は 1977 年、

今から 33 くらい前に、当時の東祖谷山村の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基調講演「景観のテクノロジー 『先端技術』」 

  NPO 法人篪庵トラスト理事長 アレックス・カー氏
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村長さんを篪庵（ちいおり）に呼んで、「こ

んなに美しい祖谷の景観がこれから壊れて

いってしまうから、どうにかしましょう」

と、一生懸命話しかけたことがあります。

でも、僕も若かったし篪庵も本当にボロボ

ロだし、「このガキは何を言っているのか」

ときっと思われたと思います。ですから、

このときの話は全然進まないでそのまま終

わってしまいました。けれど、今回は逆な

んです。市に呼ばれてこの場に立っていま

すので、本当にうれしく思います。 
 
 

■景観が守られていることの大切さ 

  ～まちが観光業で生きていくために～ 

 
先ほどの真田さんの話には、非常に大事

なポイントがたくさん出ました。 
まず、観光客のためとか、外部の人達に

きれいだと思っていただくために景観を守

るのではない、ということです。基本的に、

地元の良い暮らし、安心して「毎日きれい

だな、いいところに住んでいるな」という

思えること、そういうのが一番大事だと思

います。ヨーロッパのきれいな街や田舎が

あのようにきちんと残っていたのは、基本

的に観光業とか観光客、人に来てもらいた

いというのがあります。地元のプライドを

持って、ここに住みたいんだという思いで

やり続けてきました。 
そうは言うものの、やはり現実は、祖谷

は過疎。日本全国で人口が減っている中で

過疎地帯は本当に著しい。三好もそうです

けど、祖谷となると限界集落に近いです。

あと 10～20 年したらコミュニティとして

残るかという危機がやってきました。例え

ば、大きな工場ができるとか新しい産業は

ありえないでしょう。農業・林業は、とて

も大きな変化はもうないでしょう。唯一望

みがあるのが観光業です。観光でたくさん

の人に来ていただいて、大型バスで来てち

ょっと写真を撮って帰るのではなく、長期

滞在で長く居てもらおうということで、古

民家ステイをしたり、別荘を持ってもらっ

たり、いろんなイベントを三好でやってみ

たりする、そういうことをやらないといけ

ません。あるいはホテル業界とか、ラフテ

ィングなどで人々にきちんと来ていただか

ないと、本当に大変だと思います。 
 
それで、僕は全国的に回っていろいろな

町や村を毎日のように見ているのですが、

最近一つ気づいたことがあります。少し皮

肉な話ですが、「景観では食っていけないの

か」とよく思われがちなんですね。確かに、

1990 年代の終わりまではそうでした。実際

に食っていけるのは、大きな工場とか生産

業、土木、それらが金の出所でした。 
しかし、観光業が大事な時代になってく

ると本当に変わってきます。というのは、

日本全国的に小さな町や田舎、特に僻地の

村などは、過疎・少子化・高齢化です。そ

の中で、これから勝ち組、負け組が出てき

ます。もう出始めています。勝つのはきれ

いなところです。美しい町は、これからい

ろいろな人が外部から入ってきて、いろい

ろなイベントができて、いろいろな滞在の

仕方ができます。それによって、農業や林

業もついでに発達します。一方で、きれい

ではないところ、汚くなったゴミゴミした

ところは誰も行こうとも思わない。または、

“Ｉターン”とか“Ｕターン”とか言うけ

れども、若者はつまらない。「田舎に何で帰

らなくてはいけないのか」と思います。き

れいなところであれば、都会から田舎の方

へ行く価値が出てきます。 
今までは景観・美しさとかは経済的であ

りませんでした。今は時代が変わり、「きれ

いで景観が守られている」ということは、

これから町が生きるか死ぬかくらい大事な

問題になってきます。三好市の 20～30 年先、

市として経済的に残っているか、これは大

事な問題だと思います。 
 
今日は映像を用いて景観のことを、今ま

での問題も含めてお見せしたいと思います。 
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■今日のキーワード 

―①景観と観光産業との関係 

―②景観は一種のテクノロジー・技術 

 
今日は、二つのことを頭においてほしい

と思います。 
一つは、「観光」という産業です。 
1980 年代の終わりまでは、観光業はあま

り大事な産業とされていませんでした。経

済大国、本当にお金持ちの国は、モノをつ

くる、車をつくる、カメラをつくる、生産

するというものでした。ちょっと貧乏な時

代遅れなヨーロッパの国々は、「可愛らしく

観光をやれば」と見られたと思います。実

際、80 年代の終わりまではそうでした。や

はり観光はちょっとマイナーでした。けれ

ども、この数十年の間に何億という中流階

級の人たちが全世界的に動くようになり、

今や観光業は世界一です。そうすると、観

光業で日本が成功できるかできないかとい

うのは、日本経済そのものも関わってくる

問題なのです。 
もう一つは、“景観”というものは、先ほ

どの真田さんの話の中でも感じたと思いま

すが、「ただただ雰囲気がきれいだから、適

当にしましょう」というのではなくて、「一

種のテクノロジー・技術」があります。非

常に込み入った技術で、どの場所をどうし

ましょうということから、生活の問題、便

利の問題、または美しさの問題、歴史の問

題、それらを上手くバランスとって協議し

て決めていく、そういう一種の技術があり

ます。技術というと、カメラをつくるとか、

精密機器をつくる、そのように聞こえるか

もしれませんが、やはり景観にも大きな技

術があります。その技術のいくつかの問題

を取り上げたいと思います。 
 
今日の話は、山間部の三好だけではなく、

全国的に共通する総括的な話として取り上

げたいと思います。 
 
 

■電線と看板の問題 

  変な看板＝経済マイナス？ 

 

まず、電線埋設です。 
先進国では皆やっていて、やっていない

のは日本だけです。最近までだと先進国と

いうと欧米になりますが、この頃は、香港

やシンガポール、マレーシア、クアラルン

プール、上海では、ほとんど電線を埋めて

います。まだまだ日本が追いつかなくて、

埋設ができないのが非常に残念です。 
この写真は、京都三十三間堂の真ん前で

す。ヨーロッパなどでは、やたらにどこで

もつくって良いというわけではなくて、い

ろいろな規制があります。「まとめて一箇所

に通してみよう」、「山の峰に邪魔になるよ

うなものはつくってはいけない」、「色を緑

に塗りましょう」…そのような方法論で、

つまり技術をもって、視点としての汚染物

をできるだけ少なく抑える技術的な方法が

あります。残念ながら、日本は無法地帯で

す。電力会社は、好き勝手にどこでもつく

っていいよとなっていますので、こういう

こともこれからは考えていかなければなり

ません。 
電線の問題ですけれど、この写真は京都

市の旧市街のど真ん中、あべの小路通りで

す。非常に歴史のある道です。ここは、古

い家を直して人が集まれる、そのような事

業をやっていました。高校生が朝ここを見

て言ったんです。「インドみたいですね」と。

つまり、“先進国じゃないんだ”、“歴史的な

街じゃないんだ”という思いです。 
吉野のある旅館のオーナーが、モンター

ジュ写真で一つ作ってくれました。現状は、

看板や電信柱などがいろいろある典型的な

日本の風景です。それらを取り除いてみる

と、すきっとします。 
これは京都清水寺です。清水寺は日本ナ

ンバーワンの観光名所です。年に何千万人

がやって来ます。けれどやはり、これなん

です。 
しかし、成功例もある。 
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福井県の熊川宿です。全部きちんと埋め

て、街をきれいにしました。 
電線も問題ですが、看板の問題もありま

す。ハワイに行くと、飛行場から高速道路

に乗ってワイキキとかホノルルとかに走っ

て行くと、ハワイはまだきれいだなと何と

なく感じます。それは 50～60 年前から、大

型看板は全部禁止されているからです。日

本は、残念ながら看板規制はほとんどされ

ていません。京都は少し規制ができたと言

っても、マクドナルドの真っ赤な看板がワ

インレッドになったという程度です。 
これは名古屋の景観審議会のメンバーが

集めてくれた写真です。見事です。京都で、

新幹線ホームから降りてきたお客さんの最

初に目に入るのが、“テナント募集”です。

こういうものは、観光都市・文化都市とし

ては考えられません。ローマやパリ、ニュ

ーヨークでさえ、これは許されません。 
京都の看板規制ができた後も、真っ赤なこ

ういうものが夜になってピカピカするよう

なことが許されているわけです。 
鳥居は何のためにあるのか分からなくな

ります。神社仏閣も宣伝過多です。どこに

行っても看板ばかりです。 
 けれども、看板は本当にちょっとの規制

でガラリと変わってきます。 
これは湯布院の例です。湯布院の湯布岳

というシンボルの山です。駅からの景色が

すべて、看板の下になってしまっている。

地元団体が働きかけて、大分銀行にどうに

かしてくれないかといって、交渉しました。

で、この看板の高さを引き下げたことによ

って、そして看板の色をオレンジからグリ

ーンにしたことによって、大分銀行は突然

不況に陥ったわけではないんですね。 
ちなみに、看板イコール経済効果という

単純な今までの見方は違います。逆に、変

な看板イコール経済マイナスということも

あります。 

 
戦後、日本では木は汚いとか落ち葉は面

倒くさいとかで、きれいな街路樹にはあま

り出会わなくなりました。上海は、緑のあ

る美しい街です。大都会です。 
これはアメリカです。 
これは京都です。 
日本にも、もちろん成功例はあります。

黒川温泉です。だいたい、日本の温泉街は

下火ですけれども、黒川は鉄筋の橋をペン

キで黒く塗って、周りの旅館などの壁をで

きるだけ漆喰にしていこうという方針でか

なりうまくいきました。けれども、賛同し

ない旅館があったり、ここはきちっとがん

ばってやっているけど昔のままのところが

あったりします。 
 
最近景観法ができたおかげで、こういう

ものを少し規制できるようになりましたけ

ど、まだまだほとんどと言っていいくらい

日本の景観法はこれからつくる建物に対し

てばかりで、既存の建物に対するクレーム

だとかはまったく無いんですね。 
基本的にヨーロッパとかアメリカでは、

合わないものとか完璧に景観に反している

ものとかには、期限を付けます。「あと５年

間、あと 10 年間でこれを壊して何とかして

いただかないとダメ」というように。「実際

もうできてしまったから良い」という世界

ではありません。 
これだけの看板とか電線は、日本の景観

法が甘かったためです。 
 

 

■デカくて奇抜なモノが良いわけじゃない

し、たった一つのそれが全体を壊してし

まうことがある。観光客にとっても住民

にとっても、実は、意外と何でもないも

のが魅力的なんだ 

 

今度は、建築業界の問題です。 
建築業界では、古いモノを否定して人が

びっくりするようなものをつくったことが、

“素晴らしい”、“クリエイティブ”“創造力”

を持つ建築、デザインということになるん

です。 
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これは、北九州の門司港です。 
明治時代の本当にきれいなレンガ造りの

建物がたくさん残っています。特徴として、

レンガがあって、ちょっとねずみ色の石が

あって、それがストライプとか縞状になっ

てつくられているんですね。基本的に、別

の地区の中に何かをつくろうとすれば、い

かにこれとマッチしたものができるかとい

うことが建築家の腕だと思います。イタリ

ア人の建築家は、色とか雰囲気を取り入れ

たものをつくりました。では、日本の偉大

な建築家が別の地区に何をつくるかです。

残念なことに、奇抜なものが日本の建築業

界では賞が取れます。けれども、これによ

って、このレトロ地区全体が本当に台無し

になってしまいます。 
京都の旧市街をちょっと歩いてみます。

常に街が変動してしまっています。きちっ

とこれを直しておけば、ある程度の昔の街

が戻ってくるわけです。 
これが京都だと心に想いたいです。しか

し、京都で今新しくつくるとしたら、こう

いうものです。ここが大事なポイントです

が、京都の人達は京都に対するプライドが

ないです。古くさい、文明的でない、もう

こういうものじゃないということを発信し

たいのです。私たちは現代人だよと言いた

いのです。こういうものをあえて住民たち

がつくりたがるということは、京都に愛情

もない、プライドもない、京都に対する関

心もないということです。無関心ならまだ

いいのだけれど、かなり強い憎悪というか、

京都が嫌だという気持ちが伝わってきます。 
 
観光客の場合、ホテルでのステイ時間は

長いです。そうすると、ホテルの中が非常

に問題になってくるわけで、ヨーロッパ、

タイ、中国などに行くと、必ず中国的なも

のとかタイ的なものとかがホテルに入って

います。 
そうしたら京都はどうするのが良いか。

やはり京都の文化を経験して、京都にやっ

て参りました、京都の文化は奥深いと感じ

るようなものだと思います。 
他の街の成功は、内子です。三好と同じ

四国です。和ロウソクで栄えた街です。内

子は、ある程度うまくいっています。例え

ば、新しくできた建物でも内子らしさをわ

ざと取り入れようとしています。が、向か

いには“ホワイトの現代人”が「私たちは

内子じゃないんだ」と言いたいのです。 
 
統一された街や風景も問題です。 
例えば、レンガ造りの建物が並んでいて

その中にボンッと高層ビルを建てるとか、

昔の街並みの中に箱型のコンクリートビル

をつくるということで、不思議とその一点

だけで、丁寧できれいだった街がダメにな

る場合があります。 
 
それでは、ちょっと比べてみましょう。

最近の観光業というのは、競争産業です。

最近は、いろいろな企画がありにぎわって

います。皆さんはインターネットなどでよ

く見ていて、「ここは最近評判が良くない」

「こっちは最近すごくきれいになった」な

どを見て、評判はあっという間に広がりま

す。残念ながら、今日本は完全に中国に負

けています。私は海外の客をどんどん連れ

てくることで、いろいろな企画をしていま

す。もちろん、祖谷にも連れてきますが、

なかなか来てくれません。中国が面白いと

いう評判になっているからです。看板だと

か電線だとか…。 
これは、中国のウェイシャンです。看板

などはまったくなく、昔の旗にまとめられ

ています。内子では、このようにメインス

トリートに電線を埋められません。ウェイ

シャンでは、電線などを全部埋めてこのよ

うにきれいな景色をつくっています。そう

したら、観光客が「これは面白い、行きま

しょう」と選ぶのはどちらでしょうか。 
次の街の風景、熊川宿は、これはもとも

とコンクリートでした。それを、特殊な技

術で石を張って昔の雰囲気に戻しました。 
これも私の大好きな小さな村、岡山の新
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庄村です。100 年前の桜並木がきちんと残

っています。 
熊川の場合は欄干を鉄筋にせず、あえて

木にしました。そうすると、温かみがあっ

て散歩したくなります。 
中国のリジャンという街です。子供の頃

は、京都はこんな景色でしたけれど、今は

京都は…。 
まぁ「京都は京都が嫌いどす」と昔から

言っていますが、さっき京都の住民たちも

「私たちは、ピンクとかレッドとかイエロ

ー」と言いたいのと同じように、京都は京

都タワーをつくったり、京都駅舎をつくっ

たりしています。私たちは京都の駅に着い

たとたん、1200 年の文化を持つ京都を全部

見事に否定した建物を目の当たりにするわ

けで、京都の人は「私たちは古くさい文明

的ではない京都じゃないんだ」というのを

強く言いたがるのです。 
 
これは特に三好に関係してくることです

が、デカい奇抜なものが良いわけじゃない

ということです。やはり、観光客や住民も

そうだと思いますが、意外と何でもないも

のが魅力的なのです。ヨーロッパのちょっ

としたきれいな古い街は、何でもないもの

が楽しいものです。京都の有名なお寺より、

こんな窓が良いのです。篪庵、祖谷家のう

しろ側の石垣や木、例えば有名な文化財は

国がちゃんと見てくれるけれど、こういう

土壁の納屋はあっという間になくなってし

まう。けれども、本当に心あたたまるもの

です。 
 
これも「何でもない」と思われるかもし

れないけど、全国を走って探してみてくだ

さい。“看板がない”、“電線がない”、“ブル

ーシートがない”、こういうのは貴重です。 
このようなものを、みんな求めているので

す。 
 
今日は、二部に分けてきたので一部はこ

こで終わります。 

 
こういうなんでもない、大きなお屋敷じゃ

ない、篪庵は本当に小さな家ですよ。でも

ちょっと霧がかかるだけで、十分祖谷とか

三好の魅力があると思います。 
 
 
■公共事業が悪いのではない。その内容や

デザイン、つくり方が問題なんだ 

 
では、第二部です。 
残念ながら三好市全体もそうですけれど

も、特に祖谷がそうなのですが、現実、収

入のほとんどは公共事業です。公共事業に

依存してしまったのは事実です。これが良

いか悪いかは別として、そうなってしまっ

た以上は、公共事業をこれからどうしてい

こうかということを逆に考えなければいけ

ません。 
先ほど「美しい国づくり」という話があ

りましたが、公共事業のデザインそのもの

が、世界の他の国よりかなり遅れてしまっ

た日本は、“美しい国づくり”はおろか、“醜

い国づくり”を続けていっているのが事実

です。それが今の技術レベルです。 
こういうのは補助事業だから、中央官庁

との話し合いはなかなか難しいかもしれま

せんが、観光業をこれから推進しようと思

えば、こういうつくり方は果たして良いの

か。あるいは、いったんつくってしまった

ら、今度どんなことをしてこれをまたきれ

いにできるかということを考えなければな

りません。それがこれからの問題です。 
 
ところで、一つ言っておきたいのですが、

道路がいけないとか、ダムがいけないとか、

公共事業が悪い、ということは決して言っ

ていません。その内容、デザイン、作り方

の問題なのです。 
 
こういうきれいな川のそばにこういうも

のができてしまいます。新聞には、諫早湾

とか八ツ場ダムとか大きいものが取り上げ
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られますが、こういう小さいものも全国に

何十万という規模で毎年進められています。 
建築家もオーバーで、ちょっと直せばい

いのに奇抜にしてしまいます。ということ

で、残念ながら日本の公共工事が奇抜な方

に走ってしまいました。この祖谷の小さな

せせらぎのそばに、これだけのものをつく

らなければならないのです。これはヨーロ

ッパなどでは考えられません。こんなもの

をつくっていたら訴訟になるのではないか

と思います。 
なぜならば、例えば護岸工事が必要であ

る、道路をつくらなければいけない、それ

は必要なときはもちろんあります。それだ

ったら、いかに地域に、周りの環境に影響

を少なくつくれるかというのが技術者の腕

の見せどころです。奇抜さで人を圧倒でき

るかという、世界常識とは別の方向に日本

は走ってしまいました。 
例えば 100 年前に対馬でできた、日本の

パナマ運河といわれている運河です。けっ

こう周りに影響は少ないです。 
旧祖谷街道も手作りで、本当にかわいら

しくところどころ今でも残っています。 
しかし、今の道路づくりは、こんなふう

にしなければなりません。これは和歌山の

小さな市立病院のアクセス道路ですが、ず

っと遠くまで山を着工しなければなりませ

ん。 
 
しかし、これからの“秘境祖谷”、“自然

を大事にする祖谷”、“景観祖谷にお客さん

に浸ってほしい”、“祖谷のロマンを感じて

ほしい”と思った場合、こんな昔の道路で

走っていくとか、平家落人の祖谷に入って

いくという思いですけれど、こんなところ

のつくりが祖谷のロマンだなと思います。 
これが昔の祖谷です。 
これが現在の祖谷です。 

 
そういうわけで、日本の国土そのものが、

前衛芸術につくり変えられてしまっていま

す。 

そんな中で、奈良県の十津川村というの

があります。祖谷より僻地で、奈良市より

３時間くらい車で走っていかなければなら

ず、山の中にあるという状況も似ています。

そこは、自然と共に生きるという“深山幽

谷の村”というのを売りにしています。し

かし、残念ながらそのすぐ手前で、走って

いる途中、十津川村に入る前の村、奥瀞と

いうところがあるのですが、ここの工事は

谷間そのものを完璧にペチャンコにしてし

まっています。もう、お見事なまでにです。

こういうものが「自然と共に生きる深山幽

谷」ということを思わせてくれるでしょう

か。こういうものができてしまうと「深山

幽谷、自然と共に」と言うのがばかばかし

くなるんですね。ですから、こういうもの

は一時的に公共事業の潤いはあるかもしれ

ないけれど、できあがった後は観光地とし

ての価値はドーンと下がるから、自分で自

分の首を絞めることになります。 
 
ここで、世界の他の例を見せます。 
アメリカのイクシスという海岸沿いを

100km くらい走る道路ですが、日本によく

あるようなコンクリート張りはありません。

ずっと言っているけれど、変な工事はあり

ません。 
ということは、技術的に、技師としてこ

ういう道路がつくれるんです。日本のつく

り方しかできないわけではありません。 
これは日本の海岸です。日本はこういう

つくりです。極端な例でいうとこれが「道

路」なんです。 
約 30 年前にできた中国の有名な道です。

これは、例えば日本にできたとしても、「こ

れは危ない」という理由で多分この崖その

ものが爆破されて無くなってしまうでしょ

う。中国は、今でもこれを残してくれてい

ます。今、大観光ルートになっています。 
祖谷にも実際こういうのはありました。

この 1 箇所だけ残っています。が、祖谷は

だいたいこんな感じです。 
これは中国の道です。観光名所にもなる
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二本の道です。 
アメリカのハワイのパリーという道です。

すごい絶壁なんですね。ここにも道路はで

きているんだけれども、山は祖谷より険し

く、雨も祖谷より多いです。けれども、こ

のように道があります。 
これは十津川です。 
これはハワイです。 
これは奥瀞、奈良です。 
これはノルウェーです。見るだけで目が

おかしくなるくらい険しい山道です。 
つまり、山道だからあんな変なことをし

なきゃいけない、と思われますよね。けれ

ども祖谷より数倍の傾斜の怖くなるほどの

場所でもコンクリートの変な道をつくらな

くてもできたわけですね。 
イギリスの田舎の道路です。木が囲った

道路です。 
スイスの道、これもすごい山じゃないで

すか。でも自然に影響が少なくつくられて

います。 
次は日本です。こういうのは観光に、特

に景観に大きく関わってくる問題ですから、

これから市は道路だとか護岸工事だとかが

出てきたときに、ぜひ国交省や農水省など

関係省庁と話し合いの上で、こんなことに

ならないように話しておかないと、いくら

他の景観の面できれいにしていても、お客

は次にはあまり来ないと思います。 
次はスイスの山道です。 
杉植林も問題ですね。それも考えなけれ

ばいけない時代に入りました。 
 
私の先生である白州雅子さんがこんな言

葉を教えてくれたんですけれど、「犬と鬼」

です。この言葉の意味は、“絵描きとしては、

犬は書きにくい。自分のすぐそばにいるも

のはなかなか書けないんだけど、鬼は想像

物だから書きやすい”ということです。そ

れに例えて「犬と鬼」という本を出しまし

たが、日本は、例えば自然と合った道路が

つくられない、電線埋設ができない、など

非常にベーシックなものができていないの

に、何千億とかいう不必要な橋とかダムと

か文化ホールとかそういうものに力を入れ

てきました。それには必ずスローガンがつ

きもので、山をペチャンコにした工事で、

「人に優しく、環境に優しく」などと言う

のです。「おろちループ」という大きなハイ

ウェイをつくったところで、ちゃんとスロ

ーガンを打ち立てているのです。 
これも祖谷ですけど、必ず工事のおまけ

にこんなものが付くんですね。「祖谷・ロマ

ンの橋」。「この『ロマンの橋』が見たいか

ら今度祖谷へ行きましょう」という人がい

るんでしょうか。 
奈良の山の中でも、こういうものに出会

ってしまいます。大きいです。これにもス

ローガンがあり、「夢翔ける大橋」「ふれあ

い公園」「ふれあいスクール」「ふれあいト

ンネル」「ふれあい森のキャンプ場」「ふれ

あいバス」もあります。何でも「ふれあい」

になってしまいます。 
 
あと、モニュメントも問題です。 
今までの公共工事の話はほとんど土木で

すけれど、こういうものも今までずいぶん

好まれてきました。例えば、大橋が四国に

入ってくるところで、おまけにタワーをつ

くってくれました。残念ながら、何に使っ

たらいいのかわからないのでずっと閉鎖さ

れています。こういうものは、ほとんど失

敗しています。 
奈義町、岡山です。約 3000 人の小さな町

が、こんなものをつくったために財政破綻

になってしまいました。壁にこんなものを

貼って…まぁ、アートですね。 
北海道の夕張も、倒産してしまった町と

して有名です。ロボット大科学館などをつ

くってさびれてしまって、誰も来なくなり

ました。 
二千数百人の町に 22 億円をかけてつく

った大ホール、ニュースにも出ています。 
今度、池田で音楽ホールをつくろうかと

う話があります。私はよくは知りませんが、

約 30 億の話らしいです。30 億をかけて果



 17

たしてどんな影響があるのでしょうか。 
私が付き合っている長崎県のオギ課長と

いう人がいます。「あわび館」を何億かでつ

くりました。運営コストだけで年に 2000
万円くらいの赤字で大変です。しかし、そ

の建物は、ほとんどまったく使われていま

せん。 
これは先週行ってきた奈良県の黒滝村で

す。こんなものも何十億でできてしまいま

した。誰も来ず、１年に１回のカラオケ大

会に使う音楽ホールです。立派です。 
 
 
■これからの公共事業は、“掃除”が重要 

 
日本は、見事に座敷を良くしてしまいま

した。田舎も街もゴミだらけです。公共事

業は、特に田舎の大事なお金の資源です。

だから、公共事業を止めるわけにはいきま

せん。どちらかというと今の不況の時代に

は、増やしたほうがいいと思います。 
ただし、今までのような破壊的な道路を

つくるとか、お客のこないようなモニュメ

ントやホールを作るより、掃除するほうが

いいです。そうするとゼネコンの仕事は十

分ありますし、また地元は十分仕事は出て

きます。山ほどあります。古くなった公共

工事の撤廃なんですね。 
不適切なデザインによって傷ついた景観

の修復、例えば祖谷の夢舞台、あれは全国

的に悪評高いです。あちこちから異議があ

ります。「あのバス停、バスの舞台は変です

ね」、「どうしてあんなものをつくったのか」

とよく言われます。 
でも、とにかくつくってしまいました。

つくってしまった以上は何をしてきれいに

できるかというのがこれからの問題でしょ

う。 
 
老朽化した施設の撤去、電線埋設とか看

板の規制、使わなくなった工場とか学校も、

祖谷では廃校はあちこちにあります。それ

を民宿にするとか、つまりそういうのをま

た改装して再利用します。 
今度は古民家再生です。三好は今、祖谷

の方で、落合で５年間で約 10 軒ぐらい直し

て、集客できるようなそんな事業に入って

います。あとは集落の美化、そういうもの

だけで 30 億ばかりか何百億でも効果的に

使っていけると思います。 
例えば、これは十津川です。きれいです

ね。でも川底を見ると…、こういうものを

撤去しないといけないです。 
落合は、いちおう美景観ということにな

っているんですけれども、果たしてそうな

のでしょうか。この辺はコンクリートだら

け、青色の屋根とかは、そういうものは何

かしないと本当の美的景観とは言えません。

例えばこの屋根です。これはせっかくお金

をかけて直したのに、すぐ隣は紅色です。 
じゃあ住民に直せといっても大変な負担に

なります。ですから、それこそ国の補助金

だとか、公共事業として市でやったら良い

のです。こういうコンクリートの壁が既に

できてしまった以上は、ではどう美しくで

きるか、というのがこれからの公共事業だ

と思います。 
吉野川小歩危のところにこんなものがで

きる、つまり、これからは勝手につくるの

ではなくて、場所によってつくり方を考え

なければいけません。市から、こういうも

のをつくる関係者に指導しないとダメです。 
祖谷の夢舞台です。 
できちゃったからこれを少しでもよくで

きないかというのがこれからの課題です。 
 
最後ですが、基本的に、三好、祖谷の魅

力は、こういうものだと思います。 
「手付かず・きれい・本当の自然」 

周りになんとか舞台とかなんとか橋とい

うのはなく、本当に素朴で素直です。こう

いうものをこれからいかに活かすか、また

は、汚くなったものをきれいに掃除して、

またきれいなかたちに再生できるかという

のは、これからの課題です。 
どうもありがとうございました。
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■三好市の景観、三好市の景観からの地域

づくりに対する各自の想いについて 

 
真田― 
私が考える景観というのは、どこか一ヶ

所美しい場所があるとか、観光地が美しけ

ればいいというものではなくて、計画する

場所そのものが美しいというのが大事だな

と思っております。 
大学の時は東京にいて、もともと広島県

の田舎の出身で、4年前に徳島に来ました。

徳島大学で先生をしているため、県内各地

でまちづくりや景観計画のお手伝いをさせ

ていただくことがあります。そのとき強く

思ったのは、東京にいると全然分からなか

ったような、過疎化というか住んでいる人

がいなくなってしまうことが、かなりある

ものだなということでした。東京で景観の

勉強をしていたときには、どのように良い

ものをつくるか、派手なものを規制するに

はどのようにすればいいのか、というよう

なことがけっこう重要だと思っていたんで

すが、いざ徳島の村などに来てみると、風

景をつくる人がいないということと、何か

新しいものができて風景が壊れるというの

ではなくて、人が住まなくなって棚田が草

ぼうぼうになったりとか、山の中にある小

さな民家がだんだん壊れていったりすると

か、そうして人がいなくなることによって

風景が壊れていくというのが、風景が悪く

なっていく最大の要因なんだと思いました。 
だから、景観を見た目の問題としてとら

えるのではなく、地域づくり、次世代につ

なげていくとか、住む人をどうやって増や

すかとか、地域の産業をどうやって興すか

とか、そのように全体としてとらえる必要

があると考えています。そのような景観づ

くりというのは、なかなか中央で計画をつ

くっている人には伝わりにくいですが、自

分は地域で実践して中央に伝えていくのを

やっていきたいと思っています。 
 
多田― 

私は、4 月から三好市観光協会の事務局

員として就任させていただきまして、実は

関東の出身で四国には何の縁もゆかりもな

かったのですが、最初に面接で訪れたとき

に、吉野川がきらきら光っているイメージ 

パネルディスカッション 「景観からの地域づくり」を考える 

■コーディネーター 

三好市景観計画策定審議会 会 長   真田純子氏 

■パネリスト 

地域代表 NPO 法人篪庵トラスト理事長 アレックス・カー氏 

三好市観光協会事務局長        多田清二氏 

三好市景観計画策定審議会 副会長   下岡昭一氏 

三好市景観計画策定審議会 委 員   植田佳宏氏 

多田清二氏 
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だったんですね。それでものすごくきれい

だなと思っていたら、なぜか合格してしま

いました（笑）。 
ここに来る前は、鹿児島県の屋久島でエ

コツーリズムをやっていまして、環境保

全・観光振興・地域振興の 3 つの柱を兼ね

備えたツーリズムでして、個人的には三好

も資源はものすごくあることを既に感じて

います。最近で言えば、剣山の方などいろ

いろな観光客が来ています。しかし、まだ

しっかりとしたガイドラインが無くて、来

ていただいた登山客のお客様が山菜や希少

種の草花を持って帰ってしまうようなこと

があるなど、徹底していません。正直今で

は分かりませんが、5 年後、10 年後には深

刻な問題になっていくのではないかなと考

えています。そういう意味でもこのような

機会を設けていただいて、いろいろな方に

ご理解をいただければ、自分たちで誇りを

持ったまちづくりができるのではないか、

と考えています。 
 
下岡― 

私は、大歩危の山の中腹で生まれ育ちま

した。18 の時に東京に出て、農林省の役人

の端くれになりました。その後、静岡の富

士山麓に住んで、富士山の自然保護運動を

30 年ほどいたしました。 
そして、13年ほど前から郷に帰るたびに、

山城町の自然とか歴史とか文化とか伝統と

かいろいろなものの調査活動を始めました。

なぜかと言いますと、こちらに帰ってくる

たび皆から聞く意見は、「ここには山しかな

い」「他には何もない」「働くところはない」 

「若い者はいない」「もういかん」「今から

では何をやっても遅い」そういう意見ばか

り聞いてきました。 
それで、「そんなわけはない」と。700 年

も昔から、祖先たちが一生懸命山を切り開

いて住んできたんだ、何も無いはずはない。

こう思ったから「故郷を再発見してやろう」、

ということで大歩危の山の皆さんと一緒に

調査活動を始めました。人からいろんな話

を聞いたり、木を調べたり岩を調べたり、

いろんなことをやってきました。そうした

ら、何もないどころか、この山には都会に

はないものがすべてそろっている、何でも

ある、ということがわかりました。皆がも

っとここで生まれ育ったことに誇りを持っ

て、ここは良いところなんだ、都会の人た

ちがあこがれる場所なんだ、ということを

体で感じてもらわなければいけない。それ

が一番大事なことだと思いまして、今、大

歩危の方の妖怪村の一人として村おこしを

やっているわけです。 
とにかく、ここは何にもないどころか、

本当に何でもあります。大歩危や祖谷系の

山脈が隆起する前から流れていたこの吉野

川の流れ、しかも、この吉野川の流れは四

万十川よりも BOD の値が低くて、日本の

大きな河川の中ではダントツの値なんです。

日本一の清流と言ってもかまわないわけで

す。四万十川より上なんです。それもある

し、いろんな伝説もあるし、山岳武士の歴

史もあるし、すごいものがいっぱいあるん

です。やはり、こういうものを活かしてい

こうと思って活動していたんですが、妖怪

も日本一ということも分かったものですか

ら、今それを中心に活動しているんですが、

とにかく自分が生まれ育ったところを 56
年離れていて申し訳なかったと、そういう

気持ちがいっぱいです。本当に何か恩返し

をしたいなと思って今活動しているところ

です。 
 
植田― 

ホテル祖谷温泉という宿の経営をしてお
下岡昭一氏
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ります。それから 15 年前に活動を始めたん

ですけれど、「大歩危祖谷いってみる会」と

いう大歩危地区、祖谷地区のホテル 5 社と、

祖谷の賛助会員さんを含めますと 26 社に

なりましたけれども、観光の任意団体を作

っておりまして、一人でも多くのお客様に

お越しをいただこうということで、この会

をつくり代表をさせていただいています。 
 私は、地元は香川県の高松でして、今で

も高松から週何回か通っているというよそ

者であるんですけれど、逆に言えば、この

地域を客観的にいろいろと見させてもらっ

ています。10 年前にこの仕事に携わるよう

になりまして、自分の会社のホテルや温泉

へ来たときに、とにかく驚きましたのが、

観光の可能性という部分が非常に高いなと

思ったことです。と言いますのも、10 年ほ

ど以前は私は航空会社に勤めていまして、

転勤族ですから全国津々浦々と転勤させら

れるのと同時に、私の仕事柄、最初の赴任

地が鹿児島でして、そこから沖縄に行った

りきれいな石垣島に行ったり奄美大島も行

ってきたり、最後は北海道の札幌でしたか

ら、いろいろな景色を見てきた、そういう

経験の中で、この三好市に来て働かせてい

ただくようになってからですね、実は手付

かずのダイヤモンドの原石のようなものが

あって、磨けばなんとかなるんじゃないか

というのが 10 年前の思いでした。 
そして、ホテルで近隣の仲間ができまし

たので、いかにこの地域に来ていただける

かという活動をしまして、ちょうど平成 15
年に旅行代理店さんのキャンペーンがあっ

た関係で、この地域を売り出しましたとこ

ろ、何と 3 年前に比べてお客さんが 10 万人

ほど一気に増えた、と。つまりはこの四国

というのは、実はもともと観光の面では全

国の中でもまだまだ知られていなかったん

ですが、その中での三好市、大歩危・祖谷

地区を東京や大阪の旅行代理店さんに紹介

したところ、「こんなところが四国にはあっ

たのか」ということで旅行商品にしていた

だいて、そして発掘されて、大勢の方々が 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
来られて、時にはテレビの取材なり雑誌の

取材なり、ということになってきたのであ

ります。 
しかしながら、今これは景観の問題とい

うことですが、実は観光客そのものは伸び

悩んでいるというのが現状であります。そ

こには、いろいろな問題があったと思いま

す。先ほども出ましたけれど、やはりかず

ら橋の駐車場の部分もあったり、まだまだ

この地域はたくさんいい所があるんでしょ

うけど、発掘されていないのです。それか

らやはり、「ああここはこういう場所だった

のか」とちょっとがっかりされたこともあ

るのでしょう。おそらく、そういう両面が

あって、そこをどうやって今後、この三好

市の皆様方と一緒に地元を大事にしていく

か、そして、それを見に来る観光の皆様方

を増やしていくか、ということがこれから

の課題として残っています。 
ぜひ私自身もこの機会にそういうことに

携わらせていただいて、一緒に知恵を合わ

せて解決していって、「素晴らしい三好だ」

と言われるようにしていきたいと思ってお

ります。 
 
アレックス― 

植田さんが僕の言おうとしたことをだい

たい言ってくれました（笑）。 
 

 

 

植田佳宏氏 
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■今後三好市が、どういうまちを目指して

いけばよいか 

 
真田― 

三好市にはいいところもあり、残念なと

ころもあります。今後、三好市が何を目指

していけばいいのかということについて話

をしていきたいと思います。 
先ほどの私の話の中でもありましたけれ

ども、ルールをつくるだけでは十分ではな

くて、皆が「こういう地域にしたいんだ」

というところを目指していくのが大事なの

かなと考えています。 
“景観”に絞るとちょっと難しいかもし

れませんが、どのようなまちを目指してい

ったらいいのかということを、幅広く話を

していきたいと思います。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アレックス― 

まず、祖谷の初めからある良さを取り戻

すか守るか、整理していくことだと思いま

す。それに関して、直接関わっているのは

古民家再生です。祖谷の場合は、学生時代

に来てここの山を好きになって、山の斜面

にある茅葺きの古民家がとても魅力的でし

た。そして家を見つけて、見つけたきっか

けで祖谷の人々とのふれあいが始まって、

そして祖谷を愛してしまいました。 
30 年前でも過疎地帯でした。空き家もい

っぱいあってもったいないです。こんなに

いい場所で、こんなにきれいな見晴らしの

いい場所で、家が捨てられて朽ちていくの

が、先ほど植田さんの言ったように、原石、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
隠れているダイヤモンドだと思います。そ

ういうものにロマンを感じています。憧れ

を持つ日本人はいっぱいいるはずです。京

都でこういうことをやり始めて、それが分

かりました。 
町屋を直して客を呼ぼうとしたとき、「外

国人は来るかもしれないけど、日本人はこ

んなの興味ない」と言われました。僕も、

たぶんメインの客は外国人なんだと思いま

した。けれど、今現在 7 割くらいは日本人

です。東京とか京都外部の人が来ます。「京

都の昔の家って何だったんだろうか、知り

たい」と全国から来ます。祖谷の場合の篪

庵も、ちょっとの見学に来る人もいるし、

泊まりに来る人もいるし、手一杯でこれ以

上受け入れられない状態です。 
落合には景観重要建造物が 17 もありま

す。日本全国の景観百景の中に選ばれてい

たのだから、誰も使わずにそのまま朽ちて

いくなんて、こんなもったいない話はあり

ません。それで最近市は力を入れて、落合

から 10 軒くらい直しています。 
次に、京都で分かったことですが、私た

ちの真似をする人も出てきました。 
お客を呼んでみようとします。お客が来

ると、仕事が回ってきます、お金が入って

きます。若い人たちが来ます。そして、祖

谷は家だけではなく畑もあります。うちの

場合は隣の畑を買って、植林していた木を

全部切って畑に戻しました。その畑を楽し

みに来る客もいます。そういう事業は景観

的に重要です。市もかなり積極的に取り組

んでいます。 
懸念しているのは、景観規制がきちんと

真田純子氏

アレックス・カー氏 
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していないといけないということです。例

えば、落合で市がすごいお金をかけてきれ

いに茅葺屋根にたくさん戻して、誰か外部

の人がポンと入ってきて、「ピカピカするよ

うなパチンコ屋をここでつくろうよ」と言

います。それが１軒できたことで全部がダ

メになります。景観を守りながらの公共事

業が大事です。 
山間部だけではありません。僕は学生時

代から、池田の駅を降りて駅前の商店街が

大好きでした。今はさびれてしまいました。

三好への入口です。町として考えなければ

なりません。最近大きな空き地がドーンと

できてしまいました。どうなのかと気にな

ります。今のうちに何か手を打たないとい

けません。何もそれは祖谷ばかりではなく

て、池田の町にも大事なことなので考えて

いきたいと思います。 
 
真田― 

来る人が何を楽しみにしているか、も重

要です。私も仕事柄いろいろなところへ行

きますが、やっぱりこう、田舎に行って近

代的なところに泊まるより、例えば海岸の

ところ、漁村の集落に行けば漁村で使って

いた家に泊まりたいなと思うし、農村に行

けば民家を改造したようなところがあれば

いいなと思うし、ご飯にしても、田舎に行

ってフランス料理を食べたいとは思わなく

て、田舎のそこでしか食べられない素朴な

ご飯がいいなと思います。 
実は、そういう風に思っている人は多い

のだけれども、なぜか違う人もいて、何で

も開発してしまおうという人もいます。で

も本当の、本物を求めている人は世の中に

は多いと思います。 
次に、古民家再生についてです。たしか

祖谷の方に、かかしをたくさん置いている

集落がありますよね。そこが私は結構好き

で、あそこに行くとかかしがいいというよ

り「昔はこういう風景だったんだろうな」

と思い起こさせます。畑には人がいっぱい

いて、縁側には人が座っていて、このよう

な、集落の中に人が住んでいて働いている、

というような風景が取り戻せたらいいなと

思います。 
 
下岡― 
私は、池田町川崎の古い古民家に住んで

います。4 年前に単身こっちへ移住してき

て今そこにいるんですけど、4 年間に 130
人くらいの方が関東から近畿、岡山の方に

いたるまでうちへ泊まりました。ケニアか

ら来た人もいますし、ロンドンで若い外国

人教師としてやっている人も来ました。 
みんな一様に言うのは、「こんなところが

まだ日本にあったのか」ということなんで

す。ロンドンの彼女はこう言うんです。「今

まで外国の商社の社員たちを日本へ連れて

きたときは、京都や奈良へ連れていった。

でも、あぁここに日本の原点があるんだと

いうことが分かったので、今度はこっちへ

連れてきます」彼女は言いました。それで

今も接触をしています。 
とにかく、私たち地元の人間が思ってい

る以上に、ここにはそういう魅力がある、

ということなんです。これには、案外地元

の人は気づいていません。知ってはいるん

だけど、問題はその値打ちです。その値打

ちとか、その自然にまつわる物語について

は無頓着なのです。それを皆が知ってきて、

「あぁ、そんなに都会の人たちが求めてい

るところなんだ。そんな素晴らしいところ

なんだ」と気がついたらしめたもので、あ

とはどんどん「よし、守っていこう」とか

「よし、もう少しきれいに掃除しよう」な 
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ど、いろいろな考えが湧いてくるのは私自

身最近体験しております。 
それで 130 人の話を聞いたら、「ここが好

きになったからぜひ田舎にしたい」とか、

「私は都会生まれ都会育ちで田舎がないか

ら、田舎にしてもいいですか」という人も

います。あと小さな子は「じいちゃんにな

ってくれますか」と言うので「いいよ」と

言います。そしたら、その子は昨年から 3
回も来ました。それだけの魅力がここには

ある、ということを私自身が自分で自信を

持ったんです。 
とにかく、今三好市の総合計画、平成 29

年までの総合計画の中心は、29 年までに人

口 3 万人を維持する、というものです。し

かし、人口問題を研究しているところの資

料を見ますと、2 万人を切るのではないか

と言われています。本当に、今私たちはせ

っぱつまっているんです。 
まず、今の都会の人たちがあこがれてい

るこの景観をしっかり守ること、遅くはな

い、すぐに取りかからなければなりません。

そして、都会の人たちが癒されるというこ

とはもう分かっているんですから、そこに

自信を持って、皆がやれることを少しずつ

でもやりましょう。空いている畑があった

ら皆で手伝ってそれを起こす、これは私は

やっています。川崎の近所の人に呼びかけ

ていたら、こんにゃく生産組合が 14 人でで

きました。今朝もその農家の方たちと回っ

てきました。そして、荒れた畑を起こして、

こんにゃくを作って今年出荷したら、市の

補助金もありまして、みんな元気にお年寄

りがつくり始めました。そうすると、畑の

景観が昔に戻っていくわけです。こういう

ようなこととか、皆が誇りを持てばやれる

ことがいっぱいあります。それだけの値打

ちがあるところです。 
とにかく、市の総合計画では、三好市の

リーディング産業は観光事業だとはっきり

謳いました。観光の中心になるのは、やは

り景観だと思います。景観というのは、自

然と人とが一体となったものを言うわけで

すね。これを皆でしっかりと努力して育て

ていくことを急いでやりましょう。目標 3
万人の総合計画まであと 7 年あります。そ

の間に消えかかっている限界集落はいくら

でもあります。今、皆自信を持ってしっか

りとこの景観を守り、良いところは育てて

いき、そして悪いところは直していくとい

うことに取りかかっていくべきじゃないか、

と私は思っています。 
 
多田― 

やはり、官民と協力して自分のできると

ころからやっていくという話になっていく

と思うのですが、今日お集まりいただいた

皆さんは多分そういうことに関して意識が

高い方だと思います。 
ただ、私も仕事の関係上三好市をくまな

く歩き回るのですが、地域や人によって温

度差があります。最初に、真田先生のお話

にもあった通り、景観が銭になるのか、な

ど伝えきれていない部分がたくさんあると

思います。そういう意味で、我々観光協会

でやったりだとか、行政の皆さんと手を携

えていろいろやらせていただかなければな

りません。これから、草の根の運動が必要

になってくるのかなと思います。 
 
植田― 

私は観光の業界ですので、観光の話にな

るんですけれど、先ほど話した私たちがつ

くりました「大歩危いってみる会」の活動

というのは、お客様にどれだけ来てもらえ

るかという活動ももちろんやるんですけれ

ど、実は、私が外から来たということもあ

って、ホテルで一緒にやっている仲間たち

に対して、まずいかにこの地元が素晴らし

い場所であるかといったところをお互いに

理解していこう、というところから始めさ

せてもらいました。それを進めていくうち

に、やはり皆さん「我が故郷は素晴らしい

場所だ」ということに気がつきました。 
観光で一番大事なことは、「地元にいる人

たちが、お国自慢ができるかどうか」です。
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「自分のところは素晴らしい場所だからお

いでよ」というと、「じゃあそうなのかな、

行ってみようかな」ということになります

けれども、「あまりたいしたことないからお

いでよ」と言われましても、「当然行きたく

ない」ということになります。やはり、地

元にいらっしゃる方々が、いかにこの地域

が自信をもって素晴らしい場所であるか、

そういった認識というものをこれからどん

どん深めていくと、皆様方の意識というの

がどんどん変わっていくだろうと思います。 
私は、アレックスさんと数年前から親し

くさせていただいておりまして、あるとき

に話をしていたのが、「観光ってセンスが要

るよね」という話をしたんですね。センス

と言ってもファッションみたいなセンスで

はなくて、いわゆる感覚とか感性みたいな

ものです。そこにふさわしい場所にふさわ

しくないものがあると、それはセンスとし

てはいかがかな、と思います。しかし、そ

の景観の素晴らしい場所に、昔ながらの古

民家がある。これは場所的には大変マッチ

ングしているということになりますから、

こういうことが観光にとって一番大事なも

のだ、という話をしたことがあります。 
先ほど、観光客が伸び悩んでいる話をし

ましたけれど、実は逆に増えているのもあ

ります。外国からのお客様です。外国人の

お客様というのはアレックスさんの書かれ

た本ですとか、いろいろな情報の発信のお

かげもありまして、ヨーロッパとかアメリ

カとか、アジアでは香港とか台湾とかいっ

たところからもお客様が来ているんです。

これは、間違いなくこの地域に対して、日

本人ではなく外国の方が魅力を感じて、こ

の三好市、大歩危であったり祖谷であった

り、行ってみたいということになっている

のは事実であります。 
皆さん、ミシュランという本をご存知で

しょうか。ミシュランとはレストランに星

をつける本なんですけれども、もう 1 つあ

りまして、緑色のものがあります。ミシュ

ラングリーンガイドブックというものなの

ですけれど、これは世界の観光地に対して

星を付けるというものでありまして、観光

地は実際にフランスから星を付ける方が来

て、それぞれの場所をまわって星を付ける。

実は、この三好市にも星が何ヶ所か付いて

います。それが世界の方々の目に触れて、

それを見て来る方が実はたくさんいらっし

ゃる、実は最近フランスの方が三好市に増

えています。 
星が付いている場所が大歩危橋とかずら

橋、駐車場の問題は置いておいて。それか

ら、篪庵、奥祖谷二重かずら橋と、祖谷渓

谷。祖谷渓谷は、星が 2 つ付いています。

非常に高い評価を受けています。ただ、一

緒に回ったときにそのガイドさんが、実は

東祖谷の方をずっと入っていっても景色は

あまり見ないんです。なぜかというと、や

はり川の中の護岸工事がダメでした。それ

で、祖谷渓谷に来たら、ここには人がほと

んど住んでいませんから、ここはなんてい

いところなんだと言われ、「人がほとんど住

んでいませんから」ということで結果的に

星が 2 つも付いたのだと思います。 
つまりは、こういう外国人から見ても、

この地域は大変魅力的な場所であると同時

に、やはりヨーロッパやアメリカの人たち

からすると、評価すべき点とそうじゃない

点、目線がはっきりしています。景観とい

うものが日本人だけじゃなくてこれから大

勢の、日本人だけじゃなくて世界からお客

様がお越しになっていただくためには、そ

れくらいのレベルにまできちっと三好市が

この景観を考えていけば、世界から評価さ

れるようなそんな場所になっていくだろう

なと思います。 
 

 

●三好市の良さを持続的にまわしていくに

は、どのようにすればよいか 

 
真田― 

皆さんのお話を聞いていると、誰が景観

をつくっているのかと考えると、官民です。
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しかし、三好市のリーディング産業が観光

だということを考えると、かなり民間の人

がやらなければいけないと思います。 
だけれどもその一方で、みんなががんば

っていても、先ほどアレックスさんの話に

あったようにパチンコ屋さんが一つできて

キラキラしてしまうとすべてが台無しにな

ってしまうとか、道路整備がちょっとまず

かったためにすべての雰囲気が壊れてしま

うとうこともあるのだろうと思います。 
なので、誰かが規制で何とかするとか、

公共事業を考えてやるというのは、法の規

制をつくったりとか公共事業をしたりとい

うのは、地域の人が景観をつくっていく応

援になるのかなと思います。みんなで風景

をつくっていく、財産として共有してがん

ばっていくという中で、これを乱す人が出

ないようにするとか、いい雰囲気を壊す事

業をしないとか、その応援として景観計画

というのがあるのではないかなと思います。

主体となってくるのは、地域の皆さんであ

るという部分が大きいのかなと思っていま

す。 
それに付け加えて思うのは、景観づくり

は地域の皆さんがやっていくことだとする

と、やはりどうやってそれを継承していく

のか、という問題が出てくるんじゃないか

と思います。 
例えば今、棚田がきれいだとか、斜面に

ある畑がいいとか、斜面にある農風景がい

いとかという場所があって、それを観光資

源にしてどうやって売り出していくのかを

考えることも大事なんですけれども、それ

が 10 年、30 年、50 年たったら、観光資源

だと思っていた畑がなくなってしまうとか、

家がなくなってしまうとか、そういうこと

になりかねません。だから観光でやってい

くんだけれども、観光資源になっているも

のは地域で観光とは関係なく生活している

人の姿だったりするので、観光で売り出す

ということと、ここの観光資源になってい

る人々の生活をどうやって維持していくの

かということが、これを聞いて回っていか

ないと景観というのは維持できないのかな

と思います。 
ただ、そういうふうに言うのは簡単だけ

れども、じゃあそれをどうしていけばいい

かというのはなかなか難しいんじゃないか

と思っています。 
私は、いろいろところでいろいろなこと

をやっているんですけれども、例えば、地

域の小中学生に自分たちの身近な風景を写

真に撮ってもらってそれに言葉をつける、

それを絵葉書にするということをやってい

ます。絵葉書のサイズだけではなくて、そ

れを大きいサイズに拡大したりして、地域

のお祭りで飾ったりしているんですけれど

も、それは何を目指しているかというと、

本当に川と山と田んぼがある風景というの

は見慣れてしまうとそこで育った子供にと

っては何でもない風景で、あるとき都会に

出て行って刺激的な風景を見たら、「こんな

ところがいいな」と思ってしまうのではな

いか。それは避けられないと思いますが、

子供の頃に育ったところを、何でもない風

景じゃなくていい風景なんだと思えていた

ら、「都会の風景もいいけれど田舎の風景も

いいね」というふうになって、「将来的に帰

って子育てするのは地元がいいな」と。「子

供も育てたい」と思っていて、目には入っ

ているけれども見えていない風景を見える

ように、自分たちの住んでいる周りがきら

きらして見えるようにそういう仕掛けをし

て絵葉書をつくる、というのをやっていま

す。 
一方、那賀町というところでも地域づく

りのお手伝いをしているんですけれども、

この間新聞に出ていたと思うんですが、か

きまぜ寿司、ゆずの果汁をつかったちらし

寿司を観光資源にしようというのを 2 年く

らい取り組んでいます。 
景観とは一見関係ないように思いますけ

れど、ゆず酢というのは徳島と高知以外で

はなかなか知られていないと思いますけれ

ど、お酢として酢のものにも使えるし、お

寿司にも使えるというように、使い方を全
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国に PR すれば、ゆずの消費が増えて、ゆ

ず農家の人がずっとやっていける。そうす

ると、ゆずのある風景が保てるというよう

に、地域の風物を残すためにそういう商品

を PR するというのも、景観の一部として

広く解釈して活動しています。 
持続的にどのようにやっていくかという

のを考えているんですけれども、先ほどか

ら出てきた三好市の良さを持続的に回して

いくにはどうすればいいかというのを、お

考えがあれば教えていただきたいと思いま

す。 
 
アレックス― 

先ほどの話に出たように、三好市の人口

をなんとか 3 万人で保持したいという方針

があるんですけれども、逆に 2 万人切って

しまうのではないかという恐れがあります。 
まず私の仕事としては、とにかく人を祖谷

の方に引っ張ってくるのがメインだと思い

ます。 
もちろんこれから篪庵トラストの方でも

いろんなプロダクトデザイン、地元の鋳物、

将来的に祖谷の刻みたばこも出したいのだ

けど、それと並行して住んでいただくこと

を考えています。 
地元だけで、若い人たちは出て行ってし

まいました。ほんのわずかしか帰ってこな

いのが現実です。それじゃあ誰が住んでく

れるかというと、新しく外部から入ってく

る人です。田舎のリサイクルみたいなもの

です。 
イギリスの北の方に、レイクカントリー

という山間部のとてもきれいな村がありま

す。地元の人たちはだいぶ減ってしまって、

観光シーズンの時泊まりにいくとか、アー

ティストだとか、芸術家だとか、都会の生

活に疲れて田舎に住みながらコンピュータ

ーの仕事がしたいとか、そういう人たちが

来ています。 
祖谷も観光という収入があれば、いろい

ろな人が入ってきます。公共事業の転換と

いう話もありましたけれども、今までは道

路をつくとか護岸工事をするだとか、そう

いうのが公共事業でした。でも公共事業は、

同じ額を出しながらそれを観光や景観に回

していけば、それも 1 つの収入源になりま

す。そういうのに興味がある人たちが入っ

てきます。 
篪庵トラストで、今スタッフが 4 人いま

す。みんな祖谷の人ではありません。静岡、

大阪、神奈川などです。そういう活動に興

味を持って入ってきます。そういうアンサ

ーがあれば、必ず入ってきます。 
例えば別荘を持った場合、一年中はいま

せん。誰かがそれを管理しなければなりま

せん。そうしたら近所の誰かに頼むだとか、

若い人に住んでもらうとか、次々人が入っ

てきて、お金が回ってきます。 
例えば、池田の商店街の話です。空き店

舗があれば、ただくらいの値段で若いアー

ティストなどに入ってもらうとか、いろい

ろな手があって、とにかく人を呼んでくる

のがいいのです。それが、三好が本当に絶

対にやらなければいけないことです。都会

から人が来たときに、夢があるところにし

ておくことが必要なのです。切っても切れ

ない関係があると思います。 
若い人に入っていただく。色々な人がこ

こに訪れる。住む。人口がこれ以上減らな

い対策と、関係が裏表ひとつです。大事だ

と思います。 
 
 
真田― 

空き店舗の話とか、古民家を改修して誰

かに住んでもらうとか、今色々なところで

調べているんですけれど、行政がやると人

をあまり選べません。来たいという人がい

たら、ここに紹介してマッチングするとい

うような仕組みです。 
しかし、地域を持続的につくっていく人

ではなくて、老後を過ごしたいというよう

な人が来たり、余生を過ごしたいというよ

うな人が住んでしまって、実際には活性化

にならないというようなケースもあります。
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どういう人に来てもらいたいかというのを

考えるのも大事と考えます。 
 
アレックス― 

付け加えて、一つあります。NPO でも任

意団体でも地元の団体でもいいんですが、

「何かやりたい」というような人たちが大

事です。それがいるところといないところ

では、元気が全然違います。 
幸い祖谷の場合は、そういう団体が 4 つ

5 つあります。外部の人達が突然ポンと入

ってもダメです。地元のいろいろな動きが

あるから、上勝が今話題になっています。

地元に住んでいる人が面白いことをやって

いるから、これに惹かれて人は来るのです。

今おっしゃったように、行政が「空いてい

るからどうぞ」と言っても、たぶん長続き

はしないでしょう。 
三好市は元気なほうだと思います。「いっ

てみる会」も元気だし、妖怪もそうだし、

こんなグループがあるから、それらはいい

ベースだと思います。 
 
多田― 

おっしゃるとおり、受け皿についてはし

っかりしていると思います。 
個人的な話ですが、こちらに住民票も移

して、こっちで嫁さんでも見つけようかと

思いましたが、2 人紹介されてどっちにも

ふられてしまいました。阿波女は難しいな

と思いました（笑） 
私が前いた屋久島は世界遺産なので、都

会の洗練された人たちがスローライフとか

にあこがれるところがあり、50 人くらいが

移住してくるという、人口の変化がない離

島の中では珍しいところです。でも実際は、

都会で思い描いていたものを都会の人が持

ってきて、地元の人たちは自分たちの生活

を上げたくて、その狭間みたいなものがあ

って、結局移住してきた人が地元に溶け込

めないという島でした。もちろん、溶け込

んでうまくやっている人もいます。 
三好市は受け皿が、団体の方ががんばっ

て、私自身も微力ながら協力させていただ

いていますが、そういう意味で根本的な問

題となってくると思うので、みんなで力を

携えてやっていかなければと思います。 
 
真田― 

神山で大南さんといって、グリーンバレ

ーという NPO をされている方がいて、空

き屋対策を熱心にやられているんですけれ

ど、集落の中に外の人を受け入れたくない

とか、人に貸したくないとかいう人がけっ

こういるらしいです。それはそれで納得で

きる部分もあります。 
大南さんが交渉しているときの殺し文句

が、「放っておいたら集落自体がなくなって

しまう。ここで決断して外の人を受け入れ

るのか、集落がなくなるのを待ち続けるの

かどっちがいいんだ」と言いながら活動さ

れているらしいです。 
外の人とうまくやっていくのは難しい部

分もあるかと思うんですけど、将来どのよ

うに地域をつくっていくのかということを

考えていくと、今どういう計画をつくるか

はけっこう大事なのかなと思います。 
 
 
下岡― 

最初からそう思っているが、とにかく山

に住んでいる人たちが、元気にいきいきと

暮らしている。これが景色・景観です。こ

れがなかったら、そこはもう砂漠と同じで

す。砂漠にも景観はありますが。 
そのためには、ありとあらゆることを考

えて、やらなければならなりません。私が

やっているこんにゃくづくりもその一つで

す。今年から、市の方でキロあたり 250 円

の助成金をつけてくれました。これで来年

は作付け面積が増えます。今日回ったとこ

ろでも、春になったら種芋を倍頼むと言っ

ていました。ちょっとした援助で耕作意欲

が湧きます。 
そういうことが元気のもとになるので、

いろいろと工夫してみる必要があろうかと
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思います。無駄な仕事はなるべくせず、皆

が元気になるところにお金を使う、という

ことをまず行政にはやってもらいたいと、

特に思います。 
それから、アレックスさんが言われたグ

ループや組織をつくるということです。 
これはもう、取りかかりが 13 年くらい前で

すが、郷里へ帰ってきたときに、ちょっと

皆さんやってくれませんかということで会

合をやったのですが、「ああそれは良いこと

だ」と言うのだけれど、言うところまでは

いくのだけれど、組織をつくって運動しよ

うというところまでなかなかいかずに、グ

ループを作るまで 2 年かかりました。会が

できてからは妖怪祭り、着ぐるみづくり、

妖怪館もできました。これからは、妖怪鍋

をつくろうとしています。背景は、獣が増

えて山は大変なことばかりということです。

イノシシは出る、鹿は出る、猿は出る、も

う悪い条件ばかりなのですが、それじゃあ

悪い条件を活かそうじゃないかということ

です。イノシシが出るならイノシシ鍋にし

て、妖怪鍋として売り出そうということが

決まっています。 
とにかく、マイナス材料だって都会の人

から見ればプラス材料です。欲しがってい

ることなのです。じゃあそれをやろうとい

う、ことで特産品をいろいろ考えたりして

います。 
妖怪資料館が今年の春にできて、道の駅

大歩危の入館者は 2.5 倍に増えました。県

内では観光施設でこんなに増えたところは

他にはありません。あれは妖怪を見に来て

いるというより、山の自然とか崖、古い民

家とか妖怪のいる雰囲気を求めて皆さん来

ているように思います。だから、妖怪に力

をいれました。 
妖怪の話を見ながら「ここにはこんなも

のが出たんだよ」「ここにはこんな怖いお化

けがおったんだよ」という話をしながら回

るコースを今つくっています。 
この間も、広島県の方から 4 回バスツア

ーが来ました。ただの山道を、舗装してな

いところを歩いてもらって、中には転んだ

人もいたんですけれど、大変喜んで帰りま

した。こういうようなことをやって、地域

に元気をつくり出していくということが、

どうしても必要だと思います。 
もう一つ、地域の住民が地域について学

習するというのが大切です。 
山城町の場合は、徳島市や大阪、京都付

近からの人たちを毎回呼んで交流を十何回

やりました。それから、ふるさと大学とい

って、地域の住民で知っていることをみん

な話してもらい、聞き取ってそれを記録す

るということをやって、その聞き取ったこ

とを地図に起こして、ここにはこんな伝説

があるというようなことを全部書いて、地

図に落として、そしてガイドブックをつく

って、できた地域から講演をやり、小学校

での講演も含めると十何回やりました。 
こういう、みんなで地域の良さを発見し

ていく、発見したら記録する、記録したら

みんなで勉強する、勉強したら元気を出し

て活動を始める、ということでアオヤマと

いう地域では、全員 80 歳以上過ぎている限

界集落、ここでは足腰の立たない人以外は

全員集まって妖怪探りをやりました。老人

パワーがいかにすごいかということを、私

も体験しました。 
本当に皆で地域の良さを分かって、それ

を「これはいける」と思ったら、皆一生懸

命になるということも分かりましたので、

そういう組織づくりや学習、元気にしてい

くことで、やりながら特産品や土産もつく

る、その元の農産物もつくっていく、とい

うような総合的なやり方、これは市として

もぜひやってほしいです。「住民がやれ」と

言われても、市役所には職員がいるんです

から、職員は地域のためにいるんですから、

地域へ自分が入って、そこで地域の人たち

と一緒に考えて、一緒にやるという体制と

いうものが必要だと私は思います。 
 
植田― 

先ほどから、行政と民間という言葉が出
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ていますが、今日はまさに行政の皆様方も

いらっしゃいますし、市民の皆様方もいら

っしゃるわけですが、私たちがつくってい

る観光の団体の中で言っていますのが「行

政に一方通行で頼るのはやめよう」という

ことです。 
というのは、「行政がこれをやってくれな

いから、あれができない」となりますと、

行政の皆さんも行政の皆さんなりのお立場

があるんですね。やっぱり元気のあるとこ

ろ、一生懸命やっているところに対して支

援をしていく、時には財政的な支援をして

いく、ということになりますので、やはり

官と民というのは両輪の関係であって、お

互いの歯車が上手く合うことによって初め

て、観光や景観的なものはうまくいくのだ

ろうなと思っています。 
そういう面では、あまり置き分けをしな

いように我々ができることは、一生懸命に

やる、それから行政の皆さんからは一生懸

命やってもらわなければならないことは

堂々と伝えていく、ということがこの景観

という中、それから観光という中において

は大事なんだなと思っています」。 
この景観づくりをやっていく中で、私が

大切なことと思いますのが、冒頭言いまし

たけれども、やはり、ここに暮らしている

皆様方が、この地域がいかに素晴らしい場

所であるかということを認識していくこと

じゃないかと思います。 
私は、当時 8 年か９年まで山城町の観光

協会にいまして、講演を頼まれて話をした

ときに、塩塚高原というのがあって、星が

きれいで「この土地は『星』といったらど

うだ」ということを話しました。その後講

習会があって町会の皆さんに会いましたら、

「天の川くらいしか見えない」と言うんで

すね。それが、都会の人からしたらどのく

らいすごいかということで、後から聞いた

んですが「天の川どころじゃないんだよ。

肉眼で人工衛星までみえるんだよ」と言う

ことらしいんですね（笑）。そういう話も聞

きまして、残された自然としては大変素晴

らしいものがあってですね、大いに自慢す

べき場所であります。 
それから吉野川ですね。毎日見ていたら

ただの川になるんでしょうけれども、やっ

ぱり毎日見ていると麻痺してくるんでしょ

うけど、外から来られた方からすると、あ

れはエメラルドグリーンの川でよそにはな

いものです。こういうことについて、まず

暮らしている方が気づかれて、外の人に対

して素晴らしい場所だよということになっ

たときに、この景観というものを大切にし

ていこうとなります。 
できる最初の一歩としては、皆さんの家

の前にちょっと花を植えていこうかなとい

うことだけでも、景観というものはどんど

ん変わっていきます。最初の第一歩をどう

やって始めていくかということを皆さんと

一緒にやれたらいいんじゃないかと思って

います。 
 それから、「持続的に」ということであり

ますけれども、この地域の「過疎地である。

山の中の限界集落である」というのは非常

に大きな問題です。ですから、雇用という

部分では、我々民間も雇用していかなけれ

ばいけない、行政のお力も借りなきゃいけ

ないということです。 
ですから、人がまず減らないこと、若い

方にいかにここに残ってもらうかというこ

とが、まず第一だと思います。 
それから、外から魅力ある場所ならば働

いてみたい、こういうことも出てくるでし

ょうから、地元に若い世代が働ける場所が

あるというのと、外からもぜひ来て働いて

みたい、そういう場所につくり上げていく

ということが、非常に大事なのだと思いま

す。 
一つ話をさせていただくと、確か 2 年ほ

ど前、西祖谷にある小学校で 3 年生と 4 年

生の子供たちが学習の一環で祖谷地区の観

光ルートを作り、そしてその観光ルートを

俵市長にプレゼンテーションした。徳島新

聞に、そんなニュースが載っていました。

普通に読みますと「ああ、学校でいいこと
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やっているな」ということになりますけれ

ど、実は三好市の観光課の職員から聞きま

したが、これには背景があるのです。 
実は、これは子供たちが自発的に祖谷の

観光ルートを作ろうということになったの

だそうです。これは何かと言いますと、こ

の小学校は生徒数が何人かは分かりません

が、非常に少ない生徒数だと思います。少

ない学校の生徒さんですら、友達が来年に

はいなくなってしまいます。なぜなら親御

さんたちの職がなくなるからです。建設業

であったりいろいろ厳しいですから、仕事

がなくなって都市部に流出してしまうので

す。そして、子供たちはせっかく友達にな

れたのに転校してしまうのです。じゃあ、

僕たちの力でなんとかできないのかという

ことで、かずら橋には年間 30～40 万人もお

客さんが来ているから、じゃあこれをもっ

と増やしていけば、僕たちのお父さんお母

さんは観光の仕事に就けて、祖谷に留まる

ことができるのではないかと考えたわけで

す。これがそもそもの背景です。 
私たちは、景観の話をするときに「将来

の子供たちへ」ということをよく言います。

これは確かに、親としては、大人としては

かっこいい言葉ですけれど、実はこの祖谷

の子供たちも含めてなんですけれど、子供

たちも知らず知らずに危機感を既に感じて

いる、ということなんです。 
ですから、我々も子供たちから学ぶこと

もたくさんありますから、大人たちが言う

「景観を守らなければいけない」「観光を進

めていかなければいけない」という言葉だ

けではなくて、やはり行動を起こさなけれ

ばいけない、ということが私たち大人に非

常に求められていることではないかなと思

います。 

（会場より） 

・私は、生態系や自然科学が専門です。そ

ういうのを保護していくのにも観光とい

うのは大事だし、伝統・自然・観光とい

うのはつながっていると思います。エコ

ツーリズムをやっていきたいなと思って

いますが、詳しい具体的なプランという

のはあるのでしょうか。 
 
多田― 

三好市好市観光協会、池田のスポーツク

ラブの共催で、私が講師の名前で「エコツ

ーリズム勉強会」というのを 12 月から始め

まして、市報等に載せているんですが、今

のところ受講者ゼロという状態です。エコ

ツーリズムという名前がちょっととっつき

づらいのかなとも思いますが、今後も続け

ていく予定なので、またお声がけいただけ

れば、ちょっとでも集まれば、続けていく

予定ですのでよろしくお願いします。 
 
 
（会場より） 

・ウエストウエストの西川と申します。 
先日瀬戸内海の方で瀬戸内国際芸術祭と

いうのがありまして、私もまちおこし、

地域活性化のヒントをもらいに行ったの

ですけど、非常に大成功に終わったと聞

いております。 
三好市も全域にアーティストを呼ぶよう

な取組みをすれば継続的にお客さんが、

リピーターが、「あの作品を見たい」とい

うようなことでくるのではないでしょう

か。欲を言えば呼び込むだけではなくア

ーティストたちが作品を発表する場をつ

くってあげると呼びやすいのではないか

と思います。それについて、実は何かそ

ういうことを考えていたということがあ

ればお伺いしたいです。 
 
アレックス― 

瀬戸内海の直島のベネッセから始まって、

広がっていく予定があるらしいです。ただ
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アートの場合、少々危ないところがあって、

センスの問題があります。瀬戸内海でなぜ

成功したかというのは、福武さんが芸術に

非常に目が肥えていたからです。まず小さ

な規模からホテルが始まって、美術館が始

まって、次にまた 1 つ美術館をつくって、

少しずつ積み重なっていって、色々な現代

芸術の先生と付き合いがあって、非常に才

能のある古内さんにお願いしました。 
つまり、先見の明がある、センスがある、

業界にちゃんと通じている、今の時代の流

れをつかんでいる、そういうプロデューサ

ーがいないと逆にださいものになります。

本当に変なものをつくったりして、アート

で失敗した地方は山ほどあります。 
今の提案は大好きです。ぜひ三好でやっ

てほしいです。ただし、やるときは慎重に

してほしいです。そして本当にセンスのあ

る、今の時代の先端を走っているような形

をとらないとお客はやってきません。その

微妙な部分があります。 
 
下岡― 

今ご提案があったように、「こんなことを

したらどうだろう？」とみんなで言い合え

る場所を作ったらどうでしょう。これは市

で計画すればできるのではないでしょうか。 
大歩危の妖怪村で、去年の春にホラ吹き

大会をやりました。どんなホラでもいいと、

言いたいことを言おうじゃないかというこ

とをやりました。10 人以上の人が首を振っ

てくれました。 
行政に頼ったりしていると、初めから限

界を決めてしまいます。「そんなことできな

い」「お金はどこから持ってくるんだ」「そ

んなこと言ったら条例に触れるからダメ

だ」とかです。 
でも、そんなこと一切抜きにしました。

とにかく、大ボラを吹こうという大会をや

ったのです。 
そうしたら女の人のホラがすごかったで

す。実際にホラ貝を吹く人もいました。こ

れは元気のもとです。やはり自分たちはこ

ういう村にしたい、こんな町にしたい、こ

んな山にしたい、など何かあるのでしょう。

どんなに子供っぽくてもどんなにばかげて

いてもいい、それを言うことが大切です。

これは夢のような話ですけれど、よく考え

てみるとヒントはいっぱいありました。小

学校の校長先生もホラを吹きました。小学

生も吹きました。小学生は非常にまじめで

した。「私は都会の人がいっぱい来てくれる

こんな村をつくります」というものです。

それからこんな過疎地にした政治は許せな

いから、ここの山城のタヌキを総動員して、

全国のタヌキに呼びかけてタヌキ国会を開

いて過疎撲滅運動を始めて、山の町屋に全

部火をともすんだと、こんな女性の方の大

ボラもありました。大喝采でした。 
そういうふうに、みんな言いたいことを

言いました。「できないできない」ではなく

て、皆の夢を語る場所が必要なのだと思い

ます。 
 
真田― 

今日は何かを決めるという場ではなくて、

どうしていくかという話も出てきましたが、

それを本当に実行していくにはいろいろな

段階を踏んでいかないといけないんですが、

今日の最大の目的は、地域の良さを皆で共

有して、景観をつくっていこうという気持

ちを高めていこう、ということを考えて開

催したものです。 
私も、徳島に来てからいろいろなところ

で景観の話をするんですが、やっぱり言う

だけじゃだめだと思って、石積みを実際自

分で積む体験をしてみたりとか、斜面の畑

で土上げをするのがどんなに大変かとか体

験してみたりとか、枝打ちも 2～3 回やって、

今度 1 月にもやるんですけれども、いろい

ろなことを体験しています。そうすると、

想像するよりかなり大変だというのが身に

染みています。 
実際、三好市のいい景観を維持していく

ために、そこで暮らすということがどれだ

け大変なのかというのを少し体験しただけ
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では実際のところは分かりませんけれども、

想像を絶するくらい大変だということは、

少し分かっているとは思います。 
風景のためだけに残していくのは大変な

んですけれど、外から来た人が「いいな」

と言ってくれるとか、これからいっぱい夢

があるというようなことが共有できたらと

思います。 
夢がなければ続けていけないし、外から

の人がいいなと言ってくれるということも

なければなかなか続けていけないし、そう

いう良さをみんなで共有しようというのが

今日の目的でした。少しでも共有・達成で

きていたらと思います。 
 
 
今日は長い間ありがとうございました。 
三好市の景観が世界に誇れるように！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
長時間のご参加ありがとうございました。 
三好市の地域の方々と、三好市の職員も

いましたので、官民一体となった取組みが

進められたと思っています。 
これから景観計画をつくるわけですけれ

ども、二つお願いがあります。 
一つは、景観計画をつくっていく上で、必

ず“お約束事”ができると思います。 
例えば、この看板を少し小さくしよう、

この色を少し地味な色にしましょうとかで

す。これを一方的な言葉で言えば、規制と

いいます。規制ということで自分たちの思

いがなかなか達せないということがありま

すと、やはりどうかという気持ちがありま

すけれど、ぜひ規制じゃなくて、みんなで 
 

今日のお話のような三好市を作っていくん

だという意味で、“お約束事”として守って

いきたいなということで、ひとつよろしく

お願いします。 
二つ目は、“心の景観”というのを皆さん

方にもう少し理解していただきたいと思い

ます。 
例えば、長崎の「さるく」です。街歩き

が非常に有名ですけれども、地図を見てう

ろうろしていると、必ず誰かが声をかけて

くれます。あるいは長野県の善光寺の門前

町、ここも声をかけてくれます。 
このような“心の景観”が美しいところ

で人に触れると、もう一回来たいなという

気持ちになるので、リピーターが増える町

になると思います。 
この 2 つを心に留めていただいて、景観

づくりにご協力いただきたいと思います。 
景観計画には皆さんの意見をいただく場

面もたくさんあると思いますので、よりよ

い景観計画を作ってまいりたいと思います。 
今日はどうもありがとうございました。 
 

以上 

閉会あいさつ                  三好市副市長 武川 修士 


