
「農村景観日本一のまち・矢板」を
“市民力”で実現しよう！

平成２２年２月２１日

矢板武塾６期生

大谷貴宏 笹沼和弘 齋藤淳一郎
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今なぜ、農村景観日本一を目指すのか？
－環境都市宣言プラス１の取組として－

矢板市環境都市宣言
（平成21年12月15日宣言）

わたくしたちが住む矢板市は、高原山のふとこ
ろにいだかれ、緑豊かな大地と清流に恵まれ、
住む人にも訪れる人にも、いやしとやすらぎを与
えてくれるすばらしいまちです。

（以下略）

自然環境や農村の生活環境と密接な関係にある農村景観を保全、
向上させることで、環境都市としての価値を高めるとともに、まち
づくりの重要な資源として活用する。
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景観を活かしたまちづくりの可能性

「景観はそれぞれの地域の個性であり、他の地域が真似るこ
とのできないものだ。全国には異なる多様な美しさや個性が
あり、定型化された価値基準で画一的に論じることはできない。
（中略）その地域で自分たちの個性を認め評価すれば、地域
にとって客観的な美になる。さらに、多くの人々から認められ
評価されれば、全国レベルで客観性をもつ美だ。世界には多
様な客観的な美が存在している。」

出所：田村明「まちづくりと景観」（岩波新書）

私たちは、それぞれの地域の個性といえる、“景観”
を活かして、「矢板のまちをブランド化」し、「矢板をオ
ンリーワンのまちに」したいと考えます。
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景観法制定を契機とした景観意識の高まり

景観法→都市、農山漁村などにおける良好な景観形成を促

進するため、「景観」そのものの整備・保全を目的とする、日
本で初めての総合的な法律。＝法律による良好な景観形成
のための規制・誘導が可能になった。
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・良好な景観形成のため、その区域、基本的方針、行為の制
限に関する事項を定めた「景観計画」を策定する。

・「景観計画」を定めることができる「景観行政団体」には、政令
指定都市、中核市のほか、都道府県との協議によりその他
の市町村もなることができる。

※県内の「景観行政団体」→日光市、宇都宮市、小山市、那須
町、那須塩原市、高根沢町、佐野市、足利市 （６市２町）



景観法に基づく景観条例が施行されれば、
こんな建築計画もストップできます！

・これまでは、景観に配慮し
ない建築物でも、合法的に
建築されたものであれば、
市町村の条例では、規制
できなかった。

しかし、景観計画区域
に景観条例を定めるこ
とで、法的効力を持て
るようになり、例えば右
のような建築計画もス
トップできるようになる。
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景観法の特徴
ー景観形成活動における住民参加が明確化ー

・「景観法」では「景観計画」などの策定過程において、住民が、
「景観計画」の素案や変更案を直接提案することが明示され
ているなど、地域の景観形成活動における住民参加が明確
に制度化された。

・このような法律に基づく行政計画を住民が直接提案できると
いう「景観法」の特徴は、今後の行政計画と住民参加のあり
方を大きく前進させることが期待されている。

矢板市でも、“市民力”をフル活用して、

「景観法」による良好な景観形成に努めていきたい。
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県内市町村の「景観計画」策定の取組①

－日光市、宇都宮市の取組－
日光市：市域を９ゾーンに区
分してまちづくりの方針を明示。
特に「世界遺産」ゾーンでは、
建物の高さ制限のほか、建物
を道路から１㍍以上後退させ
るといった制限を課す。

宇都宮市：重点地区としてＪＲ
宇都宮駅周辺などを指定し、
建物のデザインや色彩を制限。
また、高さ10㍍超の建物を新
築、増築する場合の市への届
け出を義務化。
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県内市町村の「景観計画」策定の取組②

－那須町、那須塩原市の取組－

那須町：町内全域が対象。
「那須街道等沿道」などを重点
地区に指定し、野立て看板や
のぼり旗などの規制に力を入
れる。

那須塩原市：那須連山の眺望
確保や、美しい並木、緑あふ
れる街道景観の形成、豊かな
田園風景の保全を基本方針と
する。
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矢板市が最も保全すべき景観とは
－高原山と調和した魅力ある農村景観－

～矢板市のランドマーク：高原山～
「矢板らしさを象徴する高原山を始めとする雄大な自然環境」

「高原山は本市のシンボル的な景観」 （出所：矢板市都市マスタープラン）

～矢板市民の心の拠りどころ：高原山～
市内の小、中学校15校のうち14校が、「高原」「高原山」を校歌

の歌詞に織り込んでいる。（廃校になった日新、長井、上伊佐野小の３校を含む）

♪たなびく雲も美しく 光をおびてそびえ立つ

高原山はわが友よ～（矢板小校歌）

♪森の緑に風そよぐ 流れる雲よ高原の（矢板西小校歌）

♪光降る高原山は 窓近くゆたかにそびえ（矢板中校歌）
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～市外に住む人も魅了する高原山～

平成16年に埼玉県新座市から
矢板市に移住した佐山公康さん、
千恵子さんご夫妻は、目の前に
広がる高原山の絶景が一目で気
に入り、始めた田舎暮らしも、もう
５年目です。

「ここは素晴らしいですよ。
目の前に高原山の山並み
が広がり･･･」

（出所：“とちぎ田舎暮らし”ガイド とちぎ発！
満足生活「田舎を極める」

（平成21年３月栃木県発行））
10

矢板市が最も保全すべき景観とは
－高原山と調和した魅力ある農村景観－



矢板市景観計画（案）のイメージ①

“市民力でつくる矢板市景観まちづくり計画”概要

・基本コンセプト：高原山と調和した魅力ある景観
・位置づけ

「景観計画の区域」「良好な景観形成に関する方針」「良好
な景観形成のための行為の制限に関する事項」「景観重要
構造物・景観重要樹木に関する事項」といった法定の記載事
項に加えて、

景観を活かしたまちづくりの行動指針としての内容
についても記載する。

・対象地域：市内全域（←景観条例に法的効力を持たせるため）

・ゾーニング

矢板市都市マスタープランのゾーニングに準じて、
下記のとおり、６つのエリアを設定する。
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“市民力でつくる矢板市景観まちづくり計画”（案）のイメージ②

－「泉地域」の景観形成－

「泉地域」

都市マスタープランにおける将来像：自然環境と共生した多機能型の地域

高原山麓に位置する中山間地域として、良好な自
然環境と調和した景観形成に努める

・「残したい栃木の棚田21」に選定された「兵庫畑の棚田」を保
全するとともに、棚田オーナー制度を一層推進する。

・また、泉公民館が泉地域全域で取り組んでいる「ほたるの
里」づくりについても計画に位置づける。
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泉小学校からの高原山の眺望
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“市民力でつくる矢板市景観まちづくり計画”（案）のイメージ③

－「矢板３地域」「矢板４地域」の景観形成ー

「矢板３地域」（地域の将来像：丘陵や田園景観と調和した地域）

「矢板４地域」（地域の将来像：豊かな田園環境を中心とした地域）

農村集落と調和した農村景観の形成に努める
・全国規模のオリエンテーリング選手権の開催実績がある「矢
板３地域」では、オリエンテーリング競技会場のメッカとする
ために、里山保全にも意識した景観形成に取り組む。その財
源としては、「とちぎの元気な森づくり県民税」の活用を検討
する。

※オリエンテーリング→地図とコンパスを使って、山野に設置されたポイントをス
タートから指定された順序で通過し、所要時間を競う野外スポーツ
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西小学校からの高原山の眺望

オリエンテーリングの通過ポイント

（イメージ）
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“市民力でつくる矢板市景観まちづくり計画”（案）のイメージ④

「矢板１地域」「矢板２地域」「片岡地域」の景観形成

「矢板１地域」（地域の将来像：人々が集い快適で安らぎのある地域）

「矢板２地域」（地域の将来像：シビックセンターと商業を核とした地域）

「片岡地域」 （地域の将来像：産業と生活が調和する活力ある地域）

建築物の高さを制限するなどして高原山の山並み
眺望を確保する。また、農業生産基盤整備事業施
行済の優良農地に見合った景観形成に努める

・玉田集落営農組合が実施している「水田アート」についても、
景観形成を活かした活性化策として計画に位置づける。
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○○地区からの高原山の眺望

玉田集落水田アート
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“市民力でつくる矢板市景観まちづくり計画”（案）のイメージ⑤

－屋外広告物の規制ー

現在整備中の県道矢板那
須線矢板バイパス沿線で、
高原山や農村景観と調和
した屋外広告物規制を実
施する

・ 「高原山と調和した美しい
看板コンクール」の開催に
ついても検討する。
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“市民力でつくる矢板市景観まちづくり計画”（案）のイメージ⑥

－水辺環境の保全ー

市内を貫流する内川や
宮川のほか、寺山ダム
や塩田ダム、滝、湧水
池といった水辺景観に
ついても積極的に保全
する

・県が「とちぎ食の回廊」事業
の一環として実施している
「たかはら山麓水街道」事
業との連携についても検討
する。
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“市民力でつくる矢板市景観まちづくり計画”（案）のイメージ⑦

－景観農振地域整備計画の策定ー

「泉地域」「矢板３地域」「矢板４地域」では、「景観農
振地域整備計画」を策定し、農村景観の保全、さら
なる向上を図る
景観農振地域整備計画→景観と調和した農業的土地利用
を誘導するために、市町村が、景観計画区域内の農振地域
に定める計画。農振法では規制できない開発案件も規制す
ることも可能になる。

※現在、景観農振地域整備計画を定めている地方自治体は、
全国で、滋賀県近江八幡市と岩手県一関市だけしかないこ
とから、矢板市で策定されれば県内初の事例になるとともに、
全国的にも注目されることが見込まれる。
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－景観計画を活かした「やいたおこし」の具体策ー

魅力ある農村景観を活かした
フィルムコミッションの取組

・フィルムコミッション→地域の知名度向上と経済活性化のた
めに、映画やテレビドラマ、テレビＣＭのロケを誘致する取組。

・2008年度に「栃木県フィルムコミッション」が誘致したロケの
件数は107件に達し、ロケ隊が県内で支出した宿泊費や弁
当代などの総額も、１億円を超えている。

・しかし、県フィルムコミッションに登録されている矢板
市内のロケ候補地は25カ所あるが、そのほとんどが
公共施設であり、ロケの実績も３回だけである。

そこで各地域の特徴を生かした魅力ある農村景観を
ロケ地に登録し、ロケ隊の誘致を通じて地域の活性
化を図る。
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栃木県フィルムコミッションで人気のロケ地

岩船山採石場跡（岩舟町） 旧境中学校（那須烏山市）
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ー農村景観日本一に向けての始めの一歩ー

「とちぎのふるさと田園風景百選」に、
矢板の魅力的な田園風景を応募しよう！

・「とちぎのふるさと田園風景百選」事業→栃木県が100年後に
も誇れる田園風景を目指して、県内の自然環境と一体となっ
た農業生産・農業生活、及びこれに関連する伝統文化に関
する風景（写真）を募集し、人気投票を行う事業。募集期間
は平成21年９月１日から平成22年８月31日まで。

・矢板市民による“矢板の田園景観の魅力発見し隊（仮称）”
を組織し、矢板の魅力的な田園風景を発掘するとともに、特
に優れた風景については「とちぎのふるさと田園風
景百選」に応募し、百選へのエントリーを目指す。
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★★★協力をお願いしたい方★★★
「矢板の田園景観の魅力発見し隊」への参加を

お願いします！

・高原山と調和した矢板の景観に、魅力と愛着を感じている方
・カメラの得意な方

「とちぎのふるさと田園風景百選」への応募での活躍を
期待！この機会に写真教室を開いても良いよ、という方など
は特に歓迎
・既に矢板市内で景観の美化に取り組んでおられる方

矢板市内には、身近な生活環境を保全、向上させるため
に汗を流しているグループが多数存在しています。そうした
取組から一歩踏み出して、景観づくりのプランニングから参
加して、矢板の景観の魅力を、「点」から「面」に広げてみま
せんか。

～一緒に頑張りましょう！～
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矢板をオンリーワンのまちにしたい
「来て！来て！」と 呼びたくなるよな 我が矢板 を目指して!

「矢板には何もないから・・・」という声を良く聞きます。

しかし、矢板には高原山と調和した魅力的な農村景観
があります。私たち市民には身近すぎてその素晴らしさ
が理解できていないかもしれませんが、そうした景観を
見直して、市外の人に、ついつい、「来てね！」と言える
ような矢板を一緒に目指してみませんか？

大谷貴宏（矢板市税務課）

笹沼和弘（矢板市税務課）

齋藤淳一郎（県障害福祉課）

E‐mail saitouj‐yaita@wave.plala.or.jp
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