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景観づくりに対する住民意識の相違からみる
景観づくりコミュニティの意義と課題
― 海南市黒江地区における黒江の町並みを活かした景観づくり協定を事例に ―
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竹田 茉耶

和歌山大学大学院観光学研究科博士後期課程

This paper attempts to examine the factors of differences among residents’ attitudes and behaviour toward community activities
for the improvement of townscape, and to consider the significance of the newly designated boundary of a community. A
questionnaire survey was conducted among the residents of the community in Kuroe, Kainan city, Wakayama, where some old
lacquer-ware industry buildings still exist. The main findings of the survey are as follows：
（1）a positive attitude is related to
residents’ recognition of the value of their relationship with their neighbours and the area, and（2）the negative attitude of some
residents toward community improvement activities seem to have changed to positive attitude after being involved in these
activities and realizing their value to the townscape of the area.
キーワード：景観、コミュニティ、住民意識、黒江
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１．はじめに

心にどのように映っているのか、外部の

ば、景観を例にあげるとよく分かる。景
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人々が自分たちにどのような文化を持っ

観は人びとが共通して当事者意識を持ち

近年、まち歩き観光や町並み散策を目

ていることを期待しているのかを真剣に

やすいテーマであることから、地域住民

的とした観光スタイルが人気を集め、歴

考えてみる契機になる。さらには、自分

の合意形成力を高めていく糸口として、

史的な価値を有する伝統的な建造物群か

たちの文化が今どういう状態にあるの

その有効性に期待が寄せられている。反

らなる町並みはもとより、地域の生活文

か、そして、その文化の現状を、外部か

面、景観は私的財産である住宅や建物の

化や、人びとの暮らしそのものがより多

らの視線や期待を受け止めながらも、今

複合体であるがゆえに、西村（2008）が

くの人びとにとって関心の対象となって

後、自分たちのために、どのように展開

指摘するように、
「風景はわたしたちのも

きている。

させていくのかについて、改めて考えて

の」というコモンズの感覚をいかにして

みることを促す（葛野、2003、98：下線

醸成するかという点が課題となる。

研究の背景

葛野（2003）は、観光と暮らしとの間、
すなわち「見つめられること」
「見せるこ

は筆者による）
」と述べる。

とはいえ、魅力的な景観（づくり）は、

と」と「暮らすこと」との間には、常に

以上は、観光を観光客側からの一方的

観光の発展とともに、地区外から人びと

ある種の緊張感や駆け引きが必要とさ

なものとしてではなく、双方向的なもの

をひきつけ、そうした人びととの交流や

れ、両者の間に矛盾や軋轢が生じること

としてとらえることで、地域住民や地域

まちづくりへの直接的・間接的な参加を

さえあるとした上で、従来の観光研究と

社会が自分たちのために有効に活用しよ

生み出すことを通じて、まちづくりに取

近年の観光研究では、この関係性に対す

うという立場のものであるが、昨今盛ん

り組む主体のパワーを全体として高める

る評価が異なってきているとする。

に議論されている、観光まちづくりもこ

側面を持っている。また、
「外部からの視

葛野は、近年の観光研究では、観光が

うした文脈において登場した概念である

線や期待を受け止めながらも、今後、自

地域住民・地域社会のアイデンティティ

といえる。観光と地域社会との新たな関

分たちのために、どのように展開させて

を新たに構築する機会と場を提供する可

係性を見出す実践として、観光まちづく

いくのか」という地域の動きを視角的に

能性について積極的に評価する立場が強

りに寄せられる期待は大きい。

とらえやすいという点においても、示唆

まっているとし、「
「見られること」・「見

しかしながら、葛野が言う「
「見られる

せること」を主体的に引き受けることは、

こと」・「見せること」を主体的に引き受

当の地域住民・地域社会にとって、まず

けること」はすべての地域住民が容易に

は、自分たちの文化が外部の人々の目や

実践できることではない。これは、例え

－63－

に富むテーマであると考える。
1－2

研究の目的

そこで、本稿では、こうした問題意識
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から、和歌山県海南市黒江地区の黒江の

ある。例えば、建物の保全・継承の観点

内外の人びとを巻き込んだ新たなコミュ

町並みを活かした景観づくり協定区域

からは、牧野ら（1998）や金ら（2000）

ニティ形成の方向性を見出そうとする点

（詳細は次々章）を対象として、「景観づ

によって、生活様式の変化や利便性を求

で、本研究は既存研究と一線を画す。

くりコミュニティ」
（＝景観づくり協定区

める生活要求の変化、家屋の維持管理費

域コミュニティ）に対する住民の態度の

用といった事柄が居住の継続を阻害する

３．調査の対象と方法

相違が、景観づくり活動

要因となっていることが明らかにされて

3－1

やそれに対す

（１）

調査対象地の概要

いる。また、松村（2007）らは、町並み

本稿で取り上げる和歌山県海南市黒江

また、そうした態度、すなわち「見られ

を保全する過程で、生活空間と保全空間

地 区 は 人 口 2,231 人、世 帯 数 は 925 で あ

ること」・「見せること」に対する態度の

とが分断する実態があることを明らかに

る（２）。地区には16の自治会があるが、本

相違が何から生じているのかを検証す

している。以上の研究は、町並みの保全

稿で調査対象とするのは、このうちの、

る。そのうえで、現段階における「景観

が、住民の生活価値の実現との関係にお

南の浜自治会および西の浜自治会で構成

づくりコミュニティ」の意義と課題を考

いて取り組まれて行く必要があること、

される黒江の町並みを活かした景観づく

察することを目的とする。

すなわち、町並み保全がコミュニティに

り協定区域である（図－１）
。区域の人口

黒江地区では、住民同士が景観づくり

とってどのような意義を持つのかが検討

は224人、世帯数は93である（３）。本稿の

協定（自主協定）を取り結び、景観づく

される必要があることを示している。し

「景観づくりコミュニティ」
とはこの区域

りに取り組んできたが、協定の締結から

かし、これらはいずれも建物を保全する

５年を経た現在、景観づくりに対する住

ことに起因した課題であり、昨今の景観

黒江は、江戸時代に紀州藩の保護を受

民の意識や態度が一様ではない状況が顕

づくりをめぐっては、より複合的な視点

け発展した紀州漆器の産地である。とり

在化してきた。またサポーター制度とい

からその意義や課題が検討される必要が

わけ、南の浜と西の浜に挟まれた延長

う仕組み（詳細は後述）を導入している

あると考える。

230m 幅約12m の川端通りは、大正時代

る態度にどのように影響しているのか、

と区域内の構成員を指す。

が、景観づくりコミュニティとの関わり

住民意識の観点から、町並み保全の課

という点では必ずしも有効に機能してい

題を明らかにした研究もある。吉田ら

物品の輸送機能を担っていた。当時は、

るとは言えない状況にある。端的に言っ

（2007、2013）は、伝建地区内あるいは内

運河の両岸には漆器問屋が、その裏通り

て、新たな景観づくりコミュニティを創

と外における住民の町並み保存に対する

には漆器職人の仕事場兼住宅が軒を連ね

出し、サポーターを巻き込みながら、住

意識の差異に着目し、伝建地区の範囲指

ていた。
1970年頃から製造業者の多くが、

民主導で取り組みを開始したものの、現

定はコミュニティの社会関係をふまえた

黒江地区の東に位置する岡田地区につく

段階では一体的に進めるに至っていな

上で行う必要性があることや、伝建地区

られた漆器団地に移転したが、
現在でも、

い。

を一体として捉えるのではなく、その中

川端通りを挟んで北側の西の浜、南側の

こうした現状認識を踏まえ、住民の景

にある自治会などの小さな単位ごとに対

南の浜の一部に往時の面影を残す町並み

観づくりコミュニティに対する態度と、

応することの必要性を指摘している。吉

を見ることができる（４）。また、下駄市や

地縁を基盤とした従来型のコミュティ

田らの以上の研究は、町並み保全に対す

漆器まつりなど、漆器産業が栄えた地な

（既存のコミュニティ）に対する態度との

る住民意識はコミュニティにおいて画一

らではの催しは、いずれも数万人の人出

双方の関係を見ることによって、具体的

的なものではなく、複合的な関係性のも

でにぎわう。近頃では、しばしば町並み

には、住民の協定に対する態度や景観づ

とに規定されるものであることを示して

散策に訪れる人の姿も見られる。しかし

くりに対する態度の違いを、自治会活動

いる。

ながら、高齢化や転居による空き家の増

への参加状況や居住継続意向、地域課題

上記に示した研究はいずれも、行政や

に対する意識との関わりにおいてとらえ

専門家の多分の関与が想定される伝建地

ることによって、本稿の課題にアプロー

区を対象としたものであり、町並み保全

チしたい。

を含めた景観づくりのあり方を考察する

末期に埋め立てられるまでは運河として

図－1 景観づくり協定の区域（黒線枠内）

上では示唆的である。しかし本稿が対象
２．先行研究のレビューと本研究の位置

とするのは伝建地区ほどの法的拘束力が

づけ

なく、財政的支援も脆弱な地区である。

景観づくりとコミュニティの関係にお

また、景観づくりを、既存のコミュニテ

ける課題については、伝統的建造物群保

ィの枠組みを越えて新たなコミュニティ

存地区（以下、伝建地区）を対象とした

が形成される契機ととらえ、その現状と

研究において、すでに一定の研究蓄積が

課題を明らかにすることによって、地域

－64－

（出所）筆者作成
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加、建て替えなどによって往時の面影を

の当たりにし、何とかこの町並みを残し

アンケートを実施した。実施期間は2016

残す景観は失われつつある。

たいという南の浜自治会長（当時）の思

年３月７日～14日である。配布および回

なお、黒江では、過去町家や町並みに

いがきっかけとなって、和歌山県景観条

収方法は、訪問配布、留置き自記式、訪

関する調査（財団法人観光資源保護財団、

例に基づく
「わかやま景観づくり協定」

問回収（一部郵送回収）による。回答は、

1984：財団法人電源地域振興センター、

の第１号として締結された。協定区域の

世帯主もしくは世帯主に代わる方に依頼

1998）が行われ、その歴史的価値を観光

住民のうち、78世帯 （2011年12月当時）

した。86世帯に配布し、76世帯から有効

資源としてまちづくりに活かそうと町並

が協定の締結世帯である

回答を得た（回収率88.3％）
。

（５）

（６）

。

（７）

協定締結時には、
「黒江の町並みを活か

世帯構成は、単身がもっとも多く、居

（財団法人電源地域振興センター、1997）。

した景観づくりサポーター制度」が導入

住年数は50年以上が半数以上を占める

こうした計画は行政が主導して行なわれ

された。サポーターには海南市外を含め

たが、それがその後の景観づくり活動を

て協定区域外から40人
（2015年６月時点）

牽引することはなく、2011年の景観づく

が登録している。また、協定の締結にと

り協定の締結に至るまで住民レベルでの

もない「黒江の町並みを活かした景観づ

町並み保全に関わるまちづくり活動は停

くり協定運営協議会」
（以下、協議会）が

滞していた。

設置された。委員には地域住民15名（う

み整備事業が計画されたことがあった

ち女性１人）が選出

され、原則月に一

（８）

3－2

景観づくりサポーター制度

［表－１］
。
４．協定に対する態度と景観づくり活動
に対する態度
4－1

協定に対する態度

本章ではまず、居住者の協定に対する
態度と景観づくり活動に対する態度の実
態を捕捉する。協定区域に居住している

度会議が開催されている。

こうした状況に一石を投じたのが、黒

この間、活動は協議会のメンバーであ

ことを「知っている」と回答した世帯は

江の町並みを活かした景観づくり協定

る地元の有志とサポーターを中心に進め

７割（54世帯）で、このうち協定を「締

（以下、協定）の締結である。同協定が締

られており、町並み点検活動や黒江アー

結している」と回答したのは、37.0％（20

結されたのは、2011年12月のことである。

カイブプロジェクト

世帯）であった［図－２］
。注目すべきは、

高齢化と人口減少が進み、空き家や、家

撹拌する際に使用した木桶）等の設置活

現在協議会が取りまとめている協定の締

屋の取り壊しによる空き地が増え、往時

動、空き家調査・活用の検討などが行な

結世帯数は67世帯である一方で、本アン

の面影を残す町並みが消え行く様子を目

われている。住民の中には、紀州黒江漆

ケートで協定世帯であると回答したのは

器の里提灯やくろめ鉢［写真－１］
、海棠

わずか20世帯にとどまる点である。この

桜を軒先に設置する取り組みや、紀州海

ことは、締結から５年を経て、一部の住

南ひなめぐり［写真－２］に参加している

民にとって協定が自身に関わりのあるも

世帯があるものの、現在のところ、区域

の、あるいは、意味があるものとして認

で一体となって家屋の修景や意匠の統一

識されていないことを示唆している。

写真－１

紀州黒江の里提灯とくろめ鉢

、くろめ鉢（漆を

（９）

といった取り組みを行なうまでには至っ

そこで、協定に対する世帯間の態度の

、協定やこうした活動に対し

違いに着目し、
［表－２］のとおり居住世

ても、意識的な住民とそうでない住民が

帯を「A 協定締結」世帯（以下、A 協定

いるように見受けられる。

締結）（12）、
「B 協定認識」世帯（以下、B

ておらず

（10）

協定認識）
、
「C協定無認識」世帯（以下、
（筆者撮影：2016年３月４日）

3－3

調査方法と回答者の属性

対象地区内のすべての世帯

C 協定無認識）の３つのグループに分類
に対して

（11）

写真－２

した。この分類にもとづいて、協定に対

紀州海南ひなめぐりの様子
表－１

回答世帯の世帯人員および居住年数

世帯人員
単身
２人
３人
４人
５人以上
NA
計
（筆者撮影：2016年３月４日）

居住年数
10年未満 20年未満 30年未満 40年未満 50年未満 50年以上 無回答
計
1
0
2
3
0
19
2
27
1
0
2
0
2
9
1
15
1
1
0
0
2
4
0
8
0
1
2
0
1
2
1
7
0
1
1
0
0
2
1
5
1
0
0
4
1
4
4
14
4
3
7
7
6
40
9
76
5.3%
3.9%
9.2%
9.2%
7.9%
52.6% 11.8% 100.0%

（出所）筆者作成
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35.5%
19.7%
10.5%
9.2%
6.6%
18.4%
100.0%
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する住民の態度の違いが、実際の景観づ

図－２ 協定の認知度（上）および協定締結世帯数状況（下）

くり活動や、既存コミュニティに対する
意識（自治会活動への参加状況、居住継
続の意向とその理由、地域課題に対する
意識）にどのように影響しているのかを
分析していく。
4－２ 各グループの世帯の基本的な特徴
各グループについて、世帯の基本的な

（出所）筆者作成

表－２

協定の認知度と協定締結状況による居住世帯分類

特徴を確認しておく。年代はA協定締結

協定の締結
している／していた
していない
A 協定締結世帯
B 協定認識世帯
（n＝22）
（n＝29）
C 協定無認識世帯
（n＝22）

と C 協定無認識に大差は見られないが、
B 協定認識は70代以上の割合が３グルー
プの中でもっとも高い［表－３］。居住年
数では30年未満はA協定締結が、60年以
上は B 協定認識の割合がそれぞれ高い
［図－３］。世帯人員は、B協定認識で少人
数世帯の割合が高い［図－４］。自治会活
動の参加状況をみると、頻度がもっとも
高いのはA協定締結であるものの、いず
れのグループも参加していない世帯は１
割前後にとどまる［図－５］。
以上の点から、次の３点が示唆される。
まず、A 協定締結は協定や景観づくりに

協定区域に
居住している認識

あり
なし

（出所）筆者作成

表－３

グループ別世帯主の年齢

39歳以下
0
0.0%
B 協定認識
0
0.0%
C 協定無認識
1
4.5%
A 協定締結

40代

1
4.5%
2
6.9%
0
0.0%

50代

3
13.6%
0
0.0%
2
9.1%

60代

3
13.6%
2
6.9%
3
13.6%

（出所）筆者作成

図－３ グループ別世帯の居住年数

対する関心が高いだけでなく、自治会活
動に対する関わりも３グループの中でも
っとも高い。景観づくりコミュニティと
既存コミュニティの双方に関心が高い層
であると考えられる。次に、B 協定認識
は他よりも高齢世帯が多く、居住年数が
長い世帯が多い。この特徴は、B 協定認
識の協定に対するネガティブな態度に何

（出所）筆者作成

図－４ グループ別世帯人員

らかの影響を及ぼしている可能性がある
と推察される。一方で C 協定無認識に関
しては、ここでみた要素からは、協定に
対する態度（無認識）を理由づけるよう
な特徴的な点は見受けられない。
4－3

景観づくり活動の実施状況および

意識実態

（出所）筆者作成

図－５ グループ別自治会活動への参加状況

本節では、各グループの景観づくり活
動の実態および活動に対する意識をみて
いく。なお、景観づくり活動とは、ここ
では紀州黒江漆器の里提灯、くろめ鉢、
海棠桜、紀州海南ひなめぐりの取り組み
をいう。
活動は A 協定締結と B 協定認識はとも

（出所）筆者作成
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70代

7
31.8%
11
37.9%
7
31.8%

80代

1
4.5%
7
24.1%
2
9.1%

90代

2
9.1%
1
3.4%
1
4.5%

無回答
計
5
22
22.7% 100.0%
6
29
20.7% 100.0%
6
22
27.3% 100.0%
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に８割前後が実施している［図－６］。協

無認識では「頼まれたから」がもっとも

がもっとも高く、とりわけ「見られるこ

定区域に居住していることすら意識して

多いが、A 協定締結は「自らすすんで始

と」に対して顕著である［図－８］。一方

いない C 協定無認識 でも３割以上が実

めた」の回答の割合が高く、より主体的

で、C協定無認識は「特に何も感じない」

施している。しかしながら、活動の実施

に活動に取り組んでいることがわかる。

が半数近い割合を占める。ただし、B 協

理由をみるとグループ間で主体性の程度

活動による意識の変化では、活動によ

定認識と C 協定無認識でも「近所の人と

が異なる［図－７］。B 協定認識と C 協定

って変化を認識しているのはA協定締結

の会話が増えた」や「見てもらうことが
楽しみになった」との回答が少数ながら

図－６ 景観づくり活動の実施状況

存在し、活動の意義を見出している住民
もいる。以上より、協定に対する態度の
違いが、多かれ少なかれ景観づくり活動
に対する意識に反映されていることが推
察できる。
またここで、景観づくり活動への意識
と併せて、地域内外の他者の存在が町並
みに対する住民の関心にどの程度影響し

（出所）筆者作成

図－７ 景観づくり活動の実施理由

て い る の か に つ い て も 確 認 し ておく。

（13）

［図－９］は、
「景観づくりサポーター」
「観
光客」
「地域住民」が、町並みに対する住
民の関心にどの程度影響を与えているか
を示したものである（14）。
協定の締結世帯である A 協定締結は、
いずれの項目においても「大いに関係す
る」の割合が３グループの中でもっとも

（出所）筆者作成

図－８ 景観づくり活動による意識変化

高い。A 協定締結の景観づくりに対する
関心の高さは、他者への意識の高さや、
サポーター、観光客といった地域外の他
者に対する認識の広がりや交流が影響し
ていることがうかがえる。
以上の点から、
いずれの世帯も景観づくりコミュニティ
の枠組みに包含されているものの、世帯
間で景観づくりに対する態度や意識に違
いが生じていることが確認できた。では、
この事情の背景には何があるのか。この
点について次章以降で、既存コミュニテ

（出所）筆者作成

図－９ 町並みに対する関心に地域内外の他者が与える影響

ィに対する意識（居住継続意向と地域課
題に対する意識）に着目して、この問い
への解に迫りたい。
５．居住継続意向と地域課題に対する意
識
5－1

居住継続意向とその理由

居住継続意向については、いずれのグ
ループも住み続けたい（
「住み続けたい」
「できれば住み続けたい」
）と回答した割
合は高い［図－10］
。
「住み続けたい」だけ
を見れば、A 協定締結がもっとも居住継

（出所）筆者作成
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図－10 グループ別の居住継続意向

続志向が高く、B 協定認識と C 協定無認
識の居住継続志向に大差はない。
［図－11］は「住み続けたい」もしくは
「できれば住み続けたい」
を選択した回答
者について、その理由を問うた結果であ
る。設問を「家・土地に対する価値認識」
「人とのつながりに対する価値認識」「場
所に対する価値認識」というテーマ別に
区分した。

（出所）筆者作成

「家・土地に対する価値認識」に該当す
図－11 居住継続を望む理由

る項目については、
３グループともに「大
いに当てはまる」
を選んだ回答者が多い。
なお、
「②現在の家が気に入っているか
ら」について、C 協定無認識の回答者に
ついてはいずれも「大いに当てはまる」
か「やや当てはまる」を選択している
（
「あまり当てはまらない」
「まったく当て
はまらない」を選択した回答者がいな
い）
。一方で、
「人とのつながりに対する
価値意識」や「場所に対する価値意識」
に該当する項目では、
「大いに当てはま
る」とする回答にA協定締結と他の２グ
ループとの間で開きがみられる。
以上のような居住継続の理由に対する
違いは、現在、生活において実感（実現）

（出所）筆者作成

できている事柄、もしくは、重視する事
図－12 地域において積極的に取り組むべきと考える事柄

柄の違いともとらえることができる。つ
まり、A 協定締結は、他の２つのグルー
プと比べて、人とのつながりや場所に価
値を感じており、他方でC協定無認識は、
とりわけ
「④助け合える近所づきあい（が
あるから）
」
が実感できていない事柄とし
て認識されているということである。こ
れについては、次章で改めて言及する。
5－2

地域課題に対する意識

次に、地域で積極的に取り組むべきだ
と考える課題について、
「歴史・町並み」
「コミュニティの結束」
「生活利便性」
「産
業・経済の活性化」の４つのテーマに分
類したうえでグループごとの特徴をみた
［図－12］
。
A 協定締結について「思う」の割合が
高い項目は高い順に⑥防災、④近所付合
い、①歴史・文化、⑫観光である。B 協
定認識では⑨買い物が突出しており、次

（出所）筆者作成
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点は、④近所付合いと⑩産業となってい

自らが創作に関わった町並みが鑑賞の対

反映されていることが推察される。一方

る。C 協定無認識では④近所付合いと⑥

象となることを認識している、
あるいは、

で、C 協定無認識は家や土地といった私

防災が高い。④近所付合いはグループに

観られることに景観づくりの価値を見出

的に利用（所有）している不動産に居住

かかわらず、重要視されている課題であ

している人々といえる。

継続の根拠を求めており、人とのつなが

続いて、協定世帯であることは否定し

りや場所とのつながり（場所に対する価

グループ間の違いに着目すると、B 協

ているものの、景観づくり活動には、A

値認識）は、現状は、その根拠になりえ

定認識は⑨買い物に対する課題意識が他

協定締結と大差なく取り組んでいる世帯

ていない。つまり、C 協定無認識は他者

の２グループに比べ突出している。C 協

グループ（B 協定認識）である。景観づ

やコミュニティといった、私的領域の外

定無認識では、⑨買い物については「思

くりへの参加態度は消極的
（
「頼まれたか

部へ意識が及んでいない、もしくはそこ

う」の割合がわずかに A 協定締結 を上

ら」が６割を占めた）である反面、活動

に価値を実感できていない層であること

回っている。また、C 協定無認識の回答

による意識変化では、町並み散策をする

が推察される。

の中で、
「思う」の割合が高かった④近所

人や近隣住民の活動に目を向けるような

付合いと⑥防災に関しては、「やや思う」

変化がみられた。B 協定認識は、協定の

を合わせた割合はそれぞれ９割強と８割

締結を拒否（否定）しているが、実際に

地域課題については、近隣住民との助

強を占めており、これらに対して課題意

は大半が景観づくり活動に巻き込まれて

け合える関係づくりという点に関して、

識が高いことがうかがえる。なお、①歴

おり、そのプロセスの中で一部は仕方な

グループ間の認識は一致していた。景観

史・文化と③空き家に関しては、「思う」

しに、一部はポジティブな意識として、

づくりに積極的なA協定締結では、産業

とする割合に、A 協定締結と他の２グ

景観づくりに価値を見い出しつつある状

や経済の活性化に対しても課題意識が高

ループの間で比較的差が見られる。

況にあると言えよう。

かく、B協定認識およびC協定無認識は、

ることがわかる。

6－3

地域課題に対する認識にみる差異

最後に、協定について認識していない

コミュニティの結束や生活利便性に課題

「コミュニティの結束」を重要視しつつ

世帯グループ（C 協定無認識）である。

意識を抱いていた。これらから以下のこ

も、
「歴史・町並み」に対する課題意識が

このグループでは、景観づくり活動に取

とが指摘できる。

高く、またこれを観光に活かすことへの

り組んでいる割合が A 協定締結、B 協定

課題意識も高いことがうかがえる。B 協

認識と比較して低く、景観づくり活動に

そして、産業や経済の活性化といった空

定認識と C 協定無認識では、「生活利便

よる意識変化についても、何も感じない

間的に広範な課題、つまり個人の所有物

性」
に課題を感じている傾向が見られた。

とする割合が半数以上を占めた。このこ

である家や土地といった枠を超えた範囲

さらに、C 協定無認識は、とりわけ近隣

とから、C 協定無認識の特徴は、景観づ

の課題に意識的である住民によって支持

住民との助け合える関係づくりに対する

くりに価値を見いだせていない、あるい

されるということである。第２に、景観

課題意識が高い。このことは、先述の居

は景観が関心の対象となっていないグ

づくりに意識が向けられる前提として、

住継続理由において、
「助け合える近所付

ループである言えよう。とはいえ、残り

人とのつながりや身近な生活課題（生活

き合いがあるから」に対する C 協定無認

の半数は、活動によって何らかの意識変

利便性）が十分に満たされていることが

識の比率が低かったこととも重なる点で

化があることに注意を払う必要がある。

重要であるということである。

6－2

6－4 「景観づくりコミュニティ」の意義

以上のことから、まず、A 協定締結は

第１に、景観づくりは、歴史・町並み、

ある。
居住継続意向とその背景にみる差

と課題

６．結語

異

6－1

居住継続志向は、A協定締結 で「住み

景観づくりコミュニティの意義は、第

帯間の意識差

続けたい」の割合が85％と突出していた

１に、景観づくりに対して意識の高い人

景観づくりに対するコミュニティの意

が、
「できれば住み続けたい」を含めた割

びとの存在を顕在化させ、そうした層を

識・態度には、大きく分けて次の３つの

合では、グループ間に大差はなかった。

中心とした活動の受け皿を作り出した点

グループが存在した。まず、協定の締結

一方で、居住継続を望む背景は、グルー

にある。さらには、このことを通じて、

世帯で、景観づくりに対してもっとも意

プ間で異なっていた。A 協定締結は、自

景観づくり活動が実体化・見える化した

識的な世帯グループ（A 協定締結）は、

身の家や土地にとどまるのではなく、人

ことによって、必ずしも意識が高いとは

景観づくりに主体的に取り組んでおり、

とのつながりや町並み、歴史や文化とい

言えない層をも活動へと巻き込んでゆ

活動に意義を見出している。活動には、

った事柄との関係において居住を継続す

き、少なからず町の景観の変化に貢献し

近隣住民や町並み散策に訪れる人に見て

ることの意義を見出しており、こうした

た。このような景観づくりコミュニティ

もらうことを意識して取り組んでいる。

ことが景観づくりへの積極的な関わりに

を中心とした活動と成果が現時点での到

協定および景観づくりに対する世
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達点の一つである。
第２に、景観づくりはそれがコミュニ
ティに対して、一体的取り組みを要請す

参画の景観づくりを促進することを目

として示している点で、
「していない」

的とした制度。

と回答した世帯とは態度の示し方が異

脱退世帯が出たことや高齢により世帯

（６）


るという性格のものであることから、景

主が亡くなったことなどから、現在

観づくりへの態度が消極的であるにせ

（2016年３月時点）
の締結世帯数は67世

よ、人びとをその活動に巻き込み、意識
変化を生じさせてきたという点である。

帯である。

なると考え、A 協定締結に含めた。
無効回答（A 協定締結：２人、B 協定

（13）

認識：１人、C 協定無認識：２人）を
除いたため、実施者の母数は図６に示

南の浜自治会長（当時）が90余りの世

（７）


したものとは異なる。

これは、協定を締結している世帯かどう

帯を回り、協定について承認し、署名・

かにかかわらず、景観づくり活動への参

捺印をした世帯である。協定区域は、

ため、当然ながら、景観づくりサポー

加がみられること、また、活動を通じて

これらの締結世帯が一体的な景観づく

ターに対する認識は低いことが想定さ

少なくない居住者が景観づくりの意義を

りの対象とすることが必要と考える土

れる。
ここではこの点をふまえた上で、

地を含めて設定されている。

協定を認識している他の２グループと

委員は、南の浜、西の浜それぞれの班

の比較対象として扱っている。

見出していることに表れている。しかし、
現時点での黒江地区の景観づくりは、ま

（８）


C 協定無認識は協定を認識していない

（14）

だこうした点を十分に現実化できている

長（当時）を中心に選出された。発足

とはいいがたい。これまでの成果の延長

当時の構成メンバーは40～80代で、15

上にさらにまちづくりを発展させていけ

名のうち、３名は協定区域の住民では

るかどうか、今後の展開が注目される。

ないが、１人は黒江・船尾連合自治会

・金弘巳・宗本順三・吉田哲「近江八幡

の会長であり、残る２名はそれぞれ協

伝建地区における住民の建物の現状変

定区域内にある古民家カフェ、漆器伝

更意向と世帯の特徴」
日本建築学会『日

承館の関係者である。

本建築学会計画系論文集』No.527、2000

黒江に関する写真や資料をデジタル

年、217～223頁。

謝辞
本研究を行うにあたり、黒江の町並み

（９）
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観を創造する活動のいずれも含めて、

民とサポーターで黒江の歴史を共有す

年、１～３頁。

（１）


景観づくりとしている。

るなどの活動を行なっている。

・財団法人観光資源保護財団「黒江の町

同協定では、
「自主ルール」というかた

並みと町家：漆器を活かした産業観光

による。

ちで修景基準を明文化している。しか

と町並み保存」1984年、80～81頁。

調査区域に限定した公式の人口統計は

しながら、協定が法的拘束力を伴うも

・西村幸夫『風景論ノート』鹿島出版会、

ないため、世帯数はアンケート配布時

のではないこともあり、
「修景」という

に現地目視により確認した。人口は、

点においては、
「自主ルール」に沿った

・牧野唯・今井範子「親子同居からみた

2010年10月の国勢調査における黒江地

景観づくりが進んでいないのが現状で

居住形態の現状と居住の継承に関する

区の人口・世帯数から世帯数あたりの

ある。

調査研究：奈良県橿原市今井町の場

調査票を配布した際に、目視や近隣住

合」日本建築学会『日本建築学会計画

め算出した。

民からの聞き取りで空き家と確認され

系論文集』No.510、1998年、117～124

南の浜には、２つの登録有形文化財が

たものおよび高齢のため施設に入所し

頁。

ある。また、西の浜には、こぎり歯状

ている等の事情があり、調査協力の依

・松村有紹・木下光・丸茂弘幸「生活重

の家並みが残されている。

頼が困難と思われた世帯は調査対象か

視型町並み保存における伝統的家屋の

ら除外した。

現状変更行為の類型と空間構造の変化

大字黒江地区で2010年10月の国勢調査

（２）


（３）


人員を求め、それを調査区域に当ては
（４）


住民や事業者が相互に結んだ地域の景

（５）


観づくりのルールに関する協定を、知
事が認定し公表することにより、住民

（10）


（11）


2008年、83頁。

「以前、していた」と回答した世帯につ

に関する研究：三重県亀山市関町「関

いては、締結世帯であったことを態度

宿重要伝統的建造物群保存地区」を事

（12）
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例として」日本都市計画学会『都市計
画学会論文集』No.42（３）、2007年、
103～108頁。
・吉田倫子・上村信行・宇高雄志「町並
み保存地区内外の住民の町並み保存に
対する意識の差異：竹原重要伝統的建
造物群保存地区を事例として」日本建
築学会『日本建築学会計画系論文集』
No.618、2007年、89～96頁。
・吉田宗人・上村信行・吉田倫子・宇高
雄志「町並み保存に対する自治会毎の
住民意識の相違」日本建築学会『日本
建築学会計画系論文集』Vol.78 No.690、
2013年、1809～1816頁。
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