
 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光地域における空間形成プラン作成の手引き 
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はじめに 
 

 

観光地域における空間づくりを図る上では、地域の文化・歴史・自然等に根付いた地域

ならではの世界観、すなわち観光地域が目指すコンセプトを来訪者に感じてもらうことが

重要となります。そのため、観光地域全体もしくは観光地域内の特定の場所において、地

域固有の文化・歴史・自然等を地域の方々が共有し、連携・協力することで良好な空間形

成を図ることがこれからの観光地域づくりを進める上でとても重要な視点となってきます。 

 

この手引きは、地域の関係者等が連携・協力することで現状の課題を抽出し、経済的・

時間的な制約等があるなかで良質な空間形成を行うための基本的な取組み手法や課題解決

のための具体的な手法等について整理し、地域において活用できることを目的として作成

しました。 

 

今後、全国の観光地域の活性化を進める皆様が、地域の特性を生かした良質な空間形成

の取組を円滑かつ効果的に進めるための一助となることを期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本手引きは、「観光地域における空間形成に関する調査業務（平成 25年度 観光庁）」の一環として作成

しており、平成 25年 4月に「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」に基

づく観光圏整備実施計画認定された６つの観光圏における空間形成プランの試行的作成の過程で得ら

れた知見を中心にとりまとめています。 



 

手引きについて 

○手引きの使い方 

本手引きは、以下の方々が使用することを想定して作成しています。 

これから特定の地域の空間づくりを進めていこうと考えている、 

自治体、観光協会、商店街、旅館組合、自治会・町内会、NPO、その他民間事業者 等 

本手引きは、現状の整理や空間形成を図る地区の設定から具体的な空間形成手法やスケジュー

ルの検討までモデル事例を踏まえつつとりまとめられています。最初から手順を追って活用し

てもよいですし、必要と考えられる部分を抜き出して参考としてもよいです。地域の実情に応

じて臨機応変にご利用ください。 

 

○空間の考え方・捉え方 

観光地域における空間形成を検討するにあたっては、空間のスケールを明確にしておく必要があ

ります。都道府県・市町村界、自然環境（山岳、流域、湾、気候等）、歴史（街道、藩等）に基づ

いたエリア、学校区、自治会・町内会、字、商店街等、様々な空間スケールがあります。 

本手引きでは、特定の要素（都道府県・市町村界、自然環境（山岳、流域、湾岸、気候等）、歴

史（街道、藩等））に基づく「一定規模の広域な観光地域（以下、観光地域）」が確立していること

を前提とし、具体的な空間形成プランの検討にあたっては、「観光地域内の特定の地区（以下、空

間形成地区）」に絞り込んで行うことを想定しています。空間形成地区のスケールとしては、空間

形成の担い手となりうる地域団体を目安に、商店街や自治会・町内会から旧市町村程度の規模を想

定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一定規模の広域な観光地域（＝観光地域） 

空間形成プランを検討する地区（空間形成地区） 

都道府県・市町村界、山岳、流域、

湾岸、気候、街道、藩 等 

商店街 

学校区、字 

自治会・町内会 

旧市町村等 



 

 

○空間形成プラン作成の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP１ 空間形成を図る地区を決める 

○観光地域の現況を整理します。 

○観光地域全体の現況を踏まえて空間形成プランを検討する地区を決定します。 

STEP２ 検討メンバーを集める 

○空間形成の担い手となる地区の関係者・関係団体を集め、空間形成プランを検

討する体制を整えます。 

STEP３ 課題・資源を抽出する 

○参加者全員で地区の課題や資源を抽出し共有します。 

○抽出した課題や資源を地図にプロットするなどして「見える化」を図ります。 

STEP４ コンセプトをたてる 

○観光地域全体のコンセプトを踏まえつつ、地域固有の文化・歴史・自然等に根

付いた地域ならではの空間のコンセプトをたてます。 

STEP５ 空間形成手法を考える 

○空間のコンセプトに基づいて、短期的な実現と中長期的な実現を意識しつつ具

体的な空間形成手法を考えます。 

STEP６ 絵を描く 

○空間形成手法が実現した際のイメージを共有するための絵（イメージパース）

を描きます。 

STEP７ 役割分担を考える 

○行政と民間が連携して空間形成を実現し管理していくための役割分担を考えま

す。 

STEP８ スケジュールをたてる 

○空間形成を実現していくため、短期的・中長期的な工程をそれぞれ組み立て、

スケジュールを作成します。 

○ます。 
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１．空間形成を図る地区を決める  

（１）現況を整理する 

空間形成を図る地区（空間形成地区）を決めるにあたっては、事前に広域

な観光地域を取り巻く現況を把握し整理しておくことが重要です。観光地域

に根差した歴史・文化・生活・自然・産業の現況、観光のコンセプト、行政

の各種計画（総合計画、都市計画、景観計画、観光振興計画等）、宿泊施設・

商業施設の分布状況、食文化、各種地域団体の活動状況などについて、既往

文献や行政情報から収集し整理しましょう。また、現地を見て回りながら、

空間上の問題点や特徴などを写真に撮りながら整理することも効果的です。  

 

ポイント  

 

 

 

 

 

参考事例  

■にし阿波観光圏における現状整理  

【にし阿波観光圏における現状整理資料（抜粋）】 

  

○歴史・文化・生活・自然・産業等を整理すること  

○交通動線、交通機関、交流拠点、宿泊施設、観光客数等を整理すること  

○行政が定めている各種計画、統計等を収集・整理すること  

○現地調査を通じて空間上の問題点や特徴を整理すること  



 

 

 

 

 



（２）空間形成を図る地区を決める 

具体的に空間形成の検討を進めていくためには、一定規模の広域な観光地

域の中で対象とする地区（空間形成地区）を絞りこむ必要があります。その

際、観光地域全体の現況を踏まえ、滞在交流の拠点となる地区、例えば宿泊

施設が集積する地区や主要な観光スポットの周辺、主要な交通動線の出入り

口等を設定することが望ましいと考えられます。この地区での検討がモデル

となり観光地域全体への空間形成の波及につながることが期待できます。ま

た、空間形成地区において地域づくりに関する活動が進められていること、

地域づくりに関わる関係者・関係団体が明確であることも重要となります。  

さらに、この段階から、都市計画やまちづくり、ランドスケープ、景観行

政、観光地域づくり関連の専門家をマスターデザイナーとして招聘し、専門

的知見を踏まえた空間形成の検討を進めていくことが望まれます。  

 

ポイント  

 

 

 

 

 

 

 

参考事例  

■富良野市北の峰地区の選定理由  

・観光圏の主たる滞在促進

地区富良野において、最

も宿泊施設が集積し、来

訪者が長い時間を過ご

す地区であるため。 

・平成24年度に富良野市が

観光協会や旅館組合等

の関係者と協働し「北の

峰地域観光振興計画」を

策定していることから

計画の円滑な遂行が期

待できる。 

【富良野市の中心エリア】 

○観光地域の中で宿泊施設が集積する地区や観光スポットの周辺、主要な

交通動線の出入り口等をモデル地区として検討すること  

○地域づくりに関する活動が進められていること  

○地域づくりに関わる関係者・関係団体が明確であること  

○空間形成に関する専門家をマスターデザイナーとして招聘すること  



２．検討メンバーを集める  

空間形成を進めるにあたって、検討に必要とされる人材・団体から検討メ

ンバーを集めます。自治会、行政、観光協会、宿泊業者（旅館組合等）、商店

街、商工会、NPOなど、空間形成に関わる多様な人材・団体が参画する場を

つくることが重要です。みんなで考え、みんなで空間形成を図ることで、取

組みを円滑に進めることが期待されます。  

一方、空間形成地区の範囲を極力絞り込み、合意形成を図るための必要最

小限のメンバーで検討を進めることで、スピード感のある空間形成を進める

ことも可能です。例えば商店街の一部の通りに対象を絞り込むことで、その

沿道の商店主を中心として早期の検討と実現を図ることができます。  

また、意思決定機能としての検討会と実働部隊としてのワーキンググルー

プを区別して組織することも効果的です。例えば、意思決定機能は空間形成

地区のベテラン（例：自治会・観光協会・旅館組合・商工会の役員等）が集まる場、

実働部隊は若者世代（例：観光協会、商店主、宿泊業者、 PTA、NPO等の若手など）

が集まる場、というように区別することで効率的な進行が期待されます。  

 

ポイント  

 

 

 

 

 

 

 

 

参考事例①  

■多様な人材・団体の参画による検討（富良野・美瑛観光圏）  

・宿泊施設が集積する北の峰地区の

空間形成を検討する関係者・関係

団体として、自治会、富良野市、

観光事業者（観光協会、旅館組合、

飲食店事業者）、農業者による検

討会を開催。 

 

【富良野・美瑛観光圏の検討メンバーと役割】 

団体 役割等 

自治会 ・地区の様々な物事の決定権を持

つ 

富良野市 ・関係者の調整 

・空間形成の支援内容の検討 

観光事業者 ・観光協会、旅館組合、飲食店等 

・空間形成の主な実施主体 

農業者 ・空間形成への参画（所有地での

花の植栽等） 
 

○空間形成に関わる多様な人材・団体が参画する場をつくること  

○必要に応じて、対象エリアを絞り込みスピード感のある検討を進めるこ

と  

○必要に応じて、意思決定機能としての検討会と実働部隊としてのワーキ

ンググループを区別して組織すること  

※都道府県や国の施設（例：道路、漁港・港湾、農林地等の公共施設及び付帯施設）

が関わってくる場合は、それらを所管する機関からの参加があることが望ましい。 



 

参考事例②  

■検討エリアの絞り込みによるスピード感のある検討（阿蘇内牧温泉）  

・内牧温泉地区のうち、商店街中心

に取組みが進められている「広町

地区」に絞り、地区の商店主等を

中心とした検討を進めている。 

・商店主等が主体となって空間形成

を検討することによって即行動

につながっている。 

【阿蘇内牧温泉（広町）の検討メンバーと役割】 

団体 役割等 

内牧温泉街繁栄会 商店街の有志で構成された団

体。まちづくり活動を実践し

ている。 

阿蘇地域振興デザ

インセンター 

阿蘇くじゅう観光圏の事務局

/関係者の調整 

阿蘇市商工観光課 関係者の調整/行政支援策の

検討/各種情報提供 

コンサルタント 空間形成手法の提案、アドバ

イス、検討内容の整理 
 

【タペストリーの制作】 

空間形成の手法を街路灯へのタペストリー設置を実施することになり、検討会メンバ

ーのうち印刷業者とのつながりがある商店主が、自らタペストリー制作を担当すること

を表明。他メンバーは関係者調整等を図り、迅速に実施された。 

  
街路灯に設置されたタペストリー 

 

参考事例③  

■県や電力会社を巻き込んだ検討（雪国観光圏）  

・雪国観光圏の越後湯沢駅の

駅前広場と温泉通りにお

ける空間形成の検討では、

以前より検討されていた

県道の電線地中化も関わ

ってくることから、新潟県

や電力会社も参画した協

議が開かれている。 

【雪国観光圏の検討メンバーと役割】 

団体 役割等 

湯沢温泉通り事業協

同組合 

事務局として、空間形成の計画策定 

湯沢町役場 県や町民との調整、予算の確保 

雪国観光圏 観光圏のｺﾝｾﾌﾟﾄとの整合 

温泉通りの住民 空間形成への協議に参画 

NTTインフラネット㈱ 電線類地中化の方式・予算の助言、

機器塔等の配置場所検討 東北電力㈱ 

コンサルタント① 空間形成手法の提案及び助言 

コンサルタント② 道路整備の提案及び助言 
  

 



３．課題・資源を抽出する 

検討会メンバーを集めたら、まずは参加者全員で空間形成地区の課題や資

源を抽出し共有します。何が課題で何が資源となりうるか、みんなで実際に

現地を見て歩き、話し合いながら共有することが望ましい方法です。  

また、空間形成地区の関係者だけでは気づかない課題や資源も潜在してい

ることから、外部の専門家などを招聘し、一緒にワーキングを行うことも効

果的です。  

さらに、空間形成地区の課題や資源の写真や特徴を地図にプロットして「見

える化」を図ることで、情報をイメージとして共有することができます。  

 

ポイント  

 

 

 

 

 

 

参考事例  

■にし阿波～剣山・吉野川観光圏の空間点検マップ  

・検討会のメンバーで現場を見て抽出した空間上の課題や資源について地図にプロッ

トし「空間点検マップ」を作成。 

【にし阿波～剣山・吉野川観光圏の空間点検マップ】 

 

○検討メンバーで実際に地域を見て歩きながら情報を共有すること  

○外部の専門家等と一緒にワーキングを行うことで、地域の人では気づか

ない潜在的な課題と資源を掘り起こすこと  

○抽出した課題や資源の特徴をワーキング形式で地図にプロットし、情報

をイメージとして共有すること  



４．コンセプトをたてる 

地域の現状、課題・資源を踏まえ、空間形成のコンセプトをたてます。こ

のコンセプトは、具体的な空間形成手法に取組むにあたって基本となる理念

として重要な位置づけとなるため、観光地域全体のコンセプトを踏襲し、そ

の地域ならではの空間形成につながるものであることが重要です。  

空間形成のコンセプトを検

討するにあたっては、ワーキ

ングを通じて空間形成地区の

歴史・自然等の要素を集約す

るとともに、長期的なサイク

ルで循環・持続する共通理念

を表現することが重要となり

ます。  

 

ポイント  

 

 

 

 

 

参考事例  

■雪国観光圏におけるコンセプト「歩きたくなる雪国浪漫のまち」  

・雪国観光圏（広域の観光地域）全体としてのコンセプト「100年後も雪国であるため

に」を受け、空間形成地区である越後湯沢の歴史、風俗、生活・文化等を踏まえて、

空間形成のコンセプトを「歩きたくなる雪国浪漫のまち」と設定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光地域全体のコンセプト 

「100年後も雪国であるために」 

空間形成のコンセプト 

「歩きたくなる雪国浪漫のまち」 

観光地域全体のコンセプト 

空間形成のコンセプト 

空間形成地区の歴史・文化・自然等の要素 

平安末期の温泉発見、スキー文化と民宿の発展、バブル期から崩壊に至る開発経緯等の

歴史沿革／セッキ仕事（冬場の仕事）や十五夜行事／小説「雪国」の世界観／ 

雪国ならではの農生活文化や民具／現代のお祭り、アウトドアイベント 等 

○観光地域全体のコンセプトを踏襲し、その地域ならではの空間形成につ

ながるコンセプトであること  

○長期的なサイクルで循環・持続していく地域全体の共通理念を表現する

こと  



【空間形成コンセプトの設定資料（越後湯沢の歴史、文化、生活等）】 

・平安末期の温泉発見に始まり、スキー文化と民宿のまちとしての発展経緯、バブル

期からバブル崩壊に至る開発経緯、現在の越後湯沢まで歴史を掘り起している。 

・セッキ仕事（冬場の仕事）や十五夜行事などの行事、小説「雪国」の世界観、雪国

ならではの農生活文化や民具、現代の祭りなどの要素を洗い出している。 

 

 
 

 

 

歴
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革 

地
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の
風
俗 

湯
治
場
か
ら
温
泉
観
光
地 

小説「雪国」の世界観 雪国の生活 

地域の取組 雪国の楽しみ方 



５．空間形成手法を考える 

地域の現状・課題・資源の抽出・整理から設定したコンセプトを踏まえて、

具体的な空間形成手法を検討します。空間形成手法は地域の特性によって

様々な選択肢、又はアイデアが考えられますが、地域の文化・歴史・自然等

に根ざした空間の演出を図ることが重要となります。例えばアートのまちづ

くりを進める場合、地域に由来のあるモチーフを設定することで、一時のブ

ームに留まらない持続可能な空間演出となります。  

例：新潟県越後妻有「大地の芸術祭の里」  

2000年から始まった大地の芸術祭「越後妻

有アートトリエンナーレ」を契機とし、３年

に１度のアートイベントが開催されているほ

か、新潟県十日町市と津南町にまたがる 760k

㎡の広大な範囲に約 180点におよぶアート作

品が常設されている。豊かな自然に包まれて

ある越後妻有の生活＝里山が、地球環境に対

する視座を見つめ直し、環境破壊をもたらし

た近代的パラダイムを変革するきっかけとな

りうるものとして「人間は自然に内包される」

をコンセプトに掲げ、地域内外の人と人、人

と大地のつながりを生み出す取組みとして定

着している。  

（参照：越後妻有大地の芸術祭の里ホームページ（ 2014.3）  http://www.echigo-tsumari .jp /） 

 

空間形成手法を考える際には、ワークショップ方式等によってできるだけ

多くの人々の意見を洗い出し、そこから集約していく方法が望ましいです。

また、世界中の事例や建築・都市デザイン、観光、芸術等分野の専門家から

学び、自らの地域に置き換えることも効果的です。  

さらに、様々な空間形成手法には、植栽や店舗看板整備など比較的安価か

つ短期で実施可能なもの、電線類地中化や建築物のファサードの統一など一

定の費用と時間を要するものがあるため、短期的視点と中長期的視点のバラ

ンスに配慮しながら検討することも重要です。  

 

ポイント  

 

 

 

 

 

○設定したコンセプトを踏まえた空間形成手法を検討すること  

○地域の文化・歴史・自然等に根付いた空間演出であること  

○できるだけ多くの人々の意見を洗い出し、そこから集約していくこと  

○様々な事例や専門家等から学び、地域固有の空間形成手法を想起すること  

○短期的視点と中長期視点のバランスに配慮して検討すること  



参考事例  

■ワークショップによる空間形成手法の検討（富良野・美瑛観光圏）  

・富良野・美瑛観光圏では、地域の住民、宿泊業者、観光協会、行政、農業者、飲食店等が

参画しワークショップを実施。 

・「北の峰ガーデンプロジェクト」というコンセプトのもと、様々な空間形成手法のア

イデアを出し合った結果、３つの方針と９つの手法に収斂させている。 

 

【富良野・美瑛観光圏 北の峰地区における空間形成手法】 

 

 

   
ワークショップの様子           ワークショップの成果物 

空間形成のコンセプト 

空間形成の３つの方針 ９つの空間形成手法 



＜空間形成手法の体系化＞  

空間形成手法には、空間形成地区の特性に応じて様々な可能性があるため、

それぞれの地区の特性と類似する先進的な取組事例を学び、具体的な空間形

成手法を検討する際のヒントとすることが効果的です。  

そこで、ここでは一般的に想定される空間的特性を類型化し、各類型に該

当する事例を体系的に整理しました。整理にあたっては、まず上位概念とし

て「統一性、拠点性、創造性」、その下位に“空間形成要素”と”空間構造”の

２つの視点を位置づけています。（下図参照）  

【空間形成手法の体系化の概要】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上述の体系化については、「観光地域における空間形成に関する調査業務（平成 25年度 観光庁）」

の調査結果をもとに、独自に項目を設定したものです。 

統一性 拠点性 創造性 

建築物、屋外広告物、植栽、

サイン等の 

・色彩の統一 

・素材の統一 

・高さの統一 

・壁面の統一    等 

地区の空間形成のシンボル

となる拠点性の創出 

・交流拠点施設 

・広場空間 

・山や湖沼等のランドマーク 

等 

地区内に点在又は単発的に

演出される創造性 

・ストリートファニチャー 

・アート 

・オブジェ、アメニティ 

等 

空間形成手法の上位概念 

空間形成要素 
項目 概要 

Ａ．風景、景観 
歴史的な街並みや風景の保存、

自然景観の眺望確保等 

Ｂ．看板、サイン 
看板やサイン、広告等のデザイ

ン等 

Ｃ．ｽﾄﾘｰﾄﾌｧﾆﾁｬｰ 
ベンチやパラソルなどのスト

リートファニチャー 

Ｄ．灯り 
イルミネーションや街路灯、そ

の他地域独自の灯りの演出 

Ｅ．植栽、生物 
樹木や花卉、ガーデニングなど

による空間形成 

Ｆ．インフラ 
側溝やマンホール、道路付帯施

設等社会インフラのデザイン 

Ｇ．歴史、風土 
歴史的な街並み、地域独自の様

式・素材を活かした空間形成 

Ｈ．産業資源 
農林水産業や製造業等地域の

基幹産業に由来する空間形成 

Ｉ．アート 
アートイベントやパブリック

アートによる空間形成 

Ｊ．イベント 
イベントやお祭りなどによる

空間演出 

Ｋ．その他 
上記以外に地域の文化、歴史、

自然等に根ざした空間形成 

 

空間構造 
項目 概要 

①通り 
商店街通り、温泉街通

り、路地等の通り空間 

②広場 
広場、オープンスペー

ス、市場等の広場空間 

③スポット 
視点場、展望台等のスポ

ット空間 

④エリア 

（面） 

字、区、自治会区域、市

町村区域、商店街、温泉

街等の面的な空間 

⑤田園、山岳 
農業地帯、山岳風景等の

空間 

⑥水辺 
港湾、漁港、海岸、水路、

河川、湖沼等の水辺空間 

 



そして“空間形成要素”と”空間構造”に該当する項目をそれぞれ縦軸と横

軸に配置したマトリクスを作成することによって、各マスに該当する事例を

下表のように整理しています。この表をもとに、各地区の特性を照合し、空

間形成手法を検討する際の参考資料として活用してください。（事例の内容

については巻末資料を参照）  

【空間形成手法の体系表】  

①通り ②広場 ③スポット ④エリア（面） ⑤田園、山岳 ⑥水辺

商店街通り

温泉街通り

路地　　等

広場

オープンスペース

市場　　　等

視点場

展望台　　等

字、区、自治会区域

市町村区域

商店街、温泉街　　等

農業地帯

山岳風景

港湾、漁港

海岸

水路

河川、湖沼　　　等

手法 パリの歴史軸 港都のグランドデザイン 股のぞき 町並み保全 水郷風景計画 港都のグランドデザイン

地域 フランス　パリ 兵庫県神戸市 京都府宮津市 兵庫県豊岡市 滋賀県近江八幡市 兵庫県神戸市

頁 20 21 22 23 24 21

手法 タペストリー ― 視点場サイン 屋号の表札 ― ―

地域 熊本県阿蘇市 ― 兵庫県神戸市 香川県直島町 ― ―

頁 25 ― 26 27 ― ―

手法 路地空間 パラソル ベンチ 醤油桶のプレート アートフェスティバル オープンカフェ

地域
イタリア　オルヴィエート

クロアチア　ドブロブニク
千葉県千葉市 北海道富良野市 香川県土庄町、小豆島町 群馬県中之条町 広島県広島市

頁 28 29 30 31 32 33

手法 雪灯り ― ― 光の祭典 送り火 ＬＥＤアート

地域 北海道稚内市 ― ― フランス　リヨン 京都府京都市 徳島県徳島市

頁 34 ― ― 34 35 36

手法 水基と緑 ― オープンガーデン 花のまちづくり ― 水路の鯉

地域 熊本県阿蘇市 ― 長野県小布施町 フランス　アヌシー ― 島根県津和野町

頁 37 ― 38 39 ― 40

手法 無電中化 ― ― マンホールデザイン ― 親水空間

地域 新潟県南魚沼市 ― ― 広島県広島市 ― 島根県松江市

頁 41 ― ― 42 ― 43

手法 雁木
ガンギ

― ― 陶器の街並み 水郷風景計画 遊覧船

地域 青森県黒石市 ― ― 愛知県常滑市 滋賀県近江八幡市 山口県萩市

頁 44 ― ― 45 24 46

手法 ― 屋台村 共同浴場 醤油桶のプレート 牧草ロール ―

地域 ― 高知県高知市 大分県由布市 香川県土庄町、小豆島町
北海道河東郡

群馬県長野原町
―

頁 ― 47 48 31 49 ―

手法 商店街の壁画 ― 階段空間のアート パブリックアート アートフェスティバル ＬＥＤアート

地域 熊本県阿蘇市 ― ブラジル　リオデジャネイロ フィンランド　ヘルシンキ 群馬県中之条町 徳島県徳島市

頁 50 ― 51 51 32 36

手法 道路空間でのイベント 卓球 ― 都市プロモーション ― ＬＥＤアート

地域
島根県雲南市

熊本県阿蘇市
熊本県南小国町 ― オランダ　アムステルダム ― 徳島県徳島市

頁 52 53 ― 53 ― 36

手法 ― 階段、傾斜 足湯 ロゴマーク ＥＶ車輌と馬車 遊覧船

地域 ―
京都府京都市

神奈川県横浜市
三重県伊勢市、鳥羽市 スペイン　バルセロナ スイス　ツェルマット 山口県萩市

頁 ― 54 55 55 56 46

Ｈ．産業資源の活用

Ｉ．アート

Ｊ．イベント

Ｋ．その他

Ｆ．インフラのデザイン

Ｅ．植栽、生物

Ｇ．歴史、風土の演出

Ａ．風景、景観の保全・活用

Ｂ．看板、サイン

Ｃ．ストリートファニチャー

Ｄ．灯り

とのしょうちょう

おぶせ

うんなん

空間形成要素

空間構造

とのしょうちょう

 

 

※事例については、「観光地域における空間形成に関する調査業務（平成 25年度 観光庁）」報告書

の第 2章「国内外の先進事例・法制度調査」をベースにとりまとめています。  



６．絵を描く 

空間形成のコンセプトと手法を整理したら、それらが実現したイメージを

共有するために絵（イメージパース）を描いてみましょう。コンセプトのイ

メージが最も魅力的に伝わる景観をベースに、イメージパースの専門家業者

等に描いてもらうことで、将来的に目指すイメージをみんなが共有すること

が重要です。  

イメージパースは、視線の高さの景色、鳥の目線の景色（鳥瞰パース）、立

面図など様々なアングルを選択することができるため、表現したい空間が一

枚の絵に納まる範囲で、最も伝わるアングルを設定することが重要です。ま

た、手描きとコンピューターグラフィックによる方法がありますが、理想の

将来イメージを最も共有しやすい方法を選択するとよいでしょう。  

 

ポイント  

 

 

 

 

参考事例  

■視線の高さのパース（富良野市北の峰）  

・富良野・美瑛観光圏のコンセプトである「花が溢れる」、「空、山、街、光を観る」、

「買う、食べる、くつろぐ」を表現するため、ワークショップであげられた景観ス

ポットからの目線の風景をベースにイメージパースを描いた。 

【北の峰地区における空間形成のイメージパース】 

 

 

 

 

 

 

 

現状の風景 

人のにぎわい 景観を眺めるベンチ 

花や植栽 

くつろげるハンモック 

地区内のオープンスペースを

活用したオープンガーデン 

○将来的な空間イメージを共有するための絵（イメージパース）を描くこと  

○表現したい空間が最も伝わるアングルを設定すること  

○イメージパースの専門家業者に描いてもらうこと  



■鳥瞰パース（阿蘇内牧温泉）  

・内牧温泉街の中心部となっている道路空間周辺のイメージを描くにあたって、目線

レベルではとらえきれない範囲の空間形成手法を最大限に表現するため、鳥瞰パー

スを描いている。コンセプトは「みんなが集まる」「軸をつなげる」「阿蘇を眺める」。 

【内牧温泉街における空間形成のイメージパース】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■立面イラスト（湯沢町温泉通り） 

・新潟県湯沢町の温泉通りにおける空間形成手法について商店のファサードの設えを

明確に表現するため立面図を作成している。 

【湯沢町温泉通りにおける空間形成の立面イメージ】 

 

目線の風景 

パラソルとベンチ 

商業施設のリノベーション 

屋上から阿蘇外輪山を眺める 

街路灯のタペストリー 

オープンスペースを活用したイベント 



７．役割分担を考える 

空間形成を実現するための役割分担を考えます。行政と民間が連携し、誰

が何をできるか話し合いながら決めましょう。例えば花いっぱいのまちづく

りを目指す場合、花の種子や苗を行政が支援し、住民や民間団体（観光協会・

旅館組合・商店街・自治会等）が植栽・管理を行うなど、空間形成の実施体制か

らその後の管理体制まで、適切な役割分担を決めることが重要となります。  

このとき、公的な整備に関する議論に偏るのではなく、地域の人々が主体

性を持って取組むことのできる仕組みを検討することが重要となります。例

えば、空間形成のコンセプトに基づいた住宅のファサードや生垣の形状、色

彩などのルールを共通理念として地域住民が認識し賛同することで、秩序の

ある良質な空間を長期的に持続・循環させることが可能となります。みんな

で空間を守っていくという共通認識を持つことが、地域の誇りとなり、持続

可能な空間形成の実現につながります。  

 

ポイント  

 

 

 

 

参考事例①  

■中間支援組織がつくり、観光事業者が広げ、現場で活用し、官が支援する  

（にし阿波観光圏）  

・にし阿波観光圏では、案内マップの作成にともない、観光圏プラットフォーム主導の

もと統一したマーク・アイコンのルールを検討。観光事業者（旅館、民宿、観光協会）

がマーク・アイコンを関係者に発信し広め、旅客・サービス業者（鉄道、バス、タク

シー）が活用し、行政は後方支援をする役割分担を設定している。 

【にし阿波観光圏における空間形成の役割分担】 

  

○空間形成の実施体制のみでなく、その後の管理体制まで明確にすること  

○地域の人々が主体的に、みんなで空間を守っていくという共通認識を持っ

て秩序のある良質な空間を長期的に循環・持続させること  



参考事例②  

■阿蘇から湧き出る豊かな水資源と桜を共通理念とした商店街主導の空間形成 

熊本県阿蘇市一の宮、門前町商店街では、各店舗に水が湧き出ている『水基
み ず き

』と呼

ばれる仕掛けが施されており、商店街に風情のある空間を演出している。もともと阿

蘇から流れてくる地下水がカルデラの町に集まり、その圧力でいたるところできれい

な水が自噴し、地元では当たり前のように飲み水とされていた。 

この豊かな水資源を活かすため、門前町商

店街では自治体の支援も受けて平成4年から

店先に木製の「水基」という水飲み場が20

か所設置された。この水基は現在では22か所

に増え、個々の店の工夫により石造り等にリ

ニューアルされている。その湧水にはそれぞ

れに名前があり、洋菓子店であれば「菓恋水

（かれんすい）」、酒屋であれば「酒杜（さか

もり）の水」などユニークなネーミングを店

ごとに考えて名付けている。 

また、各商店の軒先には桜等の植栽が施されており、春になると花見の客も多く訪

れる。その桜は、ある商店主が、毎年一人でも多くの人が商店街に訪れるよう、桜を

植えようと提案したことから始まった。その呼びかけに賛同した商店街の人々は、植

えられる場所を探し、費用をすべて自費で賄い植樹した。今では当時賛同していなか

った商店の人たちも、桜の維持管理に予算をあてようと、協力的になってきている。 

   
植樹前                 植樹後 

 

【参考資料】 

・熊本県と九州各県のレジャー情報特集（http://www.adsccat.co.jp/kumamoto/aso/mizukimeguri/） 

・平成24年度地域活性化ガイドブック地域に賑わいをもたらす「食」の仕掛け 

（http://www.chiiki-dukuri-hyakka.or.jp/1_all/jirei/2013_guidebook/case/kumamoto.html） 

・まちづくり情報サイト街元気ホームページ（https://www.machigenki.jp/115/k-1651） 

軒先の水基、飲料も可能 



８．スケジュールをたてる 

空間形成を実現するためには、空間形成手法について短期的、中・長期的

なスケジュールを検討し、関係者間で共有することが重要です。また、特に

重点的に取組む事業については、「重点的に推進する項目」として設定するこ

とも効果的です。さらには、プランの定期的な見直しによって空間形成の

PDCAサイクルを循環することも重要となります。空間形成プランの作成

（Plan）、空間形成手法の実行（Do）、空間形成手法の状況確認（Check）、状

況確認を踏まえた効果的な空間形成の実践（Action）、そして一定の時間経過

における実践を踏まえた空間形成プランの見直し（Plan）のサイクルを図る

ことで、秩序のある良質な空間を持続・循環させることが可能となります。  

ポイント  

 

 

 

参考事例  

■短期・中長期スケジュールと重点項目の設定（佐世保・小値賀観光圏）  

・９つの事業について、短期（1～3年）、中期（3～10年）、長期（10年以降）の工程を組み

立てるとともに、３つの事業を「重点的に推進する項目」に設定している。 

【佐世保・小値賀観光圏における空間形成の工程計画（赤枠が重点的に推進する項目）】 

 

 

短
期
（
１
～
３
年
） 

中
長
期
（
４
～
年
） 

○短期（1～3年）、中期（４～10年）、長期（10年以降）のスケジュールをたて、

必要に応じて特に重点的に推進する項目を設定すること  

○プランの定期的な見直しによる空間形成の PDCAサイクルを循環すること  



番外．空間形成手法の試行実施 

１～８の工程をとりまとめることで空間形成プランが完成します。あとは、

このプランをいかに実行していくかが重要となりますが、そのスタートとし

て、技術面、資金面から比較的早期実現が可能な事業を試行的に実施してみ

ることが効果的です。試行的に実施することで、空間形成手法の問題点があ

きらかになるとともに、今後地域の関係者が連携して空間形成に取組んでい

くためのきっかけづくりにもなります。  

 

ポイント  

 

 

 

 

 

参考事例  

■タペストリーの施行実施（阿蘇内牧温泉）  

・内牧温泉街では、空間形成プランのコンセプトのひとつ「軸をつなぐ」の空間形成

手法のうち、街路灯へのタペストリーの設置を試行的に実施している。 

・施行実施の結果、設置個所が高くタペストリーのデザインの視認性が低かったこと

に加え、風の強い日にめくり上がってしまうという問題点があきらかとなった。 

・タペストリーの規格を再検討するとともに、強風の際にめくりあがらない仕様を検

討する必要性が確認された。 

【試行実施の様子】 

   

意識すれば確認できるが歩行者目線では気づきにくい   風でめくれ上がった様子  

 

○プランのうち、比較的早期実現が可能な空間形成手法を試行的に実施し、

課題等を確認するとともに、地域の関係者が連携して空間形成に取組んで

いくためのきっかけとすること  





 

 

 

 

 

 

 

 

巻末資料「空間形成手法の参考事例集」 





＜索引表＞ 

①通り ②広場 ③スポット ④エリア（面） ⑤田園、山岳 ⑥水辺

商店街通り

温泉街通り

路地　　等

広場

オープンスペース

市場　　　等

視点場

展望台　　等

字、区、自治会区域

市町村区域

商店街、温泉街　　等

農業地帯

山岳風景

港湾、漁港

海岸

水路

河川、湖沼　　　等

手法 パリの歴史軸 港都のグランドデザイン 股のぞき 町並み保全 水郷風景計画 港都のグランドデザイン

地域 フランス　パリ 兵庫県神戸市 京都府宮津市 兵庫県豊岡市 滋賀県近江八幡市 兵庫県神戸市

頁 20 21 22 23 24 21

手法 タペストリー ― 視点場サイン 屋号の表札 ― ―

地域 熊本県阿蘇市 ― 兵庫県神戸市 香川県直島町 ― ―

頁 25 ― 26 27 ― ―

手法 路地空間 パラソル ベンチ 醤油桶のプレート アートフェスティバル オープンカフェ

地域
イタリア　オルヴィエート

クロアチア　ドブロブニク
千葉県千葉市 北海道富良野市 香川県土庄町、小豆島町 群馬県中之条町 広島県広島市

頁 28 29 30 31 32 33

手法 雪灯り ― ― 光の祭典 送り火 ＬＥＤアート

地域 北海道稚内市 ― ― フランス　リヨン 京都府京都市 徳島県徳島市

頁 34 ― ― 34 35 36

手法 水基と緑 ― オープンガーデン 花のまちづくり ― 水路の鯉

地域 熊本県阿蘇市 ― 長野県小布施町 フランス　アヌシー ― 島根県津和野町

頁 37 ― 38 39 ― 40

手法 無電中化 ― ― マンホールデザイン ― 親水空間

地域 新潟県南魚沼市 ― ― 広島県広島市 ― 島根県松江市

頁 41 ― ― 42 ― 43

手法 雁木
ガンギ

― ― 陶器の街並み 水郷風景計画 遊覧船

地域 青森県黒石市 ― ― 愛知県常滑市 滋賀県近江八幡市 山口県萩市

頁 44 ― ― 45 24 46

手法 ― 屋台村 共同浴場 醤油桶のプレート 牧草ロール ―

地域 ― 高知県高知市 大分県由布市 香川県土庄町、小豆島町
北海道河東郡

群馬県長野原町
―

頁 ― 47 48 31 49 ―

手法 商店街の壁画 ― 階段空間のアート パブリックアート アートフェスティバル ＬＥＤアート

地域 熊本県阿蘇市 ― ブラジル　リオデジャネイロ フィンランド　ヘルシンキ 群馬県中之条町 徳島県徳島市

頁 50 ― 51 51 32 36

手法 道路空間でのイベント 卓球 ― 都市プロモーション ― ＬＥＤアート

地域
島根県雲南市

熊本県阿蘇市
熊本県南小国町 ― オランダ　アムステルダム ― 徳島県徳島市

頁 52 53 ― 53 ― 36

手法 ― 階段、傾斜 足湯 ロゴマーク ＥＶ車輌と馬車 遊覧船

地域 ―
京都府京都市

神奈川県横浜市
三重県伊勢市、鳥羽市 スペイン　バルセロナ スイス　ツェルマット 山口県萩市

頁 ― 54 55 55 56 46

Ｅ．植栽、生物

Ｇ．歴史、風土

Ａ．風景、景観

Ｂ．看板、サイン

Ｃ．ストリートファニチャー

Ｄ．灯り

Ｈ．産業資源

Ｉ．アート

Ｊ．イベント

Ｋ．その他

Ｆ．インフラ

とのしょうちょう

おぶせ

うんなん

空間形成要素

空間構造

とのしょうちょう

 



Ａ－① パリの歴史軸 

地域 フランス パリ 

特徴 パリの中心部から西部にかけて、歴史的建築物、記念碑、道路などが一直線上に

並んでいる。この直線をパリの歴史軸、凱旋軸、凱旋路、王の道などと呼ぶ。もと

もとテュイルリー宮殿とその庭園（現テュイルリー庭園）の中心軸であり、後に東

西に延長された。東はルーヴル美術館中庭のカルーゼル凱旋門から西はラ・デファ

ンス地区のグランダルシュまで約8kmに及ぶ。 

イメージ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凱旋門より望むラ・デファンス地区。ラ・デファンスの新凱旋門と凱旋門、カルー

ゼル凱旋門は、全て直線状に配置されており、パリの都市軸となっている 

出典 多摩地区そして日本各地の画像集（http://tamagazou.machinami.net/france-paris8.htm） 

Google Map（https://www.google.co.jp/maps/） 

 

ルーブル美術館 

凱旋門 

グランダルシュ 



Ａ－②,⑥ 「港都 神戸」グランドデザイン 

地域 兵庫県神戸市 

特徴 神戸市では、都心・ウォーターフロントのめざす姿である長期的な将来構想を描

いた「港都 神戸」グランドデザインを策定している。都心・ウォーターフロントに

おける景観づくりや潤いと憩いのオープンスペースの創出、人にやさしく快適な回

遊ネットワーク、賑わいを生むさまざまなしかけづくり等を計画している。 

イメージ 

 
都心・ウォーターフロントにおける景観づくりの将来構想 

  

眺望路からの見通し景観イメージ  プロムナードからの水際景観イメージ 

 

歩行者・自転車動線での空間づくりのメニュー 

出典 「港都 神戸」グランドデザイン（2011 神戸市） 



Ａ－③ 股のぞき 

地域 京都府宮津市（天橋立） 

特徴 日本三景のひとつである天橋立は、京都府宮津市の宮津湾と内海の阿蘇海を南北

に隔てる砂州である。『丹後国風土記』にイザナギが天へ通うために作ったものとあ

るように「股のぞき」を行うことで、天地が逆転し、細長く延びた松林が一瞬天に

かかるような情景を愉しむことができる。これは、吉田皆三によって明治後期ごろ

に観光事業活性化の一環として宣伝された手法で、来訪者を通して広まったとされ

る。地域の伝説になぞらえて、特定の行動を喚起する風景を作り出し、広めたこと

で、日本を代表する観光地となっている。 

イメージ 

  

股のぞき台から天橋立を股のぞき 

 

  

股のぞき前            股のぞき後 

 

出典 しぐさの民俗学（2006 常光） 

天橋立観光ガイド（http://ama.hanayade.net/30/post_10.html） 

丹後海陸交通㈱「天橋立へ行こう」（http://www.amano-hashidate.com/050gallery.html） 

 



Ａ－④ 魅力ある温泉町の町並み保全と創造 

地域 兵庫県豊岡市（城崎温泉） 

特徴 豊岡市景観計画では、城崎温泉を景観形成重点地区と位置付け、以下の4つの考え

方から魅力ある温泉町の町並みの保全と創造を進めている。 

【景観形成の考え方】 

・７つの外湯を中心にして、７つの通り毎の特徴を活かした街並み景観を形成する。 

・建築物は黒や灰色の和瓦や銅板等を使った平入り勾配屋根で、木造２階建て又は３階

建てとし、「和」の風情を醸し出すことを基本とする。 

・四季折々に変化する周辺の山並みや大谿川（おおたにがわ）、柳や桜の並木、いし群な

どと一体となる町並みを形成し、町中に浴衣姿の温泉客が散策し、外湯めぐりや買い

物などを楽しむ歴史と文化を感じさせる温泉情緒溢れる景観を創造する。 

・案内板や広告物を設置する場合は、周囲の町並みと調和した大きさやデザイン、色彩

等とする。 

イメージ 

 

 

出典 豊岡市景観計画（2012 豊岡市） 

 



Ａ－⑤、Ｇ－⑤ 水郷風景計画 

地域 滋賀県近江八幡市 

特徴 風景の特徴・地域の成り立ち・集落の特性やコミュニティなどを考慮し、地域の

まとまり別に風景づくりを推進している。 

イメージ 

 

 

 

円山町・白王町（白部） 

水と緑豊かな自然と、

人々の営みの融合により

つくられた歴史ある文化

的な風景を形成する地域

（重要な景域） 

 

 

 

中之庄町、北津田町 

琵琶湖との関わりが深か

った里山のふもとの集落

風景を形成する地域 

 

 

よし笛、山の手、北之庄

岩崎 

新住宅地、市街地地域 

 

出典 近江八幡市水郷風景計画 風景形成基準（H17 近江八幡市） 

にほんの里100選（http://www.sato100.com/?page_id=185） 

 



Ｂ－① タペストリーによる回遊の仕掛け 

地域 熊本県阿蘇市（内牧温泉） 

特徴 内牧温泉街では、商店街の良好な空間づくりを検討した結果、手始めに比較的低

コストで早く実施できる取組として街路灯へのタペストリーを製作することとなっ

た。デザインは、内牧温泉に伝えられる伝説にちなんで「黒猫」をモチーフにする

とともに、来訪者に商店街を楽しみながら歩くしかけとして、ひとつひとつのタペ

ストリーに文字を表し、すべての文字をつなげると一つのクイズになるデザインを

取り入れている。 

イメージ 【タペストリー】 

 

ひとつひとつの文字をつなげると地域にまつわるクイズができるデザイン 

 

  

黒猫文字が描かれた面           文字をつなげることでクイズとなる 

 

出典 ― 

 



Ｂ－③ 「覗く」を喚起する視点場サイン 

地域 兵庫県神戸市 

特徴 神戸市では、現地を訪れ神戸のまちの魅力を感じとってもらうためのビューポイ

ントの整備を行っている。コンペティションで選ばれた「針穴サイン」は、「ファッ

ション都市・神戸」を想起させる「針」をかたどったサインの針の穴から風景を覗

き込むことで発見を楽しむとともに、サイン自身が見る人へ「神戸の街」の歴史と

のつながりの発見を促すデザインとなっている。 

イメージ 

 

掬星台に設置されている針穴サイン 

  

針の穴からのぞく風景       コンセプトイメージ 

出典 神戸市ホームページ（http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/urban/scene/keikan_competition.html） 

 



Ｂ－④ 屋号を表したデザイン表札 

地域 香川県直島町（直島） 

特徴 屋号は、直島の古い家のもつ『ニックネーム』であり、今も直島の人々の日常会話

に出てくる『ひびき』であるとのこと。（屋号マップより） 

2001年には屋号プロジェクトという屋号のデザインワークショップが行われた。

本村地区には89もの屋号が残っており、屋号プロジェクトに参加して玄関に表札を出

しているのはそのうち46軒である。 

イメージ 

  

地域によってプレート内側の色も異なる 

 

  

「直島 屋号マップ」…直島の人が今でも呼び合う「屋号」について、それぞれの屋

号に関する説明や屋号表札のある家をマップで紹介したパ

ンフレット。屋号をもつ古い家がそれぞれの歴史に誇りをも

って使っていることがうかがえる。 

 

出典 島島ラジオ（http://shima-radio.jp/） 

 



Ｃ－① 路地空間の設え 

地域 イタリア ローマ、クロアチア ドブロブニク 

特徴 ヨーロッパの旧市街地の路地では、商品の陳列や緑化が施されるなど店舗の個性が

にじみでており、またパラソルやオーニング、ベンチ・スツールが設置され、人々が

くつろげる空間が設えられている。 

イメージ 

 

陶器の町オルビエート（イタリア） 

 

城壁に囲まれた町ドブロブニクの路地（クロアチア） 

出典 ユニークなイタリア旅行とフランス旅行の旅情報（http://freya.italian-holiday.jp/） 

オーストリア航空フォトギャラリー（http://austrian.jp/travel/destination/photogallery/croatia.html） 



Ｃ－② パラソルによる市場空間の演出 

地域 千葉県千葉市 

特徴 千葉駅前大通り「中央公園プロムナード」に並べられた白いパラソルの下、市民の

作品やパフォーマンスを展示・表現する催し。絵画や写真、陶芸、ガラス細工、布小

物からジャズ演奏など、さまざまなギャラリーで大通りが彩られ、道行く人との会話

が広がり、街に賑わいを作りだしている。 

元々は「都市景観市民フェスタ」という都市景観に対する市民意識の啓発および景

観形成への参加を促進することを目的に開催していた催しの中のひとつであった。

「都市景観市民フェスタ」自体は、平成23年度より休止することとなったが、「パラ

ソルギャラリー」については、市民からの継続要望も多かったことなどから、平成23

年度より市民が主体となり、引き続き実施している。 

イメージ 

 
パラソルギャラリーの様子（昼間） 

 
パラソルギャラリーの様子（夜間） 

出典 千葉市ホームページ（http://www.city.chiba.jp/toshi/toshi/machidukuri/parasolgallery.html） 



Ｃ－③ 景観スポットへのデザインベンチの設置 

地域 北海道富良野市北の峰地区 

特徴 ホテルやペンションなどの宿泊施設が集積する北の峰地区では、地域住民、富良野

市、観光協会、観光事業者等が集まり地域の空間づくりに関する検討会を行い、くつ

ろぐ仕掛け、自慢の景観を眺めるしかけとして、手始めにベンチを製作・設置するこ

ととなった。景観を眺めるだけでなく、風景を切り取り写真を撮りたくなるようなベ

ンチをコンセプトとし四角のフレームが付属したベンチをデザインしている。 

イメージ 

 

風景を切り取るフレームベンチ（Photo by Ikunori Yamamoto） 

 

ベンチに腰かけた人も含めて撮影スポットとなる（Photo by Ikunori Yamamoto） 

出典 ― 

 



Ｃ－④、Ｈ－④ 醤油桶をモチーフとした番地プレート 

地域 香川県土 庄 町
とのしょうちょう

、小豆島町 

特徴 地域の特産である醤油の文化を演出した、醤油桶による番地プレート。瀬戸内国際

芸術祭の舞台でもある馬木地区では、道に迷った人の為に考えられた、もてな

しを意識している。プレートを配布された住民等は、それぞれの面構えに

合わせ、様々な方法でプレートを飾っている。石垣に紐でかけたり、立て

付けたり、雨風にさらされないように等、工夫が凝らされている。 

イメージ 

 

石垣に紐でくくられた番地プレート 

 

イベント情報を発信するホワイトボードの横に打ち付けられた番地プレート 

出典 小豆島ガールプロジェクト公式サイト（http://shimagirl.jp/?page_id=2） 

 

 



Ｃ－⑤、Ｉ－⑤ 山村文化のアートフェスティバル 

地域 群馬県中之条町 

特徴 町内の木造校舎や古民家、閉ざされた商店やひっそりとたたずむ原野等を生かして、

現代アートを融合させた大規模アートイベント「中之条ビエンナーレ」を開催している。

町内6エリア37ヶ所を舞台に、温泉街や木造校舎など町内各所で絵画・彫刻・写真・イ

ンスタレーション等の展示、オープニング・クロージングイベント・舞踊等のパフォー

マンス、建築館サテライト企画、伊参スタジオ映画祭タイアップ企画、作家によるワー

クショップを開催。 

イメージ 

    

商店街絵画（作家：上原菜摘）   

 

 

山林をサッカーコートとして活用

したアートサッカー 

 

 

お月見ライブとして雅楽の演奏と

BIGBANDの競演イベントを開催 

出典 中之条ビエンナーレ公式ホームページ（http://nakanojo-biennale.com/blog） 

 



Ｃ－⑥ 河川沿いのオープンカフェ 

地域 広島県広島市 

特徴 河岸緑地に設置又は隣接する店舗を中心として、利用者が水辺の開放感を享受でき

るよう、屋外部分も有効に利活用し、喫茶又は飲食を営むもの。 

この取組は、国土交通省の「河川利用の特例措置」を活用し、河川空間の利活用に

向けた社会実験として実施されている。京橋川右岸（西岸）地区において7店舗、旧

太田川（本川）・元安川地区において１店舗が営業を行っており、隣接民有地内の店

舗が河岸緑地を一体的に空間利用する「地先利用型」と河岸緑地に店舗そのものを設

置する「独立店舗型」の2形態がある。 

イメージ 

   

 

冬季のイルミネーション 

 

総合設計制度により公開空地を設け、ウッドデッキ貼り、玉砂利舗装、コンテナ設置

などによる河岸緑地との一体的な整備を行っている。 

出典 水辺のオープンカフェ（2004 水の都ひろしま推進協議会） 

 

 

 



Ｄ－① 防波堤ドームの雪灯り 

地域 北海道稚内市 

特徴 宗谷湾を望む北埠頭のシンボルとして北海道遺産に指定されている全長427ｍの北

防波堤ドーム内に、バケツに雪を詰めて穴を開け、そこに蝋燭を灯したライトアップ

によって日本最北端の雪国ならではの空間を演出している。 

イメージ 

 

防波堤ドーム内のライトアップ 

出典 ― 

 

Ｄ－④ 光の祭典 

地域 フランス リヨン 

特徴 1962年のマルロー法制定によって旧市街地保全運動が力を発揮し、旧市街地を縦断

する道路の計画を中断させることに成功。1985年には「歴史地区の保全活用政策」を

策定し、歴史地区の再生整備を行うことが決定され、地区の周辺部に幹線道路の迂回

ルートを開通し、通過交通の多くを回避させている。 

また、毎年12月に開催される「光の祭典」では市内200か所以上でライトアップが

行われており、400万人以上の集客を誇っている。 

イメージ 

  

歴史地区の趣が残る街路空間       都心部でのライトアップ 

出典 ヨーロッパから学ぶ「豊かな都市」のつくり方（http://www.hilife.or.jp/wordpress/?cat=90） 

 



Ｄ－⑤ 京都の送り火 

地域 京都府京都市 

特徴 毎年八月十六日夜八時に、京都では大文字の送り火が点火される。東山の「大」の

字のほか、妙法の「妙」と「法」、「船形(絵文字)」、大北山の「大」、「鳥居(絵文字)」

があり、東から西へ「大文字」→「妙法」→「船」→「左大文字」→「鳥居」の順に

次々点火される。75もある点が線となって「大」という字に見せるという着想や、そ

の字画の大きさ、仰角、視覚、視距離等など、極めて優れた計画がなされていること

がわかる。 

イメージ 

 

送り火マップ 

   
大文字焼きの様子と街中からの位置関係 

出典 続・街並みの美学（1983 芦原） 

キョウトデザイン（http://kyoto-design.jp/special/obon） 

 



Ｄ－⑥、Ｉ－⑥、Ｊ－⑥ 水辺空間におけるＬＥＤアート 

地域 徳島県徳島市 

特徴 水と緑の魅力に地域資源であるLEDの「光」の要素を加え、他の都市にはない新た

な魅力を持つ「水都・とくしま」を創造・発信するため、「徳島LEDアートフェスティ

バル」を2010年からトリエンナーレ形式で3年に一度開催している。国内外から招聘

された約50組のアーティストが参加し、川辺の橋や水際公園、船上を舞台にLEDの幻

想的な光と水が融合するアート作品が街の景観を美しく彩り、徳島の水資源の豊かさ

を表現している。 

イメージ 

  

七色に染められた航跡を引いた船 

 

温度域に対応した光のシーンが夜間、橋の側面に投光 

出典 徳島ＬＥＤアートフェスティバル（http://tok-led-artfest.net/） 

 



Ｅ－① 商店街における水基の設置と植栽 

地域 熊本県阿蘇市（一の宮 門前町商店街） 

特徴 商店街の各店舗には、水が湧き出ている『水基
み ず き

』と呼ばれる湧水スポットがあり、

訪れる人が自由に水を飲むことが出来る。阿蘇神社の来訪者が商店街に来てくれない

ことに危機感を抱いていたことから取組が始められた。もともと一の宮町は古くから

湧き水に恵まれており、一帯はどこでも掘れば水が出るといった自然環境があったこ

とに着目している。 

また、各商店の軒先には桜等の植栽が施されており、春になると花見の客も多く訪

れる。その桜は、商店街のある男性が、毎年一人でも多くの人が商店街に訪れるよう、

桜を植えようと提案したことから始まった。その呼びかけに賛同した人たちは、植え

られる場所を探し、交渉し、植樹に関わる費用をすべて自費で賄い実行した。今では

当時賛同していなかった商店の人たちも、桜の維持管理に予算をあてようと、少しず

つ協力的になってきている。 

イメージ 

 
軒先の水基、飲料も可能 

 

   
植栽前                植栽後 

 

出典 熊本県と九州各県のレジャー情報特集（http://www.adsccat.co.jp/kumamoto/aso/mizukimeguri/） 

平成24年度地域活性化ガイドブック地域に賑わいをもたらす「食」の仕掛け（http://www.chiiki-dukuri-hyakka.or.jp/1_all/jirei/2013_guidebook/case/kumamoto.html） 

まちづくり情報サイト街元気ホームページ（https://www.machigenki.jp/115/k-1651） 



Ｅ－③ オープンガーデン 

地域 長野県小布施
お ぶ せ

町 

特徴 小布施町内の民家や店舗、寺社などおよそ130軒（2013年現在）が丹精込めて整え

ている庭園を一般公開し、訪れた人に自由に楽しんでもらうためのオープンガーデン

が民間レベルで展開されている。 

イメージ 

 

縁側にビールサーバーが置

いてあり、訪れる人へのホ

スピタリティが感じられ

る。 

 

来訪者が自由に出入りでき

るオープンガーデンの入口 

 

きちんと整備された散策路

やベンチなどが配されてい

るオープンガーデン 

出典 長野ウラドオリ（http://uradoori.com/archives/17982125.html） 

 



Ｅ－④ 花のまちづくり 

地域 フランス アヌシー 

特徴 フランス南東部、アルプスの山岳風景に囲まれ、アヌシー湖畔に開けた町。町中の

門口には植栽が飾られている。4月1日には春の訪れを祝って一斉に町に花を飾るため、

町の人々は冬の間も鉢植えや庭の花の手入れに勤しむ習慣がある。このように住民が

花を飾り、町並みへ関心を向けることにより、防犯効果が高まるといえる。 

イメージ 

 

 

 

4月から10月は町中が花で溢れている 

出典 フランス無料壁紙（http://eurobuildings.info/wallpapers/france_jp.html） 

 



Ｅ－⑥ 街中の水路に生息する鯉 

地域 島根県津和野町 

特徴 津和野の歴史的な街並みの中に 300年以上前から生息していると言われる鯉が泳い

でいる。江戸時代、観賞と戦乱時の非常食用にされていたのを、町の人びとが真似し

てはじめたことが津和野の鯉のきっかけとされている。 

イメージ 

 

街中の水路に生息している鯉 

 

観光で訪れた子どもたちにも人気 

出典 一般社団法人津和野町観光協会（http://www.tsuwano.ne.jp/kanko/modules/pico/index.php?content_id=56） 

津和野ガイド（http://tuwano.blog17.fc2.com/blog-entry-14.html） 

 

 

http://www.tsuwano.ne.jp/kanko/modules/pico/index.php?content_id=56


Ｆ－① 温泉通りの電線類地中化 

地域 新潟県南魚沼市 

特徴 雪国の歴史や文化を復興させようと、地元住民が「雪国らしさ」を議論してきた。

地域住民が自ら誇りと自信が持てるまちを形成していくために、基盤となるインフラ

の整備（電線類地中化）を行った。 

イメージ 

＜整備前＞ 

街並み整備事業と合わ

せ、電線類地中化や歩

道の新設など、建物の

デザインルール、セッ

トバックによる雁木建

設など公共空間から私

的空間までが一体的に

整備されている。 

（南魚沼市牧師通り） 

 

＜整備後＞ 

 

やわらかな光による対面照明 

出典 新潟県（http://www.pref.niigata.lg.jp/toshiseibi/1307048545093.html） 

三国街道塩沢宿 牧師通り（http://www.bokushi-st.com/） 

 



Ｆ－④ マンホールのデザイン 

地域 広島県広島市 

特徴  広島市では、世界遺産に登録されている広島平和記念碑（原爆ドーム）の近辺に平

和のシンボル千羽鶴をデザインしたマンホールや、新しい野球場（マツダスタジアム）

近辺にマスコットキャラクターのカープ坊やとモミジがデザインされたマンホール

が設置されているなど、広島を象徴するデザインが都市インフラの一部に演出されて

いる。 

イメージ 

 

平和のシンボル千羽鶴をデザインしたマンホール 

 

カープ坊やとモミジがデザインされたマンホール 

出典 日本マンホール蓋学会（http://sky.geocities.jp/usagigasi1q/aiti/inuyama/inuyama.html） 

 



Ｆ－⑥ 河川空間の活用 

地域 島根県松江市（玉造
たまつくり

温泉） 

特徴 玉湯川にそって老舗旅館が立ち並ぶ玉造温泉は川沿いのそぞろ歩きを楽しめる。河

原には足湯が設けられているため、散策中に足湯でのんびり温泉情緒を楽しむことも

できる。 

イメージ 

 

玉造温泉（玉湯川）の遊歩道 

 

 

玉湯川沿いの足湯 

 

出典 4travel.jp（http://4travel.jp/travelogue/10531064） 

ご縁の国しまね（http://shimane-goen.jp/enjoy/index.html#.UxL1g_l_uSo） 

 



Ｇ－① 雁木
が ん ぎ

が連なる中町こみせ通り 

地域 青森県黒石市（中町こみせ通り） 

特徴 「こみせ」とは、歩行者が降雪や日差しを避けて通れるように町家の前面に連続して

庇
ひさし

を張り出し、軒先を提供した木造のアーケードのことで、雁木とも呼ばれ、「こみ

せ通り」は、こみせをつけた家々が密接して連続した軒並みを形成し、防雪通路とし

ての機能を持ち、歩行者が自由に通行できる通りのことである。 

こみせ本体は個人所有の建築物の一部であるから、本来は

私的な内部空間であるにもかかわらず、こみせ通りとして

連続することにより不特定多数の人々に利用される通路と

して中間領域的な性質を持つことになった。 

地元有志２０名がマンション建設予定地を買収し、１９９

０年に「こみせの会」を設立して以降、まちづくりが本格

化した。旧家の建物を利用した観光・交流の場「こみせ駅」

や裏地を利用した広場整備により回遊性のある都市空間が

創出されている。 

イメージ 

  

こみせ通り（内部）        裏地を利用した広場 

 

道路から見たこみせ通り 

出典 黒石市役所ＨＰ（http://www.city.kuroishi.aomori.jp/Nakamachi_Komise/0000_mainmenu.html） 

黒石観光協会ＨＰ（http://kuroishi.or.jp/sightseeing/komisedoori） 

MAPPLE観光ガイド（http://www.mapple.net/photos/H0000034951.htm） 

 



Ｇ－④ 陶器の街並み 

地域 愛知県常滑市
と こ なめ し

 

特徴 常滑焼のまち。「やきもの散歩道」とよばれる道には、窯元や木造の焼物工場が集ま

っていて、曲がりくねった坂道が多く道沿いの軒先には陶板や陶器が設えられている。 

イメージ 

 

両側壁面に陶板がはめ

込んであったり、土管

を焼くときに使った敷

輪が埋めてあったり、

土止めのために土管や

焼酎瓶を道の両側に埋

め込んであったりと、

焼物の町ならではの風

情である。 

 

窯元や工場が所狭しと

建ち並び、焼酎瓶など

が至る所に置いてあ

る。 

出典 日本の町並み250（2013 山と渓谷社） 

Telescoweb event（http://event.telescoweb.com/node/8119） 

 



Ｇ－⑥ 歴史的町並みを鑑賞する遊覧船 

地域 山口県萩市 

特徴 萩市の歴史的な街並みと水運を鑑賞しながら、水路と日本海を遊覧する演出。水路

は、農業用水路のほか庭の池や日常生活にも利用されており、現在は鯉が放流され趣

深い景色を眺めることができる。 

イメージ 

 

歴史的街並みを周遊する遊覧船 

 

鯉が泳ぐ藍場川 

出典 萩市観光ポータルサイト（http://hagi-kankou.com/course/517/） 

 



Ｈ－② 屋台村 

地域 高知県高知市 

特徴 高知市の中心にある「ひろめ市場」は、敷地面積4,056㎡、１階に65店舗、２階に

212台の駐車場を有する巨大な屋台村であり、地元客が多く常に活気があふれている。

運営主体は商店街振興組合前理事長が代表を勤める「（有）ひろめカンパニー」。低コ

スト・地元資源重視で実現した賑わいを創出している先進事例である。 

イメージ 

   

ひろめ市場のイベントスペース 

 

市場内「お城下広場」の様子 

出典 まち再生事例データベース（http://www.mlit.go.jp/crd/city/mint/htm_doc/pdf/128kochi.pdf） 

 



Ｈ－③ コミュニティスペースと共同浴場 

地域 大分県由布市（湯平温泉） 

特徴 約300年前に作られた石畳沿いに建ち並ぶ木造の店舗と旅館、共同浴場が作り出す空

間は昔ながらの温泉街の情緒が滲み出している。共同浴場の表にはベンチやプランタ

ー、足湯が設置されるなど、コミュニティスペースとしての空間が設えてある。 

イメージ 

    
表にプランターとベンチのある共同浴場 

    

共同浴場前の足湯 

出典 湯平温泉ホームページ（http://www.yunohira-onsen.jp/） 

 



Ｈ－⑤ 牧草ロールを使った空間演出 

地域 北海道河東郡
か と うぐ ん

 

特徴 神社でおこなう豊年万作祭の会場づくりに、麦ロール（麦の穂をロール状に固めた

もの）を使用しアプローチにする試み。山の樹木や河原の柳など、豊富な資源を使い、

“自前”で祭りをセッティングしている。 

イメージ 

 

麦ロールを使ったエントランス空間の演出 

出典 空間に恋して（2004 象設計集団） 

 

地域 群馬県長野原町北軽井沢 

特徴 北軽井沢のキャンプ場で開催されるイベント「フィールアース」では、牧草ロール

を活用したアート作品が展示されている。 

イメージ 

 

出典 MOONSOAP（http://borderlesscare.seesaa.net/article/298517627.html） 

 



Ｉ－① 商店街の壁画 

地域 熊本県阿蘇市内牧温泉 

特徴 阿蘇内牧温泉の商店街では、熊本大学の芸術専攻の研究室と連携し、街中の各所に

アート作品（壁画）が描かれている。壁画のデザインは所有者との協議のもと、熊本

大学の教授がデザイン原稿を作成し、学生が実際に絵を描いており、平成26年3月時

点で6つの壁画が完成している。 

イメージ 

 

ブロック塀に描かれた壁画 

  

イベント用テナントの壁画    ３つの店舗にまたがった壁画 

出典 ― 

 



Ｉ－③ セラミックタイルを使った階段空間のアート 

地域 ブラジル リオデジャネイロ（セラロンの階段） 

特徴 リオ旧市街ラパ区とサンタ・テレザ区を結ぶ全長125ｍ、215段の「セラロンの階段」

は、チリ出身のアーティスト、ホルヘ・セラロン氏が制作したことから、この名前が

ついた。世界148カ国から取り寄せたセラミックタイルを使用し、その１つ１つのタ

イルはセラロン氏の手によって装飾され、制作開始の1994年から20年近くかけて作ら

れたもので、観光スポットとなっている。 

イメージ 

  
セラミックタイルを使用した階段空間の演出 

出典 ＨＩＳホームページ（http://branch.his-j.com/01/031/recommended/20130517224255.html） 

 

Ｉ－④ パブリックアート 

地域 フィンランド ヘルシンキ 

特徴 ヘルシンキでは、広場に間伐材を使ったパブリックアートが設置されるなど、再生

材を使ったパブリックアートによる空間演出が多くみられる。また、教会の敷地にあ

る樹木には衣服を模した布や動物を模した布など様々な飾りが設えており、遊び心の

ある空間が演出されている。 

イメージ 

   

 間伐材を使った作品（ヘルシンキ）  公園内の樹木に服が着せてある（ヘルシンキ） 

出典 ニューヨーク生活（http://nyctwosome.exblog.jp/16490397/） 

 



Ｊ－① 道路空間を活用したイベント 

地域 島根県雲南
うんなん

市 

特徴 従来、旧町村単位に限定されて行なわれていた桜まつりを、雲南市全体のイベント

として共有し、合併後の市民の一体感の醸成や学生参加をきっかけに市民を巻き込

み、協働によるまちづくりを進めることを目的に、民・学・産・官の連携による体感

フェアを開催している。とりわけ、食の幸を参加者や来場者に楽しみ、体験してもら

うことをコンセプトに、商店街の本通りを歩行者天国にして、約100mのロングテーブ

ルを設置するといった空間演出を行っている。 

イメージ 

 

商店街本通りに設置した100mのロングテーブル 

出典 地域活性化事例集「大学等との連携による地域の活性化」（2008 財団法人地域活性化センター） 

雲南市ホームページ（http://www.city.unnan.shimane.jp/www/contents/1391643515261/index.html） 

 

地域 熊本県阿蘇市 

特徴 門前町商店街の通りに200枚を超える畳を敷いて花見を楽しむという「お座敷商店

街」というイベントが平成21年から実施されており、地域の人だけでなく遠方からも

人が訪れる催しになっている。平成18年に商店街にある銀行の支店が景観整備に協力

し、銀行の大きな看板を撤去して桜の木を植えられるなど、商店街のみならず地域住

民全体にも景観に関する意識が高まった。商業者以外の住民の方でも軒先に花を飾っ

たり、植栽を行ったりする者も現れたほか、民家の補修改築も行われている。 

イメージ 

    
お座敷商店街（阿蘇市） 

出典 平成24年度地域活性化ガイドブック（http://www.chiiki-dukuri-hyakka.or.jp/1_all/jirei/2013_guidebook/case/kumamoto.html） 



Ｊ－② 温泉街のオープンスペースを利用した卓球イベント 

地域 熊本県南小国町（黒川温泉） 

特徴 温泉街のオープンスペースを利用し、黒川温泉観光旅館協同組合主催の温泉手形を

使った卓球イベントを開催。宿泊者のみならず、旅行中に立ち寄った来訪者も自由に

参加でき、人々が滞留する空間となっている。 

イメージ 

 

温泉街の一角にあるオープンスペースに設置された卓球台 

出典 ― 

 

Ｊ－④ 都市プロモーションにおける空間演出 

地域 オランダ アムステルダム 

特徴 「アムステルダムに住む人、来る人」を対象にした、長期的なマーケティング戦略

に基づいた都市プロモーションをおこなっている。「I amsterdam」は２００４年より

始まったプロモーションキャンペーンのキャッチコピー。「アムステルダムの資産は

人」という視点の元、住んでいる一人一人の「この街に住む誇り」をあげていくため

のキャンペーンとして、街中の空間に「I amsterdam」のロゴが演出されている。 

イメージ 

 

アムステルダムの美術館に設置されたキャッチコピーのオブジェ 

出典 シビックプライド－都市のコミュニケーションをデザインする－（2008 伊藤） 



Ｋ－② 階段、傾斜による滞留空間の創出 

地域 京都府京都市（京都駅） 

特徴 京都駅の大階段は、音楽会や「駆け上がり大会」、イルミネーションなどのイベン

ト会場として利用されており、通常時も駅利用者のくつろぎ空間として利用されてい

る。 

イメージ 

 

イベント時の大階段 

出典 京都駅ビルファン（http://www.soudosuka.com/2007/11/post_2.html） 

 

地域 神奈川県横浜市（大さん橋） 

特徴 大さん橋では、日本の海の玄関として開港から現在まで多くの人や物が行き交って

きた歴史に纏わるイベントが数多く開催されている。野外イベント広場でのイベント

は、段差を上手く活用した客席を設け、賑わいのある広場を創出している。 

イメージ 

 

イベント時の大さん橋 

出典 アロハヨコハマ（http://www.aloha-yokohama.com/） 



Ｋ－③ 朝熊山の展望足湯 

地域 三重県伊勢市、鳥羽市 

特徴 伊勢志摩国立公園の中に位置し、紀伊半島から太平洋に突き出た志摩半島の最高

峰である朝熊山の山頂展望台には、足湯が設置されており、くつろぎながら国立公

園の風光明媚な景色を眺めることができる。 

イメージ 

 

山の頂上から足湯に浸りながら太平洋を見下ろす 

出典 フォト蔵（http://photozou.jp/） 

 

Ｋ－④ ロゴマークによるシビックプライドの醸成 

地域 スペイン バルセロナ 

特徴 バルセロナ市は、市民と一緒に都市を形作っていくために、都市の未来を共有する

クリエイティブなキャンペーンを開始し、「Barcelona BATEGA!（バルセロナがドキド

キする！）」をメッセージが街中の空間にしかけられている。このメッセージにはか

つて市民がこの都市に抱いていた高揚感をもう一度取り戻してほしいという意味も

込められている。 

 

  

ロゴマークのタペストリーを市内の街路灯に設置  コミュニティサイクルにも市のテーマカラーを導入 

出典 シビックプライド－都市のコミュニケーションをデザインする－（2008 伊藤） 

バルセロナ旧市街の再生（http://www.gakugei-pub.jp/judi/semina/s1205/abe002.htm） 



Ｋ－⑤ 馬車とＥＶ車が共存する高原リゾート 

地域 スイス ツェルマット 

特徴 ツェルマットでは、1961年に「域内車両禁止」が決定され、域内はＥＶ車と馬車、

その他公共交通（登山列車、ロープウェイ、ゴンドラなど）のみの交通網が整備され

ている。そのため、街中を馬車とＥＶ車両が共存して走るという稀有な光景を見るこ

とができる。また、スイスを代表する高原リゾートとして地域住民のまちづくりに対

する意識も高く、街全体が魅力的な空間として形成されている。 

イメージ 

 

街中を馬車とＥＶバスが並んで走っている 

 

国を代表する高原リゾートとしての空間演出 

出典 Business Media 誠（http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1002/03/news010.html） 
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