平成 26 年 1 月

聖天山周辺地区
第２号

景観まちづくり ニュース

まちの特性を踏まえた景観まちづくり
住民のみなさまと景観まちづくりプランの検討を進めています
地区にふさわしいまち並みの保存・再生や安全で快適な歩行者空間の形成、心地よく住み
続けるための環境づくり等を目指して、景観まちづくりプランの検討を進めています。
地域にお住まいのみなさまと一緒に、地区の特性を踏まえ、どのような景観まちづくりが
考えられるか意見交換する場としてワークショップを開催し、検討を進めています。

これまでの検討内容をご紹介いたします！
平成 26 年 1 月～3 月

平成 25 年 9 月～1２月
・景観まちづくり
の必要性
・地区の課題・魅
力の掘り起し

・地区の課題や魅
力のまとめ

・地域の将来像の
検討
・景観まちづくり
の方向性の検討

・景観まちづくり
プラン案の検討

・景観まちづ
くりプラン
の策定

これまでの検討スケジュール
開催日時

検討内容

第 1 回ワークショップ

景観まちづくりの必要性を共有し、地区の魅力や課題を掘り起こす

（町会を対象に実施）

・地区のまち並みの現況を再確認し、景観まちづくりの必要性を共有する

平成 25 年 9 月 29 日(日)

・外の目で見た地区の魅力や課題の報告、参加者同士の意見交換を行い、地区

第２回ワークショップ

の魅力や課題を掘り起こす

（商業者を対象に実施）

※第１回、第２回ワークショップでは、それぞれ町会の方、商業者の方を対象とし
て上記の内容を検討いたしました。

平成25 年10 月15 日(火)
第３回ワークショップ

地区の特徴を把握し、地区の景観まちづくりの方向性について考える

（町会を対象に実施）

・第１回、第２回の検討を踏まえ、地区の特徴を把握し、目指すべき門前町の

平成25 年11 月13 日(水)
第４回ワークショップ

姿、まちづくりのテーマを確認する
・地区の景観まちづくりを進めていくための具体的なアイデアやヒント、作法

（商業者を対象に実施）

（周辺で暮らす人や町並みへの配慮）を出し合う

平成25 年12 月19 日(木)

※第 3 回、第 4 回ワークショップでは、それぞれ町会の方、商業者の方を対象とし
て上記の内容を検討いたしました。

路地のまち歩き
平成25 年11 月27 日(水)
先進地視察
平成 25 年 12 月 2 日(月)

路地の魅力を再発見するまち歩きを開催しました！
※詳細や当日の様子は中面に掲載しておりますので、ぜひご覧ください

長野県小諸市の景観まちづくりの取組を視察しました！
※詳細や当日の様子は中面に掲載しておりますので、ぜひご覧ください！

今後も継続して地区の景観まちづくりについて検討を進めていきます
みなさまと一緒に考えながら、本地区の景観まちづくり計画を策定するため、今後
もワークショップの開催、講師をお呼びしての講習会、発表会等を実施していく予定
です。どなたでも、いつからでもご参加いただけますので、是非ご参加ください！
⇒次回ワークショップ、今後の予定を裏面でご案内しています！
（中面につづく）

路地の魅力を再発見するまち歩きを開催しました！
地区内には心地よい路地が多いということ
で、路地空間の良さを再認識し、素敵なお庭や
設えを再発見し、今後の景観まちづくりへの活
用について意見交換を行うため、まち歩きを開
催いたしました。
まち歩き後の振り返り
路地の実態について
○路地を歩くと地域の歴史や暮らしの様子が伺える
○花の色どりが心地よく、季節感が感じられる
○垣・柵・緑は多いが、とぎれとぎれなのが残念
○歴史などのいわれを知るともっと楽しい
○あいさつが普通に励行されていて気持ちがよい

今後の路地の活用について
○蔵や古い建物を活かせれば路地の魅力が高まる
○手づくり市をもっと路地に展開するもの面白そう
○ごみ収集場所をもっときれいに！
○オープンガーデンをやってみるのも楽しそう

長野県小諸市の景観まちづくりの取組を視察しました！
地区のみなさまとの意見交換の中で、「先進事例か
ら学ぶ事も大事ではないか」という主旨のご意見をい
ただき、昨年 12 月 2 日に長野県小諸市への視察を開
催いたしました。
■視察先：
長野県小諸市 北国街道本町通り及びその周辺地区
■景観まちづくりの取組概要：
○本町の歴史的な町並みの修景
・本町まちづくり読本

・町並み環境整備事業の実施

⇒地域の活動や景観まちづくりプランの検討、作成の参
考になります
○北国街道（主要地方道諏訪白樺湖小諸線）の美装化、電
柱等の敷地内移設
⇒羽生妻沼線の街路整備やまち並み形成の参考になり
ます
○停車場ガーデンや北国街道ほんまち歴史館の管理・運営
⇒地域の活動、交流拠点の参考になります
○ＮＰＯによるまち歩きイベントや町並み・歴史的資源の
調査、景観計画の提案等
⇒地域の活動の参考になります

景観まちづくりプラン(案)の検討状況をお知らせします
景観まちづくりプランの構成案を検討しています
これまでの検討を踏まえ、景観まちづくりプランの構成案を作成いたしました。今後は、
地区の皆さまのご意見を伺いながら、聖天山周辺地区の景観まちづくりを進めていくため
の作法（周辺で暮らす人や町並みへの配慮）
、具体的なアイデアやヒントを出し合いながら、
内容を充実させていきます。また、今後の進め方や組織など、景観まちづくりを進める方
策についても検討していきます。

景観まちづくりプラン構成案の一部をご紹介
～まちづくりの目標とテーマ～
◆目指すべき門前町の姿
例えば・・・・

・聖天さまを心の拠り所に、聖天さまを支えながら生きるまち
・歴史や自然に育まれた固有のまちの形や多様な地域資源
・おだやかで元気な暮らしと商いの環境
◆まちづくりのテーマ

聖天さまや、個々の暮ら
し・商いの環境を守るた
めに必要な最低限の気
遣いをみなさんで共有
するものです。

例えば・・・・

・歴史のあしあとを魅せる
・歩行者と車の共存を工夫する
・花や緑、水、灯りでやさしくつなぐ
・つくれるものは手づくりで
景観づくりの情報・事例、具体
的なアイデアをストックし、み
なさんで共有する、景観まちづ
くりのヒント・アイデア集です。

～実現可能な景観づくりの具体的検討～

デザインノート

～ひとりからでもできること～

まちづくりの作法
●暮らしかたの作法
・あいさつで心地よい雰囲気づくり
・パブリックな場所をきれいに使う
●土地利用の変更や新築・建て替えの作法
・ボリューム・高さ／意匠や色彩／
灯り／看板・広告
●敷地の使い方
・空地の利用
・店先や庭先など敷き際の利用

●作法を実践するヒント・アイデア
等
●他地域の事例
●その他テーマに基づく景観整備の具体イメージ
・羽生妻沼線、太田熊谷線の景観整備
・路地空間とお休み処等の景観整備
みんなで進める景観まちづくりの方策
・手づくり看板・案内板・樹木名板
●景観まちづくりプランの推進策
・店先や庭先など敷き際の利用
等
●継続的に自立した景観まちづくりのために
地区住民・商業者・市の協力の
もと景観まちづくりプランを実
現していくための方策・進め方
等を定めるものです。

今後も継続して地区の景観まちづくりに
ついて検討を進めていきます！
詳細は裏面をご覧ください
（裏面につづく）

今後の予定
みなさまと一緒に考えながら、本地区の景観まちづくり計画を策定するため、今後もワーク
ショップの開催、講師をお呼びしての講習会、発表会等を実施していきます。どなたでも、い
つからでもご参加いただけますので、ふるってのご参加をお待ちしております！
今後の検討スケジュール
開催日時

検討内容

第５回ワークショップ

景観まちづくりプラン（案）の構成や内容を具体的に検討します

平成 26 年 1 月 30 日(木)

・聖天山周辺地区の景観まちづくりを進めていくための作法（周辺で暮らす人

18：30～

や町並みへの配慮）
、具体的なアイデアやヒントを出し合いながら、内容を充

第６回ワークショップ

実させていきます。

平成 26 年 2 月１０日(月)

・今後の進め方や組織など、景観まちづくりを進める方策についても検討して
いきます。

18：30～

※第５回ワークショップの詳細は、下のご案内をご覧ください

第７回ワークショップ

景観まちづくりプラン（案）のお披露目と意見交換を行います

（予定）

・地域にお住まいの皆さまにお集まりいただき、今年度、地区の皆さまと検討

平成 26 年３月上旬

を進めながら作成してきた景観まちづくりプラン（案）を構成や内容をご紹
介させていただきます。

景観まちづくり講演会
※第７回ワークショップ
と同時開催いたします！

景観まちづくり講演会を開催いたします！
テーマ（仮）
『景観に配慮したガーデニングの技術と魅力・効果』
※詳細は、下のご案内をご覧ください

第５回ワークショップ開催のお知らせ
日時：平成 26 年 1 月 30 日（木）午後 6 時 30 分～

花・みどり、歴史文化
町並み、まちづくりなど
に興味のある方も、是非
ご参加ください！

会場：妻沼行政センター ３０１・３０２会議室
景観まちづくりプラン（案）の構成や内容について、地区にお住まいの皆さまの率直
なご意見をいただきたいと思いますので、ふるってのご参加をお待ちしております！

景観まちづくりプラン発表会、景観まちづくり講演会
同日開催のお知らせ
景観まちづくりプラン（案）を皆さまにお披露目する発表会と合わせて、
『NHK 趣
味の園芸』講師を 10 年連続でご担当されている玉崎弘志氏を講師としてお迎えし、
聖天山周辺地区まちづくりの大きな資源となる「花・緑・水」
「手づくり」に即したテ
ーマで講演会を開催いたします。お誘い合わせの上、是非ご参加ください！
テーマ（仮題）

『花と緑のおもてなし －庭先・店先からの景観まちづくり－』

講師：玉崎弘志 氏

※発表会、講演会については、詳細が決まり次第改めてご案内させていただきます。

【お問い合わせはこちらまで】
熊谷市都市整備部都市計画課 〒360-0195 埼玉県熊谷市中曽根 654 番地 1
TEL:0493-39-4813

E-mail:toshikeikaku@city.kumagaya.lg.jp

平成 25 年度の聖天山周辺地区景観形成事業は、埼玉県ふるさと創造資金の補助を受けて実施しています。

