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１、事業の目的と概要

１）事業の目的 ~小諸にとって風景資産とは 

小諸市は、浅間山麓に位置する人口 45,000 人の小さな市で、高原リゾート、城址（懐
古園）を観光の柱とする、自然・歴史資産に恵まれた町である。 
浅間山麓の雄大な眺望、千曲川流域の詩情あふれる風景は、島崎藤村はじめ、多くの

作品に描かれてきた。 
歴史の町並みの残る城下町も、坂の町としての美しさに特徴にある。 
苔むした石垣、リズミカルに重なる屋並み、その借景となる寺社の杜、雄大な山々の

峰。狭い路地を抜けたところに、あっと驚く山のパノラマが見える城下町、それが小諸
なのである。 
ここに教師として赴任した、島崎藤村はこの町で自然や風土に対しての心の目が開き、

それはそのまま日本の自然主義文学の誕生につながった。 

実際私が小諸に行って、餓え乾いた旅人のように山を望んだ朝から、あの

白雪の残った遠い山々 ----浅間、牙歯
ぎ っ ぱ

のような山続き、陰影の多い谷々、

古い崩壊の跡、それから淡い煙のような山てんの雲の群れ、すべてそれらの

ものが朝の光を帯びて私の眼に映った時から、私はもう以前の自分ではない

ような気がしました。何となく私の内部には別のものが始まったような気が

しました。 （島崎藤村 「千曲川のスケッチ奥書」より）

若き詩人の心の目を開いた小諸の美しい町並みと風景を、守り育て活かすために、ま
ずは多くの市民が「詩人の心、画家の目」を持ってわが町を見直し、その風景資源を再
認識することが大事ではないだろうか。 
この調査では、市民有志により風景の掘り起こしと、専門家の協力により景観要素の

分析をおこない、小諸らしい風景とは何かを明らかにし、どのようにそれを守り、育て
るべきであるかの提言をまとめた。 
また、この詩情ある風景が小諸の最大の資源であることを考えると、これをどのよう

にまちの活性化につなげていくかも考えつつ、景観の保全を進めることでよりいっそう、
風景保全の目的もはっきりしてくる。よって、本調査では NPO としての「風景のまち
おこしへの活用の提言」も盛り込んだ。 
 
この調査は、今後の小諸市の景観計画策定、およびに風景を活かした観光戦略の基礎

的データとして使用されることを念頭においてまとめた。 
調査を通して、小諸市、大学、地区の皆さん、アマチュア写真家、NPO が協働体制

を組めたことが、次のステップに向けて大変重要なポイントではないかと思う。 
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２）活動の経緯と体制 

（１） 調査準備（平成 18年 10 月~）

・調査の共催についての合意 小諸市（担当・都市計画課） 
・作業チームの結成と進め方についての検討  
作業チーム

 全体プロデュース／NPO 法人小諸町並み研究会（担当・荻原） 
 風景データベースづくり・分析／信州大学工学部土本研究室（担当・小森） 
 中心市街地町並み調査・提案／千葉大学工学部福川研究室 
 進行、分析アドバイサー／松林和彦（都市・建築プランナー）  
 ホームページ、拠点づくり／NPO 法人こもろ情報ひろば（担当・佐藤） 

（２）市民参加による「絵になる風景」の掘り起こし

・市民レポーターの依頼文発送と、参加意思確認、打ち合わせ 
・11 月～ レポーターとの打ち合わせと調査開始。 
＊調査参加グループ／フォトクラブ小諸、浅間写遊会、小諸元気写真クラブ 
・H19 年１月 10 日～ 
「おすすめの風景とさんぽ道の募集」のチラシの全戸配布 
（小諸市の回覧板経路を通して） 

（３）「絵になる風景」要素の分析、景観計画への提案策定

① 調査対象、ベースマップ等の検討~準備作業

② すでにあるデータ、資料の掘り起こし

・小諸市の眺望百選のポイントデータ 
・描かれた風景のポイントを探る（伊東深水、他） 

③ 現地調査

・全市を対象とする写真撮影調査／町並み研究会 荻原礼子 
・市街地町並み調査／市町、六供、田町、古城（千葉大学） 

④ 「絵になる風景調査」データ整理、分析

・データ整理は、信州大学に情報をまとめ、パソコン上でデータを積み上げた。 
・そのデータを見ながら、分析方法、今後の進め方について作業チームでぶれんストー
ミングを行ない、作業分担して分析結果と提言をまとめた。 
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（４）「絵になる風景」たんけん隊の実施（平成 19年の取り組み）

18 年度の調査の中で見いだしたいい風景の地域の中でルートを設定して，実際に歩
いて景観要素を確かめたり、散歩道としてのよしあしを検証した。 
仲間づくりの意味もかねて、NPO の会員や地元の方に声をかけて実施した。 

① 5/26 御牧ケ原の春を訪ねる（参加者 21 名）

② 6/16 川辺集落・野仏の路（参加者 15 名）

③ 10/21 清水湧くワインの里・諸＆ 周辺集落きまま歩き（13 名）

（５）城下町地区の風景資産調査と町並み保全の提案にむけて

① 商都小諸の風景資産リストづくり （町並みデザインブック p10 参照）

・これまで町並み研究会が調査してきた建物の中から、風景資産として保存すべきとお
もわれる建物をリスト化し、その建物が小諸の風景資産として重要である、のでぜひ
残して頂きたい旨を、建物の持ち主にお願いした。 

② 「町並みデザインの作法」をまとめた（町並みデザインブック p16~参照）

・１０年間の歴史的建物・町並み調査の集大成として、街道沿いの町並みデザインのル
ールの提案をまとめた。（千葉大学教授・福川裕一さんが主筆）

③ 町並み調査と提案づくり検討会（千葉大学福川研究室）

・城下町で未調査地区であった市町、田町、六供地区の町並み調査を実施した。 
 （平成 18 年 10/31、11/1） 

 
・町並み調査の成果を地区で発表し、まちづくりについての意見交換会を実施した。 
「市町のまちづくり・意見交換会」 

主催／市町まちづくり推進協議会  
共催／NPO法人小諸町並み研究会、千葉大学工学部福川研究室 
参加者／市町のみなさん 12 名 千葉大 4名 NPO１名 小諸市都市計画課２名 

  
・町並み調査、懇談会の情報を整理し、まちづくり提案をまとめた。 
○市町、田町、六供の景観資源と空間分析

○市町のまちづくりの進め方提案

○中沢川景観魅力アッププロジェクト（案）
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３）「絵になる風景」データの収集と整理 

（１）「絵になる風景」要素の収集と分析方法 

① 風景データの役割

 集めた風景データは、次のような２つの役割を持つものである。 
○「風景ルートづくり」など、観光・まちおこしに活用

サポーター・編集者の印象に残る風景、風景に纏わる物語・いわれ、思い・

感覚的に共感できるもの、主観的な風景も重要な要素となる。
○「景観計画」など、環境保全活動への提案づくり

歴史・文化的資源、自然環境（山地農村、河川）、眺望などの保全すべき
景観、都市の街並み、道路などの創造していく景観、客観的に判断できる
風景。 

② 風景データの整理方法

・風景データは、小諸市が集めた資料や観光パンフレットなどの基礎資料か
ら、現地踏査による調査、市民から募集する「絵になる風景」（後述）、ワ
ークショップでの聞き込みなどから収集した。 

・基本的な風景要素は、小諸市の白図に風景の種類別に位置を落した風景資
源図を作成し、同時に「景観資源リスト」として整理した。 

・市民からの募集やワークショップで集めた風景は、同じ場所であっても見
る方向や見方によってこだわりがあることから、出来る限り全てを風景カ
ード（データベース）に落とした。 

 

景観資源 
リスト 

□景観計画に向けての基礎資料づくり

~方向性の提案

□風景をいかしたまちおこし、

村おこしにむけた提案
 

風景カード 

□分析

・テーマ、地名ごとに分類 
・理由ごとに分類 
・風景ものがたりづくり 

基礎資料 

□基礎資料の収集

・都市計画基礎調査資料 
・観光パンフレット類 
・絵画作品 
・○○百選 
・その他 

⑥眺望・目印景観

⑤歴史文化的・象徴景観

④市街地・集まり景観

③緑・広がり景観

②軸、つながり景観

①基本図(都市計画図)

・山並みなど（小諸市外も含む） 

⑧絵になる風景
市民公募、絵画、眺望百選 

⑦重点エリア
重要な区域の抽出 
 

景観構造図 

データ 
提案 
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(2) すでにある風景データの掘り起こし 

すでに調べられている風景データ、また小諸市在住のスタッフの頭の中にあるものな
どを掘り起こし、地図上で場所を確認した。

① 掘り起こしたデータ

・小諸都市計画図（2004）

・小諸市保存樹木（1997）

・小諸市歴史的建造物保存調査検討委員会『小諸の歴史的建造物 歴史

的遺産を活かしたまちづくりにむけて-』（1992）

・スタッフの意識調査

・小諸市眺望百選（小諸市作成のパンフレット、1999）

② データ整理からわかった、小諸の風景資産の特徴

■骨格となる要素

小諸市は山や緑が南と北に大きな塊として存在し、それらに挟まれるように千曲川が流
れ、生活圏が存在している。基盤となる交通路は千曲川と平行に走っている。千曲川の
左岸は、崖と川に挟まれた狭い土地に複数の集落が存在しており特徴的である。 

■景観資源の分布

城下町であったので、市街地には歴史・文化的資源が密集している。さらに東西に延び
る旧北国街道、東山道沿いにも複数の歴史・文化的資源が見られる。また、眺望のいい
道路が市内全域に散在しており、道路からの眺めが小諸市の景観の大きな特徴の一つで
あるといえる。農地は、畑地利用が多くみられ、斜面が多いことを示している。御牧ヶ
原や、北大井などは雄大な畑地が広がった景色を見ることができる。 

■眺望百選に選ばれている眺望点

33 点中 11 点が千曲川周辺に集まっている。さらに千曲川周辺は、谷になっており、ど
ちらの岸から眺望地点にしても特定の視方向があることが特徴的である。北の高原・山
地のエリアにも視点場が多くみられるが、こちらは近景域に障害となるものが少ないた
め、特定の視方向は定まっておらず、いろいろな方向を眺められる地点が多い。 
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２、「小諸らしい風景」の分析と保全への提言

ここでは、前項のデータの分析を通して「絵になる風景」の要素まとめを、どんな要
素が重要なのか、保全の必要があるのかについて言及したい。

１）小諸市の風景イメージをつくるもの  

 
（１）２つの特徴的な風景イメージ  

小諸の町並みの最大の特徴、そして美しさは、浅間山麓のゆるやかな斜面に立地する
坂の町の景観である。苔むした石垣、リズミカルに重なる屋並み、その借景となる寺社
の杜、そして雄大な山々の峰。町を一歩外れると、棚田や千曲川の崖線の景観が広がる。
小諸市の風景イメージを２つの大きなイメージに分けてみた。

浅間山から下る風景を千曲川と御牧の風景が受け止める

※自然的な風景を表現

・浅間山から千曲川まで下り降りる風景が続く

・小諸のどこからでも柔らかな稜線の浅間山を望むことができる。

・市街地から少し北に登ると御牧を取り巻く緑を背景に千曲川の流れや小諸の街並みを

見渡すことができる。

・また、御牧の奥には北アルプスや八ヶ岳の山並みの連なりが見える。

坂の美しい歴史ある街並みは詩情ある風景を映す

※歴史文化的な風景を表現

・千曲川段丘の上に旧北国街道が通り、この街道沿いに街並みがある。

・重文の本陣問屋を筆頭に、脇本陣、老舗の酒屋や味噌屋明治の銀行の建物、式台と上

段の間のある江戸の庄屋など、様々な歴史的建造物が点在する。

・街道の周囲は緑豊かな寺町で囲まれ、昔ながらの路地、川沿いの緑の小路が楽しい。

歴史・文化的資源、自然環境（山地農村、河川）、眺望などの保全すべき景観、都市

の街並み、道路などの創造していく景観、客観的に判断できる風景。
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（２）風景の特徴別の６つのエリア 

小諸市は、標高 577ｍの千曲川から標高 2568ｍの浅間山まで南北にのびる坂のまちで
ある。この自然地形が自ずと人の営みを導き、今ある風景をつくり出している。
小諸市は大きく６つの風景構造に分けることができる。南北の標高が異なるごとに風

景が変化する。

○高原・山地景観

○集落・高原景観

○田園・集落景観

○市街地景観

○千曲川・集落景観

○御牧が原・田園景観

小諸市の浅間山~千曲川の断面（概念図） 

小諸市の風景構造図
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○高原・山地景観

・前掛山（浅間山）、高峰山の山頂付近、

火山がつくる山肌から高山植物の森

が広がる。

・高峰山頂や前掛山頂からは浅間山火

口や外輪山を望むことができる。

・周りを見渡せば、八ヶ岳、アルプス、

富士山、小諸・佐久平一体の風景が広

がる。

○集落・高原景観

・浅間山から下る自然状態の緑に人の

営みと大きく関わる緑に変化する。

・赤松の植林、森を開拓してつくられ

た牧場が点在する。

・少し下ると高原野菜の畑が広がる。

この畑の背景には緑のカーテン（縁）

があり、その奥に浅間山を見渡すこと

ができる。

・幾つかの谷間には、棚田がつくられ、

日本の棚田百選にも指定されている。

○田園・集落景観

・集落・高原景観と千曲川・集落景観

に囲まれた領域、市街地景観の外周部

に田園・集落景観がひろがる。

・坂のまちであるゆえ、多くの田畑が

棚状につくられている。

・古い集落は、緑を背景に瓦屋根の家

並みが心地よい連続感をつくってい

る。

・所々の段丘は、緑の縁をつくり、田

園・集落景観に変化を生み出している。
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○市街地景観

・小諸城を中心に、旧北国街道沿いに

街並みが形成され、その後鉄道や道路

整備により広がった市街地である。

・本町、与良町などには、歴史的建物

が残り、今なお保存活動によって歴史

的街並み景観を形成している。

○千曲川・集落景観

・小諸の千曲川は、大地をえぐり大き

く蛇行している。

・両側に段丘崖が連続し、深い緑に包

まれている渓谷的な河川景観である。

・集落景観の特徴としては、千曲川の

左岸側に美しい風景の集落が点在す

ることである。古くから牧場（御牧ケ

原）を管理する人々の営みの場である。

・この付近からは、手間に千曲川、田

園とし、奥に浅間山が望める眺望点が

多い。（眺望百選が集中している。）

○御牧ケ原・田園景観

・御牧ケ原の大地は緩やかに地形が変

化し、無数の池と畑地が広がる。

・大地がゆえに市街地の風景は目線か

ら下がり、浅間山からアルプスを望め

られるこの場所は異国的な風景を醸

しだしている。（イーハートーブの風

の森を連想させる。）
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２）地形から生まれる風景（眺望、遠景） 
~視点場／構成パターン／構成要素  

小諸の詩情ある風景イメージは、「雄大な浅間山の斜面と千曲川周辺の起伏ある地形
が生み出している。ここでは、そのような風景を見るのに適している「視点場」の位置
と、視点場から見える風景の要素について、分析したい。

（１）景観計画の中での「視点場」の重要性  
人が見て美しいと感じる風景を計画的に保全しようと考えるとき、「どこから見て美

しいのか」が重要である。その場所を「視点場」と呼ぶ。小諸の景観計画では、視点場
にについて以下の２つの役割りが考えられる。

【視点場の掘り起こしと活用 ~郊外の風景計画の視点】

・魅力的な「視点場」のある場所を掘り起こし、美しい風景の見えるエリアとしての保全を

考える。（見える対象までの間に景観阻害要因となるものをつくらない、など）

・いい風景の道を、ドライブやツーリングの道として位置づけていく。

・魅力的な視点場を活かした施設づくりや散策ルートづくりを考える。

【視点場を設定して町並みのルールを考える ~城下町の景観計画の視点】

・小諸の城下町の特徴として、「浅間山、アルプスが見える」とか「周囲の寺町の緑が見え

る」などの要素がある。ある視点場からそれが隠れないように、

建物の高さを規制する自治体も多い。

例／駅から山などが見えるよう、建物の高さ規制をする。

●市民が選んだ「視点場」  
昨年 11月から一年間「絵になる

風景調査」で集められた写真と、
数年前に作成されたパンフレット
『小諸市眺望百選』に掲載されて
いる写真、それらの視点場を小諸
市全域に図プロットしたところ右
図のようになった。撮影者の好み
などもあるだろうが、千曲川沿い
や旧城下町エリアが視点場として
多く選ばれているようである。

図「眺望百選」と 
   「風景レポート」の場所 
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（２）応募写真、眺望百選に見る風景の構成要素 

応募していただいた写真と眺望百選の写真を KJ 法を用いて分析した結果、下図のよ
うに分類化することができた。
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（３）「小諸らしい風景」の基本パターン 

ここでは単純に地形と土地利用（樹林、田畑、集落、など）の風景構造の分析から、
「小諸らしい風景」のパターンを絞り込み、保全の方向性を提案したい。

・ 浅間山を借景にし、近景に季節感を感じることのできる田園が広がる風景。

・ 曲がりくねった千曲川の流れと、対岸の崖および斜面の緑を眺める風景。

この二つの風景は、多くの視点場から撮られている。
千曲川の流れを写している写真の視点場は千曲川周辺に限られているが、浅間山を借

景にした風景は小諸市全域に視点場が散らばっていることがわかる。

■浅間山を借景＋緑のふち＋季節を感じる田園

下の写真は、浅間山を借景にし、近景に季節感を感じることのできる田や畑などの田園が広
がる風景である。この風景では右の説明写真に示すように近景に広がる田畑と遠景に聳える
浅間連峰が同時に目に入り、その間を帯状の緑が要素としてあげられる。 

■千曲川の蛇行した流れと対岸の崖、緑

下の写真は、千曲川を河岸段丘からみた風景である。曲がりくねった千曲川の流れと、対岸
の崖および斜面の緑を眺める風景である。
千曲川が真っ直ぐではなく、蛇行している。川の両岸には、川のうねりに合わせるように段
丘上の農地や崖や緑の林が広がっている。この両川岸の緑が帯となって、川の周辺の自然的
な風景と、その先に見える市街地の風景とを切り取っている。蛇行する千曲川の先には浅間
連峰も聳えている。
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（４）「小諸らしい風景」の保全のポイント 

これまでの分析から、小諸らしい特徴的な風景を保全するためのポイントをあげるこ
とができる。小諸市全域でこのような保全策をとることはできないが、守りたい、活か
したいエリアや視点場を定めて、景観ルールを考えていきたい。

①シンボル（浅間山など）を隠すような建物や看板の建て方はさける

視点場からの山の見え方に配慮し、建物や看板の大きさのルールをつくる必要がある。これ
は、浅間山だけに限らず、地区ごとの魅力ある風景のシンボルとなっている蓼科山、アルプ
ス、飯縄山などの借景を守るためのルールが必要である。

②重要な視点場の前面の田園を、面的に残す

観光的に重要な地点を視点場として設定し、その全面に広がる田園風景を壊さないような保
全策を講じる。（保全エリアの指定、地区による保全の努力、等）

③「緑のふち」が途切れるような開発はさける

浅間を背景とした風景も千曲川の風景も、ともに近
景と遠景の間に帯状に広がる緑がある。この中継域
の緑の帯が、近景域と遠景域の土地を分けながら、
視覚的につながらせている非常に重要な要素である
ことが分かる。
地図で帯状の緑をなぞってみると、浅間サンライン
以北に東西軸に鋸歯状にみられる他、御牧ヶ原を囲
むように帯がみられる。また千曲川の両岸にもみら
れる。
すなわち、小諸市を東西に横断する浅間サンライン
や、御牧ヶ原を横切る千曲川ビューライン、または
千曲川の川沿い、こういった場所からの眺めに緑の
ふちが見られる。
これは地図上で作成したものなので、ミクロにみて
いけば、市街地周辺や集落周縁に小さな林や、公園
などがあり、そういった小さな緑の塊も緑のふちと
なりうると考えられる。

例）もどり橋から懐古園・浅間山

県営住宅が景観を阻害している

 

例）与良の「虚子の散歩道」からの

浅間山。田んぼの保全が必要な例。
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風景構造の中で重要な「緑のふち」を、緑地として保全していく必要がある。
重要な風景要素となっている「緑のふち」には、そのラインが分断されるような建物等を
建てないなどの配慮も必要である。
 
緑の崩壊シュミレーション／緑のラインを分断する大きな建物の例（合成写真）

２）小諸ならではの自然景観の要素 
 
（１）千曲川の岸辺、河岸段丘の崖を、自然の姿で保全する 

~「千曲川旅情の歌」の風景の保全

島崎藤村の旅情をかき立てた千曲川河畔の自然護岸は、崖線に囲まれているために開発の手
が届かず、市街地のすぐ下の河川でありながら自然の川の景観を保っている。しかし、ほっ
ておいてそれが保たれるという保証はないので、河畔の開発の規制や河川改修などの際にも
自然の姿を保つためのルールが必要である。
また、懐古園から望む千曲川の河川敷での砂利採掘、ゴミの集積などは、景観破壊要素とし
て考えるべきである。
加えて、すぐに改善は難しいが、千曲川の水量が少ないのは景観上も水質悪化の点からも考
えなくてはいけない課題である。
市民がもっと川に近づく、川で遊ぶような機会を増やすしかけをしながら、川の保全と活用
を考えたい。小諸の大きな財産であり、全国的に小諸を有名にした千曲川を活かさない手は
ない。
 
千曲川ごしに浅間山を望む 懐古園の展望台から千曲川を望む
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（２）崖線の景、目印の岩 

浅間山の火山灰の大地を千曲川が削ってできた川沿いの崖は、小諸の風景の大きな要素とな
っている。
町側の崖線は、山からの流れの速い川筋に掘られて複雑な田切地形を形成し、それを利用し
て小諸城（懐古園）が築かれた。
懐古園展望台からの御牧ケ原側の崖線も独特の景観をなし、崖の鼻に立つ布引き観音や宮沢
の金比羅社など、名所となっているポイントもある。
千曲川にも崖の切り立つ箇所が多く、大杭のなぎなた岩など、渓谷美とも呼べる美しい景観
を見せている。
 
大久保橋から望む崖線

 

 

 

 

 

 

 

（２）標高、地質によって違う樹林の景 

~四季の美しい高原のカラマツ林、河畔の崖線の自然林 

観光地小諸の魅力を客観的に考えると、雄大な山麓二広がる高原の風景は重要な要素である。
１０００m道路以北に広がる、四季折々のカラマツ林の美しさ、牧草地や高原野菜の広い畑
とカラマツ林のリズムは魅力的な風景である。
千曲川周辺も、その地形の厳しさから自然のままの広葉樹林帯として残り、新緑や紅葉の美
しさを生み出している。
御牧ケ原大地は、田園風景をふちどるようにアカマツやカラマツのこんもりした樹林が見ら
れる。乾燥し粘土質の御牧ケ原なりの植生であると思われる。

 

（４）空の広がり、雲と風の風景 ~旅情を感じさせる風景要素 

小諸の風景資産として特記すべきなのが、山麓の町ならではの空の広がりと、風が吹き抜け
るさわやかさである。
そして、佐久平から千曲川沿いに流れる風が浅間山系にぶつかり、実に多様な雲の形を生み
出す。このたぐいまれな雲の美しさは、詩人・島崎藤村の旅情をかき立て、藤村は小諸にい
る間、熱心に四季折々の雲の記録を文章でスケッチし「千曲川のスケッチ」の付記として研
究レポートをまとめている。
また、アルプスに落ちてゆく夕日がその雲を染めるときの美しさも格別で、夕映えも自慢の
ひとつとなる。
流れる雲、美しい夕映えをゆっくり楽しめるスポットをつくり、PR していくことができる
とよい。

布引観音の岩には白い筋が見える 
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４）小諸らしい町並み、田園の風景 
 

 
（１）坂の城下町／視点場と風景要素 

 
①山並みの見える場所、田園風景の美しさ

小諸の城下町の他の町と違う魅力は、標高の高い浅間山麓の斜面に立地し、城が町の下にある（穴
城）という点である。
下の図の赤い線より上からは、坂道の下がった目線の先に御牧ケ原台地が広がり、高くなるほど
アルプスがくっきり見える。
浅間山の視点場は、小諸城内（城郭の上、旧田島陶器店横）と、尾根に立地している本町の裏か
ら中沢川をはさんで田町の町並み越しに眺望、与良の虚子の散歩道から田んぼごしの眺望である。
北側の台地へりの町屋館裏と台地の鼻である健速神社からは、アルプスの遠望できる。また与良
の虚子の散歩道からは蓼科山も遠望できる。（蓼科山を詠んだ虚子の句碑が建つ）
本町は槍ヶ岳、荒町は飯縄山が、道の先のアイストップと
なっている。
田園風景として残すべきは与良の田んぼがあげられるが、
市町うらの谷部の畑も保全活用により市町の魅力づくりの
一環となることが考えられる。
千曲川崖線上の眺望店として、懐古園の展望台２カ所、小
山敬三美術館の裏（眺望百選）があげられるが、後者は残
念ながらアトリエ建設により視点場としての価値を失った。

本町・丁字庵わき権現坂 



 １８ 

② 地形に沿った坂道と屋並みの美

小諸の豊かな地形に沿った城下町の道は、多
様な表情を持つ。
まちごとに曲がり角（クランク）のある街道
の目線の先には、山や神社の杜が見え，歩く
人をはげます。
脇道、裏通りの路地は、微地形に沿ってカー
ブし、美しい町並みをつくっている。

③町を包む寺町の緑、歴史ある巨木

寺町には、樹齢３００年くらい
のケヤキなどの杜があるが、表
通りから見えないのが残念であ
る。
右の写真の健速神社は、アルプ
スの見える視点場であり、大木
と風情ある橋の魅力スポットだ
が、手前にスケールの大きな公
民館があり、残念。

④地形に沿った小径

（市町裏町、中澤川沿い、大日小路）

江戸時代からある城下町の周囲
の小径沿いの中でも、この３カ所
は、緩やかなカーブにそって古い
町並みが残り、観光的にも散歩路
としてたいへん期待できる。
重点的に町並み保存に取り組む
べき道である。

⑤「お城の杜（懐古園）」の中心性

懐古園の崖を天然の要塞とした、全国でも珍
しい「穴城」（城下町の下に城がある）の杜が、
小諸．城下町の中心である。
町の中から、できるだけその杜、その背後の
山並みが見えるような工夫をし、都市構造の
魅力をアピールしたい。
大手の杜、小諸駅の整備の際は、ぜひこの視
点を重視していくべきである。

本町・光岳寺前（昭和 59年） 

右・海応院うらのケヤキ 

右・市町裏町 

下・六供。健速神社 

下・常盤橋から川沿いの町並み 

大手門から本丸方向を望む 
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挿入・集落・田園風景の図 
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（２）印象的な集落風景 
 
小諸の集落のほとんどをまわり調査した印象か
ら、いくつかの集落が印象に残った。
ただし、まだすべての集落をまわったわけではな
いので、今後さらに調査を進めたい。
評価ポイントの例／

・古い町並みが残る。坂道沿いに並んでいる。

・借景として山並みが眺望できる

・周囲の田園風景が美しい。

・石垣、花などの咲く小径がある。

・シンボルとなる寺社がある。

・集落がまとまっている。

①郷愁をそそる千曲川沿いの集落 久保、宮沢

千曲川沿い西側に張り付くいくつかの集落は、御
牧ケ原台地を耕作地とし、麓に固まって居住集落
を形成している、たいへん特徴的な生活構造の集
落群である。崖や急斜面と川の間にあり、斜面が
きつい集落ほど屋根並みや眺望が美しい。また道
も曲がりくねっている。その視点から見ると、久
保、宮沢が最も特徴的である。この二つの集落は
対岸から遠望しても大変美しい風景である。
（「千曲川のスケッチ」に、藤村が水明楼から対
岸の集落を見て郷愁をかき立てているくだりが
ある。）
●風景保全のポイント／現在の黒っぽい瓦の屋

根の風景の維持（カラーコントロール）、坂の小

径の石垣や蔵の保存など。

②八ヶ岳を遠望する斜面の集落 菱野、本郷

菱野は、山懐の斜面にまとまった屋根並みがを見
せている。集落の中は、石積みと伝統的農家の町
並みがよく残っており、眺望としては手前の農地、
小諸市街、八ヶ岳の遠望が広がる．周囲に棚田が
残り、一体的に特徴的な集落景観をつくっている。
本郷は、たいへん急なメインストリートの両側に
大きな旧家の町並み、その先に蓼科山を望む、大
変特徴的な風景である。
本郷には、画家・白鳥映雪の住んでいた家がある。
またこれらの集落は、サンラインを視点場として
仰ぎ見る「集落と浅間山の風景」としての重要性
もある。
●風景保全のポイント／屋根の形と色のルール

を決めることで、下から見た集落景観の美しさを

維持することができる。

久保集落と浅間山 

崖の上の神社から望む宮沢集落と浅間山 

菱野から蓼科山 

本郷・旧家の町並み 
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③古代から人の住む山ふところの水の郷 諸

飯縄山の麓の美しい水が豊かに湧く集落で、周辺
の畑の中には古代の古墳が点在し、小諸の発祥の
地であることが伺える。なんといっても弁天の清
水がポイント。マンズワイン～ぶどう畑（古墳群）
～飯縄山を一体的な諸エリアとしてとらえてい
く必要がある。その視点で見ると、畑の真ん中に
周囲の景観と調査しない JAビルがスケールポー
バーであるのが残念である。
●風景保全のポイント／諸集落の中の水路の蓋

をあけ、豊かな水が見えるようにしたい。

巨大なビルなどが立たないような規制が必要。

飯縄山の斜面林の保全を進める。

④街道の町並み 平原、西原

平原は、小諸市内で最初に町並み協定を結んだ集
落で、街道沿いの町並みがよく残っている。
ただ、単調な尾根の道路沿いに長い距離に集落が
広がっているので、魅力づくりの視点からは、何
か核となる場所をつくるとよいかと思われる。
西原は、国道に近いこともあり、古い町並みが失
われつつあるが、旧家の門や古い神社などは点と
して残っている。
●風景保全のポイント／比較的まっすぐで広さ

のある道に沿った集落なので、ランドマークとな

る大木、寺社を大事にし、沿道の門や塀、蔵、庭

木を保存していくことがポイントか。

⑤江戸の開拓地の集落 森山、御影

江戸時代に，小諸市の南西の平地が新田として開
発され、古い特徴的な集落となって残っている。
御影新田は天領であり、現在も陣屋や用水等の歴
遺産が残る。町並みが連続して残っているのでは
ないが、通りと垂直にいくつもの道をつけ、そこ
に入っていくと大変大きな民家も点在する。
集落の周囲には広々とした田んぼと浅間の眺望
が広がり、特徴的な集落となっている。
森山は、小諸の独特の地形である田切地形の谷と
谷の間の台地に立地する。大変立派な旧家が点在
し、町並み景観を形成しているところもある。
周辺の台地上には、明治時代に木村熊治の勧めに
より広がったという桃の畑が広がり、春には美し
いピンクの花が広がる。桃缶工場跡なども残って
いるという。（今回の調査では未確認）
●風景保全のポイント／歴史的建物の調査を行

い、旧家を保存していく働きかけをすすめる。

史跡をまちづくりの中で活かす努力をする。

諸の集落と JAビル 

森山には旧家が並ぶ 

天領の陣山のまちかど 
（公共施設のデザインに配慮をしている） 

平原の町並み 
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（３）特徴的な田園風景 
 
小諸市内には、地形、地質、集落の歴史などから
生まれた特徴的な田園風景がある。
周囲の山や樹林、集落と一体となった風景、四季
の美しさ、そして収穫したものを味わう楽しさが
ある。小諸の特産品づくりと一体に、特徴或る田
園風景をまちおこしに活用していきたい。

① 菱野の棚田

全国棚田百選に選ばれた風景で、八ヶ岳と菱野の
集落を望む美しい風景。しろかきの頃の水の景、
青い稲、黄金の稲、それぞれ美しい。また、先人
が積み上げ、守られてきた石積みの美しさが今後
も保たれていくことが望まれる。
上の方では休耕田も目立つが、NPO浅間山麓国際
自然学校が,保全に向けた取り組みをしている。

② 千曲川周辺の田園と崖

千曲川のスケッチの原風景を残そうとすると、千
曲川周辺の田んぼの保全は大変重要な課題とな
る。散策型まちおこしを今後進めようとなると、
懐古園から足を伸ばし、このエリアを歩いてもら
う、自転車でめぐってもう、という取り組みが大
切になる。まずは、建物が建たないようにするこ
と、そして休耕田をふやさないことが必要である。
水路や農道をコンクリートで整備しないなどの
配慮も進めたい。

③ 池と森のある田園風景・御牧ケ原

御牧ケ原の不思議な魅力に取り付かれている人
は、少なくない。水が確保できなかったために古
くからの集落がなく、農家がぽつぽつと点在し、
樹林の中には別荘が開発されている。
台地上なので、浅間山、八ヶ岳、アルプスのパノ
ラマが楽しめ、ゆったりとうねる地形に、池と田
園と森の風景が広がり、北海道の富良野などの風
景に近いものがある。建物の色や形のコントロー
ル、コンクリートにより整備を避けるなどの配慮
をおこなうと、さらに魅力的なエリアとなってい
くと思われる。今後、開発が進む可能性もあり、
風景をこわさない開発ルールも必要である。
小諸の特産品の白土ばれいしょのとれる粘土質
の台地は、何をつくってもおいしいという。特産
品と相乗効果を持たせて、美しい風景をまちおこ
しに役立てていきたい。 御牧ケ原の池 

 

御牧ケ原の粘土質の畑 
 

懐古園崖下の田園 
 

菱野の棚田から八ヶ岳を望む 
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④ 高原野菜とカラマツ林

浅間山の南斜面の標高 1000m付近には、牧草地、
高原野菜畑が広がり、佐久盆地ごしの八ヶ岳が遠
望できる。また、カラマツ林が風景のアクセント
となっている。この風景を眺められる場所を工夫
し、もっとアピールしていけるとよい。

⑤ 諸のぶどう畑

マンズワインの周辺のぶどう畑も眺望がよく、天
気の日には富士山も見える。畑の中に、古墳や平
安時代の物語を秘めた遺構などが点在し、この土
地の歴史を感じさせる。
マンズワインを起点とした諸の弁天の泉までの
散策コースをつくり、ワインと食と風景を楽しめ
るスポットになるとよい。

⑥ 森山の桃畑、松井のりんご畑

５月の連休の前後に、森山、三岡付近はピンク色
の桃の花で埋まる。千曲川ビューラインからその
風景を楽しめるが、車を止めてゆっくり眺められ
るスポットがあるとよい。
松井のりんご畑は、観光農園などもあり、花の季
節，実の季節に十分楽しむことができる。

⑦ 高原のそば畑

小諸は、そばの町で売り出そうとしている。そば
関連のパンフレットにはよく、そば畑と浅間の風
景が掲載されている。今回の調査では、そば畑の
ベストスポットを発見することができなかった。
ぜひ、うまいそばとそば畑の風景を味わえる散策
コースづくりを考えたい。

●風景保全のポイント

農地の保全は、まず耕作する方の努力があって成

り立つ。小諸市の休耕田の割合の高さを考えても、

農地の保全は大変な課題となっている。

農業政策、特産品おこしなどと観光が連動しての

農地保全・風景活用の多様な取り組みが望まれる。

また、そのような位置づけの中で、これまでの機

能第一でコンクリートを多用した農耕地整備を

見直し、風景と生態系を壊さない配慮ある整備手

法に取り組んでいくことも課題となってくる。

また、花の咲く農作物は、面的な広がりのお花畑

を生み出し、観光資源として人気が高い。休耕畑

での菜の花栽培などで、風景資産を増やしたい。

1000m道路より八ヶ岳を望む 
 

諸のぶどう畑より富士山方向 
 

千曲ビューラインより桃畑と浅間 
 

大杭の道沿いの菜の花畑と浅間 
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５）風景の魅力をつくる点景 
 
ふだん暮らしている自分の町は、見慣れすぎてそ
の魅力が見えなくなり、知らぬ間に失ってしまう。
むしろ、よそから来て町歩きやツーリングを楽し
む人が、魅力的なものに目をつけることができる。
散策観光にとっての魅力づくりを考えることは、
まちの原風景を大事にすることにつながる。子ど
も達の心に刻まれるふるさとの風景を育てる意
味からも、まちかどの点景をつくるもの、四季を
彩る花などを地域で大事に守り育てていきたい。

（１）城下町、集落の心に残る点景 
 
魅力を感じる点景とは／

・昔の人が力を合わせて建設し、多くの人の手で

守られてきたのもの。コミュニティのシンボル。

・ 昔の人の祈りや悲しみや優しさが込められて

いるもの。物語を感じるもの。

・ 工業製品ではなく、石や木や藁で丁寧につくら

れたもの。

・憩いの場や心地よさを提供する空間。
 
① シンボルの「寺社」（山門.石段.屋根.大木） 
城下町の道の突き当たりには、必ず寺社が配置さ
れ、通りのシンボルとなっている。
山ふところの農村集落では入り口の高台にある
社が、平地集落ではメインストリートの突き当た
りに、コミュニティのシンボルとして置かれてい
る寺社が多い。
風景要素として重要なのは、こんもりとした杜、
古い石段、遠くから目印となる三角の屋根である。
目立つ所をコンクリートにしたり、大きな看板を
立てると風情を損なう。また杜や屋根を隠すよう
な建物等が周囲に建つと、シンボル性が失われる。

② ランドマークの「大きな木」 
大きな木は、「意志を持って守られてきた」という
ことであり、たいてい社などとセットで残る。
懐古園、寺町の大ケヤキの中には、江戸時代から
の樹齢 400 年くらいのものも多数あり、町のシン
ボルとなっている。また集落を見下ろす寺社のサ
クラやイチョウ、農家のカキは日本の原風景であ
ろう。この地方ならではの特徴ある樹形の木とし
ては、クルミなどがあげられる。
小諸市は樹齢が高いものは保存樹としてリストア
ップしているが、景観計画の中では、特に風景要
素として重要な木を保全の対象としていきたい。

西原・西光寺 
 

大手・大塚酒造.結城神社の大ケヤキ 
 

糠地・智妙院のしだれ桜 
 

田町・健速神社 
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③ 坂の町を印象づける「石積み、石段」

小諸は坂の町である。城下町、集落には様々な石
積みが築かれており、重要な風景資産となってい
る。懐古園の天守台に象徴されるように、デコボ
コし苔むして隙間にシダが生えるような石垣が
小諸らしい。むやみにコンクリートで固めてしま
うと風景資産としての価値は損なわれる。
同じく、神社や屋敷内の石段なども、長い時を経
て「絵になる風景」となっている。その味わいを
大切にしていきたい。            

④思い出に刻まれる「橋の風景」

映画「男はつらいよ」の中での石橋、JR の宣伝
ポスターで吉永小百合がたたずむ大杭橋。
古い橋には、誰もが物語を感じる。
橋の欄干とたもとの風情、そして橋から眺める川
の風景。この二つが、風景資産としての橋づくり
のポイントである。
大久保橋の古い橋げたなど、近代土木遺産として
価値のある物の保存を進めたい。

⑤みちばたの「石仏、ほこら、お堂」

城下町歩きでも、野の道の散策でも、路端のお堂、
石仏に出会うと、道の歴史、先人の心に思いを馳
せ、タイムスリップすることができる。
石仏の価値はそのモノではなく、コミュニティの
境界や人の営みを伝える意味を持つという点な
ので、祀っているものと置かれた場所や向きに意
味があるので、できれば移さずにおきたい。
道祖神、水神などにまつわる行事などを復活させ
ることは、ふるさとづくりの活動の柱になりうる。

⑥ 近づきたくなる「水場」

小諸は水場の多い町ではないが、城下町の中澤川
沿いに２カ所、赤坂に１カ所、諸集落に有名な弁
天の清水、などがある。きっと掘り出せばもっと
あるだろう。水場の魅力は大きい。周囲の風景を
保全し、憩いの場として残していきたい。

⑦ 郷愁をそそる「火の見櫓、街路灯」

かわいい三角屋根の火の見櫓、消防の鐘、昔の道
にある裸電球で傘の付いた街路灯。レトロなコミ
ュニティのシンボルであり、心に残るふるさとの
原風景である。外にも昔の郵便ポスト、カンバン
など、レトロ系の風景資産も再発見して意識的に
残していきたい。

久保・石積みの道と蔵 
 

乗瀬の石仏と浅間 
 

諸・弁天の清水 
 

六供の清水 
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（２）花と緑の風景 
町や村で散策を楽しむとき、沿道に花が咲いてい
ると優しい気持ちになるものだ。
旧家の町並みも大事だが、そこに住む個人やコミ
ュニティの手により育てられる四季の花々は、魅
力づくりの大きな要素となる。

①桜、紅葉などの四季の名所

懐古園の桜だけでなく、○○の○○と名のつく花
の名所はたくさんある。
今後それをリストアップし、紹介していくととも
に散策コースづくりに盛り込んでいけるとよい。
また紅葉の名所も調査して、活かしていきたい。

②庭先の花

町歩きで沿道のお宅の庭先の樹木や花は、「絵に
なる風景」の魅力の要素である。
散策ルートなどを選んだら、できればその沿道の
方に楽しんで花を育てていただけるとよい。四季
折々の表情を持つ道は、何度でも歩きたくなる。

③街路の植樹、花による修景

商店街やまちづくり協議会などの地域が力を合
わせての花と緑の修景が広がっている。今後もさ
らにこの活動の輪が広がるよう、またより魅力的
な街路樹や花の修景についての技術向上がされ
るように交流や支援のしくみがあるとよい。

④田園風景の中の花

田園風景の項でも書いたが、休耕田を荒れたまま
にせずに、菜の花を植えたりできるとよい。レン
ゲやタンポポが一面に咲く様も風物詩である。
また、畑の片隅やあぜ道に花を育てるなどの心遣
いは、歩く人もよろこばせてくれる。

⑤道ばた、川ばたの緑（土の道、石垣）

コンクリートで三面固められた道には，草もはえ
ない、花も咲かない。
近年では、土木事業も自然工法によるものが発達
している。道づくりの際にも、地域の人と話し合
いながら、できるだけ土を残していけるとよい。

井子・旧家の前のガーデニング 
 

布引き観音の桜 
 

与良・虚子の散歩道の石積みと花 
 

与良・水路ばたの花 
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４、「絵になる風景」を活かしたまちづくりに向けて 

これまであげて来たような小諸の風景資産の保全は、以下のような目的を定め、ま
ず地区住民、市民全体、関連する団体や NPO、そして市職員が共有し進めることが
大事である。この目的は、町並みの保存克つようにも共通するものである。
●住民の暮らしを心豊かに、快適なものにする。

●子供達の心の原風景を豊かにし、住みたいふるさとをつくる。

●地域ぐるみで取り組むことで、ふるさと意識を共有し、人のつながりをつくる。

●地域の魅力アップにより、散策観光を呼び込み、地域おこしにつなげる。

具体的な風景づくりの全市的な取り組みとしては、以下の三つの柱が考えられる。 
１、 景観法に定められた「小諸市景観計画」を策定する中で、地域住民の地域への

愛着を呼び起こし、市民主体による風景づくり、家並み保全を進める。 
２、 今後の市全体の地域おこしとして、風景を活かした観光を重視し、ルートづく

りや観光サービスを起こしていく。

３、 上記の目的にそって、公共事業の際に風景を守るようなデザインへの配慮や、

風景を活かす公共施設づくりを進める。また民間の店や施設も、風景を活かし

た魅力的なものが増えるように観光協会、商工会議者なども協力体制をつくる。

上記の３つの柱について、以下にそれぞれ提言をまとめたい。

１）「景観計画」に期待するもの 
小諸市の風景資産は、全国がうらやむものであり、もっとも重要な町おこしの資源
である。しかし、現代においては、風景を壊す開発や行為、伝統的建物の喪失、人
の手で手入れのされた田園風景の荒廃、道ばたの文化財の散逸など、風景をそこな
うさまざまな課題が待ち受けている。しかし、それはすべてわれわれの暮らし方や
地域への愛着のありようが反映した結果であると言える。
まず、住む人みんなが地域の魅力を再発見し、それを守るルール、育てる方法を考
え、実践していく。それを行政は法的に位置付け支援策を講じていくのが「景観法」
の理念である。その基本に立ち、また小諸のまちづくりにつながる手段として、小
諸の景観計画は以下の点を大事にして策定すべきであろう。

●トップダウン（コンサルタントなどの計画案を一方的に説明するなど）ではなく、

ボトムアップ型で進めたい。基本的な重点地区の選定については、専門家と市が

ワーキングを積み重ねて案をつくり、市民にも投げかけて協議していく。

●つくり続ける、段階的にバージョンアップする計画フレームであることが重要。

はじめは大きな方針や、重要な地区の選定などを行ない、その地区内の仔細な計

画については住民参加で時間をかけて進める必要がある。

ただし中心市街地、平原などのすでに協定がある地区は、具体的な検討が可能で

あるし、緊急を要する課題については速やかな対応が必要。

●「景観計画」は、小諸の将来にわたる風景づくりの憲法である。

他の自治体の右へならえの内容ではなく、「詩情を感じる風景」や「絵になる風

景」など、小諸の独自の資産を守り育てるような内容であってほしい。
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２）風景を楽しむ「めぐり道づくり」の提案 
風景資産の活用の方法のひとつとして、ここでは「めぐり道づくり」を提案したい。

小諸市では、平成 11 年に市民公募情報をもとに眺望 100 選として３３の眺望ポイン

トを選定し、その継続事業を検討しているが、そのままの継続では課題も多く、さ

らに一歩進んだ風景の活用アイデアが必要であると感じる。

（１）眺望 100 選の課題

・「眺望」という切り取りだと、遠景の眺めがいいところしか対象になっていな

い。眺望だけなら、３３箇所で出つくした感がある。

・中心市街地エリアは対象となっていなかったので紹介されていない。

・点在するポイントは、パンフレットや HP に掲載されていてもアクセスが難し

いところが多く、観光ルートになりにくい。観光資源として活用されていな

い。（現在はパンフレットも在庫切れである）

・ 選定された場所に、その後、木が生い茂って眺望が阻害されている箇所も多

い。地区との恊働による維持管理のしくみ等が必要。

（２）風景をいかしたまちおこし作戦の提案

小諸市の観光の最大の資源が「風景」であることを考えると、単にポイントの

選定や紹介にとどまらず、もっと多面的なまちおこし戦略として多面的な取組

みがなされるべきであろう。

上記の眺望 100 選の課題もふまえ、小諸市としての「風景を活かした観光」の

方向性を以下に整理する。

①「観光客が訪ねたくなる」ような、情報発信

・ ウォーキングやツーリングを想定して、風景・歴史資産を結んだコースを開

拓し、魅力ある名称をつけて宣伝する。（城下町のコースも含む）

・ コースを利用した自主イベントを企画する。（ツーリングイベント、スケッチ

イベント、健康ウォーク、等） 旅行会社、旅館、しなの鉄道などにもコー

スの利用を勧める。

・ 歩いてみたくなるような魅力的な案内マップ、ホームページを用意する。

② 市の景観事業とつなげて、風景めぐりのコース整備をする

・ コースの選定や整備~美しい風景づくり~維持管理の努力は、地元合意と協

力が不可欠である。「景観計画」の策定とつなげて、市民参加によるルート選

定、地元合意と協力によるルート整備の体制づくりを進めたい。

・ 風景の保全計画と合わせて、駐車場、サイン計画、トイレ・お休み処の整備

が必要となる。

・ 特に、現在放置されている千曲川河畔の風景の保全、ルート開発、公園の整

備などを考える必要がある。
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③旅のサポートサービスと移動手段の確保

・ 観光案内、観光ガイドなどが、風景めぐりをサポートできる体制をつくる。

・ 地元での受け入れ態勢、関連事業などを生み出す。（例／与良、本町の協議会

で町環施設を拠点に町歩き案内、交流プログラムを提供する、など）市がそ

れを全市的にまとめて、全国に発信する。 

・ 循環バス、タクシー、レンタサイクルなど、移動手段を考える。 

（３）風景めぐりのルートの案

風景めぐりのルートとしては、これまでの調査であがって来た風景資産のまと

まっているエリアから、実際に歩いて気持ちよく、美しい道。交通や施設があ

る程度の受け入れ態勢のある場所を選んでいく必要がある。

以下に、ルート案を考えてみた。

（里を歩く）

ルート案１ 御牧が原／美しき台地・田園と森の詩

ルート案２ 川西集落／野仏の路

ルート案３ 千曲川河畔東岸／千曲川旅情の路

ルート案４ 諸／弁天の清水と古代史の路

ルート案５ 菱野／雲ながれる棚田と村の路

ルート案６ 森山／桃の里と豪農の町並み 、他

（城下町を歩く）

ルート案１ 商家の町並みと中沢川沿いの路（本町、田町、六供）

ルート案２ 寺町めぐりと小諸商人物語（光岳院~八幡様）

ルート案３ 虚子のさんぽ路（与良） 、他

（サイクリングコース）

＊ 風景のいい場所をアップダウンの少ない路でつなぐ。

＊ スタート＆ゴールとなる起点の場所が必要。
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３）風景に配慮し、風景を活かす施設計画 

 
今回の調査の中で、風景の阻害要因となっている、もしくはもっと風景を意識して
つくれば魅力倍増であったであろう公共施設や民間施設が数多くあった。
また、風景に配慮のない施工により、歴史的な風景が味気ないものになってしまっ
ている例も多かった。
今後の風景づくりの中で、そのような阻害要因や反省点を洗い出し、活かしていく
ことが望まれる。

以下に、この報告書の中でもふれているものを、具体例としてまとめておきたい。

・千曲川河畔、中棚荘下の県営住宅は、千曲川沿いの風景の連続性の阻害要因

となっている。

・千曲川河畔の砂利採掘、およびゴミ集積場／懐古園展望台から見える千曲川

の雰囲気を壊している。

・小山敬三美術館よこのアトリエは、３つある千曲川眺望点の１つに作られて

いるが、残念ながら川を望むことに対するデザイン的な配慮が全くなかった。

これにより眺望 100 選のひとつが失われたといえる。

・諸の集落の中に、スケールの大きな JA ビルが建ち、飯縄山と集落の風景の阻

害要因となっている。

・城下町の遺構の修景の際に、歴史的石積みの間にコンクリートを流してしま

った例が見受けられる

それぞれ、建設、施工時の事情もあろうかと思われるが、今後は「風景を大
事にする」というコンセンサスを全市で共有していけるようなガイドラインが
風景計画に盛り込まれるなど、なんらかのルールづくり、マニュアルづくりが
必要であろう。
また、風景を活かした魅力的施設が評価を得ていくことで、建設事業にかか

わる方の意識を高めていくことも大事である。その意味では長年継続されてい
る、「小諸宿の会」による、景観賞などの取り組みも効果的である。

いずれにせよ、景観計画によるルールづくりとともに、実際のものづくりの
現場で、市民、業者、行政が共に議論し、評価していくような仕組みづくり、
機運づくりを進めていきたい。


