
 1 

建設委員会行政視察報告書 

 

関市議会議長 様 

 

２００９年９月２５日 

 

議員名 尾関 健治 

 

 下記のとおり行政視察を実施しましたので、その結果を報告します。 

 

記 

 

１．日  時：２００８年８月６日（木） 

~ ８月７日（金） （２日間） 

 

 

２．参加議員：林  修美議員、小森 敬直議員、幅  永典議員 

三輪 正善議員、石原 教雅議員、松田 文男議員 

尾関 健治 

 

 

３．随行職員：議会事務局 水野 一生 

 

 

４．視察事項：宇治市   ・景観形成と市民参加のまちづくりについて 

 

       近江八幡市 ・小舟木エコ村地区計画について 
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５．視察内容 

≪宇治市視察－景観形成と市民参加のまちづくりについて≫ 

訪問日時：２００９年８月６日（木） 午後１時３０分~午後３時３０分 

訪問先 ：所 在 京都府宇治市琵琶３３ 

     名 称 宇治市役所 

     応対者 小川 茂・宇治市役所都市整備部参事 

         藪下 龍司・宇治市議会事務局次長 

     電 話 ０７７４－２２－３１４１ 

 

〔説明・調査内容〕 

（都市景観行政の経緯） 

９４年 平等院、宇治上神社が世界遺産に登録 

９７年 平等院の借景問題（高層マンション） 

０２年 宇治市都市景観条例（自主条例） 

０３年 開発についてこれまでの指導要綱を条例化 

０４年 ３番目の高層マンション計画 

    地元から高さ規制の見直し、景観審議会より宇治市へ建議 

０８年 宇治市まちづくり・景観条例の段階施行 

     市民参加型のまちづくり、業者については構想段階から地元との調

整を義務付け 

 

□宇治市まちづくり・景観条例について 

（条例制定の背景） 

①まちづくりを取り巻く状況の変化 

これまで→土地区画整理事業や市街地再開

発事業などのインフラ整備 

これから→市民・合成・事業者の協働のま

ちづくり（市民ニーズが多様化）       （写真１ 林委員長挨拶） 

     まちづくり手法の制度化（都市計画提案制度の創設など） 

②宇治市都市計画マスタープランの実現に向けて 

市民と行政の協働、情報公開を進める 

③開発指導要綱の条例化 

 

（条例の目的） 

・市民の都市づくりへの参加意識を高めるための情報を公開する 

・市民と行政とのパートナーシップのルールづくり 
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・市民のまちづくり活動に対する支援体制を整備する 

 

（条例制定の基本的方向） 

・これまではワークショップやパブリッ

クコメントが中心だったが、住民側か

ら市役所に伝える仕組みを 

・行政側から住民側への支援 

 

（まちづくり条例の事例） 

・自治基本条例             （写真２ 市役所での説明風景） 

・市民参加条例 

・まちづくり推進条例 

宇治市では「景観」もこれに加えている 

 

（まちづくりへの市民参加） 

・「地区まちづくり協議会」を市が認定、専門家の派遣や出前講座などの市から

の支援 

・協議会の中で、「地区まちづくり計画」を作成、専門家や行政と相談・調整→

市が認定 

・協議会や計画の認定は、「宇治市まちづくり審議会」が審査して行う 

・直接的に強制力がある規制を決めることはできないが、一定の同意を満たし

た地区の将来の方向性を決めてもらう 

・行政側は今後の公共事業で考慮して推進、地元要望とは違う、という認識 

 

（景観の形成） 

・景観法、景観計画、景観条例 

 

（開発事業の調整） 

・構想段階から説明会の開催や標示板の設置などが義務付け 

・構想段階（構想の届出、標示板の設置、説明会の開催、構想内容の公表） 

・事前協議段階（事前協議書の提出、標示板の設置、説明会の開催、事前協議

内容の構想） 

・協定締結 

・工事着手 

 

（「協議会」導入の成果） 
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・４地区が「地区まちづくり協議会」として認定、計画は未認定 

・まちづくりに対する支援（相談、出前講座、専門家派遣、セミナー、地域セ

ミナー、活動費助成、まちづくり塾の開講） 

 

□都市計画マスタープランの策定について 

・平成１４・１５年度の２ヵ年で作成 

・検討部会は全１６回、都市計画審議会は全６回 

・模擬ワークショップを開催して参加者アンケート 

・４回の地域別ワークショップを開催（物足りない、ということで自主ワーク

ショップが開催された） 

・「ワークショップニュース」を発行して地域間の情報交換 

 

〔質疑応答〕 

Ｑ．ポスターの規制はあるのか 

Ａ．条例には定めていないが、屋外広告物法に基づいている 

 

Ｑ．協議会は自治会が単位となっているか 

Ａ．市内では約６３０の自治体数 

 

Ｑ．目に見えて変わった地域はあるか 

Ａ．白川地区では「産業廃棄物」の不法投棄などの苦い経験で、何とか守って

いきたい、という声があったが、行政への要望から、自分たちで守っていこう、

という考え方に変わった 

 

Ｑ．審議会はすでに立ち上がっているのか 

Ａ．すでに１８名ぐらいで構成して立ち上がっている 

 

Ｑ．市街化区域をまたぐ場合は、 

Ａ．市街化区域と調整区域とまたいだ場合、エリアを区分する 

 

Ｑ．業者の開発に対して、条例が負けてしまうこともあるのでは 

Ａ．早い段階で知らせることで、話し合いの場を長く設ける 

勝ち負けではなくプロセスの中で、話し合いの場を提供 

 

Ｑ．構想段階からの調整は、住民にとってはいいが、事業者との調整は難しい

と思うが 
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Ａ．いつを構想段階とするかは、事業者側にイニシアティブがある 

 

Ｑ．ワークショップをこれまで開催してきたか 

Ａ．都市計画マスタープランでワークショップを開くのは今回が初めて 

・これまではトップダウンだったが、駅周辺の整備計画ではワークショップを

開いて、道路・交通・環境の３つのグループでワークショップを開いて、ま

ちづくり交付金の制度を使って整備計画を作って事業を立ち上げた 

・構想から事業実施まで３年間を経た 

・ワークショップの中心となるファシリテーターの経験がないと収拾つかない 

・住民が作ったという経緯があるので、もめない、というメリットがあるが、

誰が中心になってやっていくか、職員も汗をかかなければならないし、住民

も努力をしなければならない 

 

〔調査結果〕 

（住民参加は手間暇・時間がかかるもの） 

 宇治市には世界遺産でもある平等院鳳凰堂をはじめとする文化遺産が多く、

「宇治市まちづくり・景観条例」の制定に至る過程においても、平等院の景観

に影響を与える高層マンションの建設問題が発端となった経緯がある。こうし

た問題が起きたが故に、逆にまちづくりやまちの景観に対する住民意識が高ま

ることになった、と思う。 

 まちづくり・景観条例の中では、「地区まちづくり協議会」が興味深いもので

あった。事前に資料を読んだ時には、ひとつの集落１００世帯～３００世帯ぐ

らいが地区単位と想像していたが、宇治市の場合では２０～３０世帯の比較的

小さな集落で協議会を設置している。関市の自分が住んでいる集落を考えると、

対象世帯も範囲も狭く感じるが、意見の集約、という点から見れば適当な範囲

と言えるかもしれない。 

 都市計画については、上（行政）から落ちてくるもの、という印象を抱く住

民の方が多いと思うが、地区住民から提案ができる仕組みが担保されている、

という「地区まちづくり協議会」は、自らが暮らす地域に責任と愛着を持つ、

という意味で有効な一手法である、と考える。 

 また、都市計画マスタープランの策定にあたっては、ワークショップを多く

開催し住民の意見を反映する手続きを踏んで最終的な取りまとめを行ったこと

は、関市も見習うべきところがある。 

 担当者の説明の中でも話があったが、ワークショップの手法を取り入れるこ

とはメリットもあるが、その分、行政の担当者の時間的・精神的な苦労も多く、

中心となるファシリテーター（調整役）の存在の有無なども含めて、最終的な



 6 

取りまとめに至るまでは、手間暇や時間が否応なく費やされる。 

 一方、最も簡単な「住民参加」の方法は、行政側ですべてを取りまとめてか

ら、「広く住民の声を聴く」という看板を掲げて「パブリックコメント」を行い、

「意見は特にありませんでした」もしくは「いただいた意見に対する回答はこ

うです」、すなわち、行政の案を変更することはない、というやり方である。 

 都市計画などのマスタープランを策定するにあたり、どのような手法を取る

か、という点については、行政として手間暇と時間をかけて住民の声を吸い上

げながら合意形成を図っていくか、言わばかたちだけ「住民参加」のかたちを

とるのか、すべて市長をトップとする行政側の姿勢ひとつ、にかかっている、

と言える。 

 

 

≪近江八幡市視察－小舟木エコ村地区計画について≫ 

訪問日時：２００９年８月７日（金） 午前９時３０分~１１時３０分 

訪問先 ：所 在 滋賀県近江八幡市桜宮町２３６番地 

     名 称 近江八幡市役所 

     応対者 矢掛 弘・近江八幡市議会副議長 

         石見 誠子・近江八幡市都市産業部都市計画課 

         福井 一暁・近江八幡市政策推進室 

         奥西 仁志・近江八幡市議会事務局 

         西山 由美・株式会社地球の芽 

         田中 孝佳・株式会社地球の芽 

     電 話 ０７４８－３３－３１１１ 

 

〔説明・調査内容〕 

（小舟木エコ村プロジェクトの経緯） 

・ＮＰＯ法人エコ村ネットワーキングが提

唱、理事長の仁連孝昭（大学教授） 

 

００年 エコ村ネットワーキング設立 

０２年 シンポジウムで小舟木町地先と

発表（市としては農工団地を計画、

バブル崩壊を受けて田のまま残

っていた）             （写真３ 近江八幡市役所） 

０３年 事業法人 株式会社地球の芽設立 

    小舟木エコ村推進協議会設立 
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    内閣官房都市再生本部「環境共生まちづくり事業」に選定（５００万・

１００％の補助事業、２５０万をエコ村へ、ワークショップ５～６回

開催） 

    内閣官房都市再生本部「全国都市再生モデル調査事業」に選定 

０４年 開発予定地の南側にて農園プロジェクト「百菜劇場」を開始 

０６年 開発にかかわる行政協議が完了 

０７年 造成工事着工 

 

（概要） 

・市街化調整区域の真ん中に位置している 

・地区計画を定めた上で、開発許可を取っ

たことによって土地利用が可能となり、

「風景づくり協定」（紳士協定）を定め

てもらっている 

 

（特徴や現状）             （写真４ 市役所での説明風景） 

・１０坪の家庭菜園を設けることを提案 

・農産物の販売所の用地も確保している、周辺地域の農業の発展にも注目して

まちづくりをしている 

・０７年秋から分譲開始 全体で約３７０戸 先月末時点で約１００世帯が入

居、販売は約１５０戸 

・入居世代は３０代が６割、２０代が約２割、残りが４０～６０代 

市内から移住された方が多い、遠いところでは三重・大阪・兵庫からも引っ

越し 

・関東地方からも多く見学をいただいている 

・今年度から小舟木エコ村自治会を設立して活動 

・先月末はスイカ割り、夏野菜カレーづくりなどの交流を深めているところ 

・４５００平米の公園と集会場も建設が終わっており、人が集まって会話がで

きる空間を整備している 

・市がコミュニティバスを１０ルート走らせているが、その中の１ルートがエ

コ村の中を通るようにしてもらっている 

・０２年「エコ村憲章」発表 

２３の課題をファシリテーターの討議によって集約されていった 

ワークショップでは、水の使い方で通常は上から下の流れを考えるが、まず

排水を考えてから逆に水の使い方に戻っていく考え方が出てきていたのが印

象的 
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議論の内容は、エコ村ネットワーキングのＨＰにすべて掲載されている 

 

〔質疑応答〕 

Ｑ．小舟木が候補地となった理由は 

Ａ．県内で１５ヘクタールで遊休地で絞り込んだところ小舟木地先となった、

と聞いている 

 

Ｑ．関市でも２０～３０年前に団地が造成されてきたが今は高齢化、エコ村の

将来は 

残りの販売は順調に進む見込みか 

Ａ．月に５～１０件ぐらいのペースで契約

をいただいているので、コンセプトがしっ

かりした町ということで好評 

最近は全国放送のテレビでも取り上げられ、

県外にも告知ができるようになり、県外か

らの問い合わせが増えている 

                    （写真５ 小舟木エコ村の町並み） 

今の子供の世代が、エコ村が魅力あるまちなんだ、と思ってもらえるようにエ

コ村づくりを進めていきたい、と思っている 

風景づくりの手帖を設けているのが一つの特徴、これからも内容が変更できる

ようになっている 

 

Ｑ．土地改良地域の中で、農業振興地域除外もあったと思うが、 

Ａ．当初の事業は「農工団地」で、土地は所有してなかった 

土地開発公社が購入する、という話もあったが、実際には踏み込めなかった 

平成７年に農業振興地域除外してあり遊休地となっていた 

 

Ｑ．開発事業者は 

Ａ．開発事業者は地球の芽 

地権者組合から地球の芽から購入して開発、

ハウスメーカーに分譲 

地球の芽の親会社が建築土木を営んでおり

その資金力があったのが背景 

 

〔調査結果〕                 （写真６ エコ村の区画） 

（「環境」、「ＮＰＯ」という看板を掲げた民間企業の事業） 
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 事前に小舟木エコ村（以下、エコ村）の新聞・雑誌記事やホームページ等を

見て、ＮＰＯ法人が提唱した「エコ村構想」を、ＮＰＯ法人が中心となって株

式会社「地球の芽」を設立し、事業を推進している、というイメージを抱いて

いた。 

 あらゆるＮＰＯに言えることだが、運営上の一番の問題点は「お金」である

が、なぜエコ村では資金面の問題をクリアして、大規模な開発ができたのか、

という点が疑問であった。 

 今回の説明ならびに現地視察で分かったことは、エコ村とは基本的に地元建

設会社である秋村組の宅地開発・分譲事業である、ということである。「環境」

や「ＮＰＯ」が強調されているが、民間企業の開発・分譲事業である、と理解

すれば疑問は氷解する。秋村組が「地球の芽」の親会社となっている。 

 事前の説明において、たとえば建物の外装は黒系からグレー系を基本として

いたり、一区画あたり１０坪以上の菜園を設置したり、生ごみ処理機器の設置

スペースを確保したり、雨水を利用するため雨水タンクを設置したりするなど、

環境に配慮したさまざまな取り組みの紹介があった。 

 しかし、実際にエコ村を視察した率直な感想は、関市にもあるいわゆる住宅

団地とほとんど変わらない、というものである。建物の外装の統一感について

言えば、確かに落ち着いた色合いとなって

いるが、各分譲区域が大手住宅メーカー毎

に分かれているため、各メーカー毎に色調

などに違いがあって統一されている、とい

う印象は受けない。菜園や生ごみ処理機器、

雨水タンクについては、確かに設置してあ

る家もあるが、必ずしもすべての家に設置

してあるわけではないために、普通の住宅

団地とどこが違うのか、その特徴が分かり

づらい。                     （写真７ 家庭菜園） 

 以上、厳しい意見ばかり並べたが、逆に考えれば、民間企業である建設会社

が、環境に多少なりとも配慮した宅地開発・分譲を行っているのであり、それ

がたとえ販売戦略の一環であったとしても、批判される筋のものではなく評価

されるべきものだと考えている。 

 小舟木エコ村は、これから活動を展開していく新しい団地であるので、エコ

村に新たに住まう住民の方が、「環境」に対して強い問題意識を持ってコミュニ

ティとして活動を継続していくのであれば、数年後もしくは数十年後に初めて

真に評価されるべき事業、となると思う。 

以 上 


