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議    事    録 

 

 

１ 名   称 

平成30年度 第４回 石岡市景観調査委員会 

 

２ 開 催 日 時 

平成31年３月27日（水） 午前10時～12時15分 

 

３ 開 催 場 所 

石岡市役所 ３階302会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

藤川委員，山本（幸）委員，日下委員，中村委員，武居委員，原田委員， 

山本（経）委員 

（事務局：都市建設部菱沼部長，都市建設部額賀次長，都市計画課浅田

課長，惣野代課長補佐，関口係長，加藤主任，青柳主幹，富田主幹） 

 

５ 議   題 

（1）会長の選任について 

         （2）平成30年度筑波大学調査研究報告について 

 

６ 議事の概要 

議事録のとおり 

 

７ 担 当 課 

都市建設部都市計画課 

 

８ 議 事 録 

 

(1) 開会 

・副市長挨拶 

・委嘱状交付 

・出席者数が規定の定足数に達していることを報告（委員10名中７名出席） 
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(2) 議事 

■副市長（仮議長） 

副市長の根本でございます。ただ今司会より御説明がありましたとおり，会長が決まる

までの間，議事進行を務めさせていただきますので，よろしくお願いいたします。 

議事に入ります前に，本日の委員会の議事録署名人を指名させていただきます。山本幸

子委員にお願いしたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

それでは議事に入ります。本日一つ目の議事は「会長の選任について」でございます。 

石岡市景観条例施行規則第17条第２項の規定により，会長は委員の互選となっておりま

すが，選出方法について何か御意見はございますか。 

 

■各委員 

 事務局一任。 

 

■副市長（仮議長） 

 事務局一任との声がありましたが，よろしいでしょうか。 

 

■各委員 

 異議なし。 

 

■副市長（仮議長） 

 事務局案をお願いしたいと思います。 

 

■事務局 

 事務局案といたしまして，会長に藤川委員を推薦いたします。 

 

■副市長（仮議長） 

 ただ今事務局より出された案について，御異議はございますか。 

 

■各委員 

 異議なし。 

 

■副市長（仮議長） 

 異議なしとのことですので，藤川委員を会長に決定したいと思います。 

 それでは，これ以上の議事進行につきまして，藤川会長にお願いしたいと思います。藤

川会長よろしくお願いいたします。 
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■会長 

平成30年度の景観調査委員会は今日で最後になります。最後の会議で委員が委嘱される

ことになっていたのだと改めて感じました。また，本日は新しい庁舎で，初めての会議の

ため，様々な思いはあるところです。今日の筑波大学からの報告内容は，藤川研究室，山

本研究室の学生に参加していただいた１年間の研究です。委員の皆さんには，御質問や活

発な御意見などを頂ければと思いますので，よろしくお願いいたします。 

それでは，議事を再開いたします。本日の二つ目の議事は「平成30年度筑波大学調査研

究報告」になります。私と山本先生，それから学生の方から発表させていただきます。 

 まず，「石岡市歴史的景観調査研究」について御報告します。最初にこれまでどのよう

な研究を実施したのかを簡単に御説明します。 

平成27年度から，我々は石岡市から依頼を受けて受託研究を行っています。受託研究を

開始した平成27年度は，中町通りの連続立面図を作成いたしました。これは，毎年，中町

通りで「歴史的景観調査研究における展示・報告会」を行っておりまして，その際に，必

ず掲示しているものです。 

平成28年度は，市街地の歴史的建造物の悉皆
しっかい

調査ということで，どれぐらい市街地に古

い建物が残っているのかを調査しました。 

平成29年度は，2017全国看板建築サミットを開催しまして，そちらのお手伝いや，歴史

まちづくりの先進地調査ということで，石川県及び富山県を視察してきました。さらに，

石岡地域の市街地では，看板建築などの実測調査を４軒実施しました。 

平成30年度は，氏江商店，旧横瀬医院の実測調査を実施しました。さらに，市内の茅葺

き民家がどの程度残っているのか悉皆調査を行うとともに，石岡市が所有している小屋地

区の茅葺き民家の環境整備を実施しました。 

 はじめに，私から平成30年度に実施しました２軒の実測調査について，報告をさせてい

ただきます。その後，茅葺き民家悉皆調査の結果について，茅葺き民家の活用事例につい

て，さらには，小屋地区における茅葺き民家整備事業の内容について，御説明させていた

だきます。 

 まず，今年度活動に参加したメンバーは28名程度で，留学生にも多数参加していただき

ました。 

 続いて，主要な活動日程を一覧にしてまとめたのがこちらです。平成30年10月30日に氏

江商店の実測調査を実施しましたので，まず，こちらの内容について御説明します。こち

らの氏江商店の建物は，皆さんご覧になったことがあるかと思います。 

配置図をご覧ください。配置図における東側の道路が中町通りになりまして，こちらの

道路を西面にして建物が建っています。建物正面はピンク色で塗られており，洋風の外観

が特徴です。もう尐し詳しくお話をすると，こちらの板の張り方は洋風の下見板張りです。

この建物の変わっている箇所は，正面窓が長方形のガラス窓です。みせ上部の２階部分は，

間口が半間分広いため，１階よりも南側に張り出しており，この下部を漆喰でアールに仕
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上げています。 

 平面図をご覧ください。内部構造につきましては洋風部分もあります。例えば，１階は，

正面に店舗と応接間があり，天井を漆喰で仕上げた洋風の形態意匠の部屋がありました。

さらに，隣の事務室や２階の奥側の部屋についても，洋風の形態意匠を有しています。そ

れ以外の部分については，２階の部分で続き間の座敶，床棚と付書院が付されている本格

的な書院座敶があります。 

 敶地の奥部には石蔵がありました。造りとしては，伝統的な石蔵です。こちらの建物の

調査を進めますと，想像していたよりも古い建物ではなく，昭和50年代前半に新築された

ものであるため，建築から50年は経過していないことが分かりました。そのため，比較的

新しい建物です。逆の考え方としては，昭和50年頃までは，石岡で伝統的な建物の手法が

継続していたことが分かります。全体として，氏江商店は和洋折衷様式の建物である点に

特徴があると分かりました。 

 続いて，旧横瀬医院の御報告です。こちらは，近代和風建築です。洋風のデザインは郵

便局の建物に多く使用されていましたが，和風のデザインの場合には，病院の建物に使わ

れていました。こちらの建物につきましては，和風の形態意匠のみとして捉えることはで

きず，様々な工夫がされていました。屋根裏へ上がると棟札が残されており，これ確認す

ると昭和４年10月25日と記載がありましたので，この日が上棟日であると分かります。昭

和４年３月には大火が起きているため，その時期に重なります。最初は大火で建物が焼失

していたのかと思いましたが，改めて焼失区域復元図を確認すると総社宮近辺の旧横瀬医

院の場所は区域外の場所でした。本当に焼失していないのか，あるいは，飛び火して焼け

ていたのかは不明です。今後，こちらについては，調査を進めたいと思っています。 

旧横瀬医院の横瀬さんは，旧石岡町の町長を務めた旧家で，それが良く分かるような立

派なお屋敶です。内部構造をご覧いただきますと，病院のため診療室があります。診療室

の手前には，２間続きの待合室があります。患者は玄関から待合室，診療室に入るという

流れになっていまして，中廊下が続いています。診療室の特徴につきましては，天井がか

なり高いです。それは，椅子と机を配置するような形で診察を行っていたのではないかと

思います。さらに，診療室を明るくする工夫として，部屋の周囲は四面ガラス戸・ガラス

窓としており，南側には高窓が設けられていました。診療室や待合室の隣には座敶があり

ます。こちらは，床の間，平書院，天袋，地袋を備えています。 

最後に，先ほどお伝えはしましたが，こちらの建物は和風の形態意匠をもった建築物と

して，貴重な建物であると考えています。 

  

■学生 

 続きまして，茅葺き悉皆
しっかい

調査概要について，御説明します。調査は平成30年12月８日，

22日，平成31年１月18日で実施しました。石岡市の茅葺き民家の所在は，平成19年に里山

建築研究所から「石岡茅葺き民家所在，建築的特徴調査報告書」がまとめられています。
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今回は，こちらの報告書で確認されていた95棟の茅葺き民家を対象として，調査を行いま

した。 

その結果については，主に茅葺き民家が良い保存状態で確認されている母屋がある一方

で，何らかの理由で良く保存されていない母屋もありました。平成19年では茅葺き屋根で

あった建物で，現在トタンを被っているものもありました。さらに，既に茅葺き民家を取

り壊して，新築となってしまった建物もありました。事例として図１から図４でまとめて

います。 

 続いて，こちらでは茅葺き悉皆調査結果を地図上にプロットしました。まず，凡例とし

て，赤色のマークは，そのまま茅葺きの建物などが残っているものです。黄色のマークは，

茅葺き民家の建物など残っていない状況で，倒壊，建替え，更地等になっているものです。

青色のマークは，茅葺き屋根にトタン等が被されているものです。緑色のマークは未確認

となっていたものです。これらから分かることとしては，全体の保存率が石岡地区で48％，

八郷地区で53％と，ほぼ半減しているということです。さらに，建物の種類によって保存

率が異なっていることが分かりました。文化財の指定などにより，茅葺きの建築物の保存

率は高くなっています。 

 続きまして，茅葺き民家の活用事例です。全国的に有名な茅葺き民家の活用事例を調査

しました。まず，兵庫県篠山市丸山集落についてです。こちらの集落丸山の宿は，築150

年の古民家を新しく「宿」として，改修・改築しました。「日本の暮らし」を体験する一

棟貸切りの滞在施設として，NPO法人集落丸山が運営しています。また，空き家の持ち主

から建物を借り受け，融資者からの出資や国土交通省からの補助金を基にして，３棟の古

民家を改修しました。そして，一般社団法人NOTEが古民家再生の取組み（NIPPONIA）で協

力しています。 

 続きまして，徳島県三好市東祖谷落合集落の事例になります。こちらの落合集落は平成

17年に「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されています。落合集落の８棟の茅葺き民

家は，アメリカ人のアレックス・カー氏のプロデュースにより再生されました。平成17年

からは，NPO法人篪
ち

庵
いおり

トラストにより運営されています。茅葺き民家の建物は古の趣なが

ら，部屋の中はバスルーム，空調設備，床暖房など最新設備を備えています。 

 続いて，茨城県久慈郡大子町塙における事例です。こちらは，陶芸家であり芸術家のゲ

ルト・クナッパ－氏が残した茅葺き民家で，ゲルト・クナッパーギャラリーです。こちら

の茅葺き屋根の古民家は江戸末期に建てられており，1975年にドイツ人のゲルト・クナッ

パー氏により修繕されました。母屋が住宅，長屋門が芸術ギャラリーとして利用されてい

ます。平成30年12月には，ゲルト・クナッパー氏の娘がクラウドファンディングを活用し

て支援金を集めました。そちらの支援金を使いまして，休耕田を購入して，茅葺き屋根の

材料となる茅を自ら育てるプロジェクトを行う予定です。今後につきましては，母屋の一

部をカフェに改修する計画があるとのことです。 

 続きまして，茨城県つくば市の事例で藤右ェ門栄です。こちらの建物は国登録有形文化
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財に登録されており，築190年の茅葺き民家です。平成17年から和風の魅力的な空間を提

供しているイタリアンレストランとして運営しており，こちらは完全予約制です。さらに，

ウェディング・セレモニーなどのプランも用意されています。こちらでは，レストランへ

用途を転用することによって，古民家の修繕等に必要な資金の問題を解決しています。 

 

■会長 

 続きまして，小屋地区の集落でお借りしている茅葺き民家の活動状況について，御報告

します。報告していただく方は筑波大学の仲村さんになります。よろしくお願いします。 

 

■仲村氏 

 八郷未来プロジェクトを筑波大学の職員の立場で進めている仲村と申します。よろしく

お願いします。 

 まず，こちらの写真をご覧ください。去年の夏に撮影しまして，筑波大学の学生で留学

生の方や石岡市の職員の方々に御協力していただきました。 

今回のプロジェクトにつきましては，「Society5.0による八郷未来プロジェクト」とし

て，筑波大学大学院の事業として，取組みを進めておりまして，里山の風景を保全しなが

ら，過疎脱却を目指す地域未来創生への提案を行うものです。今年度の実施内容につきま

しては，石岡市より筑波大学が貸与を受けた茅葺き古民家の活用方法を検討し，改修案を

立案するなど実施しました。春学期では，主に概況調査を行いまして，秋学期では，環境

整備作業を実施しています。 

 春学期の５月には，八郷地区巡検を実施しました。その結果を基にして，取組みテーマ

の考案を行いました。６月からは班ごとに自転車の利用や小型モビリティトライアルなど

の調査を行いました。９月からは小屋地区の古民家実測調査を行いまして，さらに，そち

らの敶地の整備などを実施しました。春学期のまとめとして，９月19日には，春学期発表

会を開催しました。内容としては，農村部での新たな交通のあり方の提案や事業者，住民

へのヒアリングによる生活行動・エネルギー利用状況調査，古民家再生計画検討に向けた

実測調査等の発表を行いました。 

 続いて，秋学期の内容になります。まず，茅葺き民家の北側の屋根が朽ちていたため，

雨漏りがひどい状態でした。こちらの劣化を止めることを目的として，ブルーシートで養

生処置しました。 

 12月９日には，上山区長さんたちとの交流会を実施しました。その場では，今回のプロ

ジェクトの内容について，御説明しました。その日の午後は，屋根建材の竹の調達などを

行いました。12月15日，16日には，つくば市の高エネルギー加速器研究機構で，やさと茅

葺き屋根保存会の皆さんと一緒に茅刈りを実施しました。さらに，翌年には葛城地区の大

規模緑地で，茅刈りを行いました。作業実績としては，茅を75駄確保することができまし

たので，これで，北側の屋根の葺替えに要する半分の茅が集まったと思います。１月には，
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これからの茅葺き民家の利活用を目的として，古民家整備の方針やコンセプトの策定を行

うため，筑波大学の学生が地域住民へのヒアリング調査を実施しました。主なヒアリング

の内容としては，景観や風土，地域内の交流，地域の産業等です。 

 続きまして，古民家の実測調査です。手順としては，まず，手書きで平面図や断面図を

書いて，コンピューターのCADソフトを使用して作成しました。これにより，現在の古民

家には数箇所の増築の痕跡があったため，模様替えが行われていたことが分かりました。

具体的な部分として，青で塗り潰された箇所が増築部分で，オレンジ色で塗り潰された箇

所が，模様替えの部分です。時代により生活が変化していったことが分かります。さらに，

柱や梁を見てみると，写真⑤のオレンジ色の丸枠で示した柱には，壁があったことを証明

する痕跡があり，構造的な部分を確認していくような下調べを行いました。 

続いて，今後こちらの茅葺き古民家をどのようにして活用をしていくのかについて，取

りまとめました。活用方法をお話する前に，先ほど小屋地区の上山集落の方々にヒアリン

グを実施したとのお話をしました。上山集落に住まいは30軒程度あり，高齢化が進んでい

る現状です。住んでいる方の年齢層は，50代後半から90代までの方々がほとんどでした。

共通の内容としては，以前地域での交流は盛んでしたが，現在は年に１回の暦の行事だけ

になってしまったということです。八郷地域の拠点として，やさと農協の八つの支店が二

つになってしまうことから，様々な生活支援の足が遠くなるので，高齢者には厳しい状況

になるのではないかとの御意見がありました。一方で，前向きな御意見として，90代の男

性から，日4,000歩程度歩いているというものがありました。この御意見の背景には，家

の周りを散歩した際に楽しむことができる自然があり，それは，里山景観の美しさである

と思いました。 

このような結果から，我々にできることを簡単にまとめました。コンセプトとして，ま

ず，第１段階は里山景観を大切にした交流の場作りです。また，循環型社会のモデルとし

て形成できるよう，交流拠点に新しいエネルギーを備えます。第２段階として，生活支援

の機能が必要であるとの御意見がありましたので，多様な付加機能をモビリティとして提

供できないかと考えました。 

まず，イメージ図（第１段階）をご覧ください。茅葺き屋根の葺替えを行いまして，最

低限必要な建物へ改修します。現在，敶地は整備されつつありますが，エディブルなパブ

リックガーデンとして，誰もが入ることのできる庭として，整備することができればと思

っています。 

次に，配置図（第２段階イメージ図）をご覧ください。第２段階では，母屋前の倉庫を

利用して，母屋と生活支援モビリティを接続したサービス拠点を形成します。今後は，家

のような車が出てくるのではないかと思っています。古民家としての地域交流の場所に加

えて，生活支援機能などは外付けで取り入れるなど，臨機応変に需要を供給していくよう

な形が良いと思いまして，このような発想をしました。そのためには，現在様々な仕掛け

を考えておりまして，利便性がより一層向上できれば交流の場として散歩者も立ち寄って
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くれるようになると思います。また，そうなれば面白いのではないかと思います。 

説明は以上です。 

 

■会長 

 ありがとうございます。まだ，山本先生からの御報告はありますが，既に今までの説明

で話題が多岐にわたっています。今までの報告内容で，御質問や御意見などありましたら

お願いします。 

 

■Ｂ委員 

 旧横瀬医院は祖父の姉が嫁いだ場所で，今でも良い建物が残されています。今回の内容

を聞いた時に，石岡市はどのようにして，今後文化財的な建物を残して活用していくのか，

茅葺き屋根の改修を推進するのかと思いました。実は私も茅葺き民家に住んでいましたが，

昭和60年に銅板を被せてしまいました。現在，茅葺き民家を所有している方は，非常に悩

んでいます。茅葺き屋根を維持していくためには，お金が必要です。それ以外にも維持や

手間が大変です。その状況の中で茅葺き屋根をどのような方法で残していくのかが難しい

です。そのため，筑波大学の学生の力をお借りして，昔ながらの茅葺き民家を先進的によ

みがえらせて，模範となるような取組みが進めば非常に良いと思いますので，アイディア

などの提案をよろしくお願いいたします。 

 

■会長 

 総社宮周辺は，高級住宅街のように非常に良い街並みです。今の時点で，茅葺き民家を

補助するメニューはあります。それは，住民参加型まちづくりファンド支援事業を活用す

ることです。ただし，条件として，景観重要建造物の指定を受ける必要があります。こち

らの補助金を活用することで，費用面は道が開けると思います。その点については，御親

戚ということですので，ぜひお伝えください。 

 

■Ｃ委員 

 総社宮周辺はお城の中にあった場所です。 

 

■会長 

 なるほど。 

 

■Ｂ委員 

 この建物は増築しています。図面の赤色で塗られている部分の北側に台所，お風呂場を

造っています。 
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■会長 

 とても立派な建物ですので，建て替えされないようにしていただきたいですね。 

 

■Ｃ委員 

 登録文化財の指定を受けている建物などの場合は，ほとんど保全されているということ

でしょうか。 

 

■会長 

 登録文化財の中でもカテゴリーは多様な種類があります。例えば，門の区分については，

個人以外のお寺の門も含まれており，個人ではなく，お寺などが維持しているものが含ま

れています。神社やお寺の方が維持，保全を行いやすいと思います。個人の方の家で，登

録文化財に登録されていない場合が一番壊されやすいと思います。また，トタンを被る可

能性が高いです。Ｂ委員もおっしゃっていましたが，お金の問題以外にも，維持や手間な

どが大変といった背景があります。 

 

■Ｂ委員 

 はい。とても大変な苦労です。 

 

■会長 

 やはりそうですよね。Ｄ委員から何かありますか。 

 

■Ｄ委員 

実は，私の実家も茅葺きでした。記憶では，小学生の頃に屋根を葺き替えた記憶があり

まして，大学生の時に建替えを行いました。昔は地域の人々が協力をして，茅葺き屋根を

保存・保全していました。そういう環境も保全につながっていたと思います。今後，保存

を進めていくためには，茅葺きの屋根の職人さんの協力が必要でありますが，費用の部分

について課題はあると思いますので，何らかの手助けが必要だと思います。 

私たちは石岡市に住んでいるため，里山景観を当たり前のように感じますが，東京近郊

などに住んでいる方が見た場合には好印象であると思います。茅葺き民家の保全・活用が，

そういった方々の呼び込みにつながると思います。 

 

■会長 

 そうですね。 

 

■Ｂ委員 

 昔は山に茅場がありました。そこで皆が協力して作業を行いました。 
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■会長 

 そうですか。昔は地域が協力して，茅葺き民家の保全を行っていたということですね。

ありがとうございます。 

Ｅ委員何かありますか。 

 

■Ｅ委員 

 石岡市は茅葺き民家が点在しています。茅葺き民家を所有している方で，グループを構

築し，共同で茅葺き屋根の保全・活用を進めることができれば良いと思いました。 

 さらに，茅葺き民家をレストランとして活用することはいいと思いますが，当市でも需

要があるのかは不明です。古民家を活用した飲食店として，渋川問屋があります。こちら

は郷土料理など提供していますので，活用の参考にしてもいいのかなと思いました。 

 

■会長 

 八郷には，やさと茅葺き屋根保存会がありまして，茅葺き民家を所有している方々で構

成されています。今年は，高エネルギー加速器研究機構で，やさと茅葺き屋根保存会の皆

さんと一緒に茅刈りを実施しました。そのため，最初にＥ委員さんがおっしゃっていた内

容については，既に実施しているかと思いますが，会員は高齢の方が多く後継者がいない

状況です。 

今後は，茅葺き民家の保全だけに目を向けるのではなくて，活用方法についても一緒に

考えていくことが大切だと思います。やさと茅葺き屋根保存会の皆さんは，筑波大学が一

緒に茅刈りを行うことについて，大変喜んでくれました。さらに，そこで刈った全ての茅

を我々に提供してくださいました。 

 

■Ｂ委員 

 八郷の茅葺き民家でも，レストランに限らず何か素敵な施設ができればと思います。 

 

■会長 

 そうですね。皆さんありがとうございました。 

 それでは，続いて山本先生から八郷の「里山景観等調査研究」について，御報告願いま

す。 

 

■Ａ委員 

 それでは，「里山景観等調査研究」について御報告します。 

まず，こちらの写真は朝日里山学校から中村いちご園を撮影した写真です。今年度は，

中村いちご園の建物の新築，看板の修景，辻いちご園の看板の修景が実現しました。私は，

平成28年度からこちらの事業に関わっていますが，３年目でようやく景観の修景が実現し
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ました。この研究は来年度も継続して実施する予定ですが，景観の修景事業が実現して形

になりましたので，一つの区切りと思いまして，今までの３年間の活動内容を報告させて

いただきます。 

 平成30年度の活動内容を一覧でまとめています。今年度は修景に向けた細かい連絡調整

が主な活動でした。当初の研究の背景につきましては，朝日トンネルを抜けた八郷の先導

的な景観形成地区に当たるフルーツライン沿線にいちご園が集積しています。トンネルに

入る前はワクワクした気持ちで，抜けた後は，素晴らしい里山景観が広がっているため，

気持ちが良いです。しかし，朝日トンネルを抜けた後の最初の交差点の周辺には，里山景

観と調和していないいちご園の看板や建物が見受けられます。築20年以上が経過している

ため，経年劣化や汚れが目立っています。さらに，各農家さんが建物を建築して，看板の

新設を行ったため，大きさ，色，形等が統一されていない状態です。そのため，看板や建

物などの構造における安全性や外観が里山景観と合っていないなどの課題があります。 

 筑波大学では，八郷地区の里山景観と合致したいちごの販売所，看板デザインの提案を

行いました。平成28年度は，看板に関する調査やいちご農家さんへのヒアリングを行いま

した。平成29年度は，販売小屋の機能部分について，デザインの検討を行いまして，サイ

クリストへのヒアリング調査も実施しました。平成30年度は，先ほど御説明しましたが，

看板デザインが決定したことにより，看板を新設しました。また，販売小屋の新築も実現

しました。 

それでは，看板，販売小屋について御説明します。まず，販売小屋，看板の悉皆調査を

実施しました。看板については，フルーツライン沿線を調査しまして，111個確認できま

した。販売小屋については，11箇所確認することができました。看板の111個は，朝日ト

ンネルを抜けた後の交差点付近に集中しています。こちらが，交差点付近を拡大した拡大

図になります。111個の看板の中で約３割が果樹園関係の看板でした。果樹園関係の看板

は，ほかの業種よりも大きな看板ですので，面積が3.1平米以上のものが多く占めていま

した。色については，いちごの看板は背景が黄色やいちごの色を用いた赤などの原色が多

いということが特徴として分かりました。 

 次に，私たちから提案した内容は，時期によって看板を取り替えられる機能を持った看

板です。理由につきましては，いちご農家の方々からは原色を使った，新たな看板を新設

したいとのニーズがありましたが，一方で，いちごのシーズンは１年間ではありません。

オフシーズンとオンシーズンは半分ずつのため，いちごのオンシーズンについては，いち

ご園の農家の方々が希望するような看板を設置し，逆に，オフシーズンについては，大人

しく落ち着いた色が良いのではないかということを考えました。それから，いちごのオフ

シーズンの半年間を閉めていることは非常にもったいないと思いますので，看板や場所に

新たな機能を持たせることで，有効に活用することはできないかと考えました。看板の農

園パネルは，石岡市街並み修景ガイドラインに沿った形で，景観を害さないアースカラー

を用いて，自然景観になじむように考えました。いちごのオンシーズンはこちらのデザイ
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ンパネルを取り付けます。色はいちご農家さんの意向を踏まえまして，明るさを抑えた赤

を活用したデザインにしました。 

こちらの写真は，画像でシュミレーションしたものです。また，現地で実際に試作した

看板の仮設置を行いまして，大きさなどの検討をしました。農家さんに提案すると，取替

え式の看板の仕様については納得していただきましたので，次の年に看板の専門業者であ

るつくば市のサイナジーデザイン株式会社へ設計を依頼しました。そちらで，私たちが提

案した取り替えることのできるような看板の仕様を基に，設計していただきました。 

ここでは，大きさを記載していますが，これまで取り付けていた看板よりはサイズが小

さくなります。ただ，看板の視認確認を行いまして，大きさについて問題がないことを確

認しています。対象となっているいちご園は７園ですが，ピーク時は15園だったそうです。

そして，昨年途中で１園が閉店してしまいましたので，現在対象となっているのは６農家

です。 

取り替えられる仕様に加えて，耐久性，簡易性等を踏まえまして，材料の検討を行いま

した。当初は木材を提案したのですが，腐食してしまい耐久性の観点から難しいとのこと

でしたので，スチール材を構造部材に採用することにしました。また，農家さんが１人で

も簡単に看板を取り替えることができるように，金具を付けた仕様を提案しました。パネ

ルのデザインについては，私たちには知識がありませんでしたので，芸術を専攻している

学生にチームへ入っていただきました。 

看板のコンセプトは三つです。①フルーツラインを中心とした八郷地域の景観向上，②

八郷はフルーツのまちというイメージ付け，③組合の農園の売上向上です。実際に完成し

た看板はこちらに掲載しています。農家さんの多くの御意見として，看板は目立つものが

良いとの御意見が多かったため，学生の提案としては，背景の柄といちごのマークの色の

コントラストの比率を工夫して，目を引くデザインにしました。右側で記載していますが，

背景の柄は農家さんごとに違うデザインです。いちごのマークは共通しており，へた部分

は筑波山をイメージしています。農園のロゴについては，各農家さんへヒアリングを実施

しまして，要望を聞いた上でデザインの提案を行いました。それぞれの農家さんはオリジ

ナルのデザインを出したいとの要望がありました。しかし，全体として，看板のデザイン

は統一感を持たせたいという私たちの考えも含めてデザインしまして，お互いが納得でき

る看板が作成できました。 

 平成30年度では，三つの農家さんが看板の新設することについて，手を挙げてくれまし

た。しかし，以後崎いちご園さんは既に販売小屋に設置されている看板があり，新たに屋

外広告物の申請が必要になることから，実施しないことになりました。最終的には，二つ

の農家さんが看板の新設を実施しました。看板を新設する前には，実際の大きさでダンボ

ールの看板を作成しまして視認確認を行いました。ここで，新たに検討した内容としては，

農園パネルを木目調にするのか，黒く加工した金属にするのかです。最終的には，黒い金

属を採用することになりました。 
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また，景観の向上を図るためには，看板を新設するだけではなく，周辺の廃業している

いちご園の看板等を撤去することも必要です。看板が乱立して残っている場合には，新た

な看板を新設しても景観向上の効果が薄れるため，各農家さんが看板を撤去する必要があ

ります。そのため，看板を撤去した場合の効果についてもシュミレーションを行いました。 

最後に，新たに設置した看板は，オフシーズンに取替え可能な仕様となっていますが，

オフシーズンの看板を作成した場合には費用もさらに要することから，今回はオンシーズ

ンのみのいちごの看板を作成・設置しました。 

 次に，いちごの販売小屋についてです。現状の課題として，多くのいちごの販売小屋の

基本構造がプレハブのような簡易的な造りで，築20年以上となっているため，老朽化が進

んでいます。さらに，いちごの販売小屋に併設して大きな看板が設置されています。この

看板も里山景観の妨げになっています。 

今年度は，中村いちご園の販売小屋の新築に向けて，既存の販売小屋の実測調査を行い

ました。空間や大きさなどを計測して，新たな販売小屋の設計を行う際の参考としました。 

また，オフシーズンにいちごの販売小屋が使用されていないことはもったいないと思い

ましたので，オフシーズンにも活用できるように，こちらの販売所にサイクリストなどが

使用できる空間や機能を加えることができれば良いと思いました。そのため，こちらの提

案を行うに当たり，サイクリストを対象として，フルーツライン沿線でどんな機能がある

と嬉しいのかヒアリング調査を行いました。結果として，休憩所や自転車のメンテナンス

場所が求められていることが分かりました。これらを含めまして，いちごの販売所のコン

セプトを四つ定めました。①里山景観に合わせたデザインで，素材としては「木」を重視

する。屋根の色は白，又はいちごの色に近い赤を考えました。②いちごの販売小屋として

だけでないほかの機能も付け加えた設計とする。以前の販売所は作業場としての機能だけ

でしたが，今回はこの作業場がいちごのオフシーズンになった場合でも使用できるように，

空間や機能を付加することを考えました。③「山」に囲まれたフルーツラインならではの

「屋根」にするため，山の傾斜に合わせた屋根形状とする。こちらの模型にあるように，

山の傾斜に向かって斜めに屋根が上がってくような形状を提案しました。以上三つのコン

セプトから，今後販売小屋がフルーツライン上に展開していくことを踏まえまして，立ち

並んだ際に統一感が生まれるようなルールを考えました。 

このコンセプトを基に採用された設計がこちらになります。実施設計については，石岡

市の三輪建築設計事務所に御指導いただきました。図面の左側がフルーツラインになりま

す。まず，お客さんはこちらのカウンターでいちごの購入やいちご狩りの受付を行います。

そして，今回新たに土間を設けました。これにより，いちごのオンシーズンはこの場所で

いちごを家族でおしゃべりをして食べることができます。さらに，いちごのオフシーズン

では，サイクリストが休憩できるような機能としました。 

続いて，こちらは学生が作成した展開図になりまして，内部の棚の設計まで携わらせて

いただきました。 



14 

 

こちらは工事中の写真です。屋根の特徴として，いちごを連想されるような赤色と茶色

を混ぜたような色です。学生から中村さんへ提案をしまして，中村さんから気に入ったと

言っていただきました。こちらは建物竣工後の写真になります。木材は八郷のものを使用

しています。学生はここで出た廃材を活用して，ベンチも作成しました。 

 続きまして，全ての農家さんが販売小屋や看板の新築へ至らなかった理由です。実績と

しては，六つの農家さんのうち二つの農家さんが看板の新設を行いまして，販売小屋の新

築は一つの農家さんだけでした。その理由は，三つあります。まず，いちご農家さんの後

継者がいないこと。次に，まちづくりファンド支援事業を活用した効果にいちご農家さん

から賛同を得ることができなかったこと。最後に，１農家さんから看板の新設について希

望はありましたが，既存看板の撤去が必要となったことです。この事業を３年間進めてき

まして，全てのいちご農家さんが販売所の新築や看板の新設を実施してほしいという思い

でやってきましたが，実現に至ったのは６件中２件に留まってしまい，現状課題が残って

います。来年度は，今年度実現した実績から事業の効果を検証して，次の事例につなげて

いきたいです。今後，いちご農家さんに限らず様々な果樹園の農家さんに対して事業を波

及していきたいと思いますので，まだまだ先はあるのかなと思っています。情報発信方法

については，各農家さんが努力してＨＰを作成していますが，ＳＮＳの方が主流となって

いますので，そちらの方での情報発信も学生と一緒に進めたいと思っております。 

最後に，中村さんからの協力は必要ですが，いちごのオフシーズンにおける土間空間の

活用方法です。来年度には，可能であれば社会実験として，学生がこの場所でサイクリス

トへ向けたカフェを開くなどしまして，こちらの効果を検証して還元したいと思っていま

す。 

説明は以上です。 

 

■会長 

 ありがとうございました。実際に事例ができたことは素晴らしいことだと思います。最

初に，中村さんから事業に関して感想などありましたらお願いします。 

 

■Ｆ委員 

 立派な看板を作成・設置していただきありがとうございます。現状としては，お客さん

の受けが非常に良いです。多くのお客様からＳＮＳなどに掲載していただいておりまして，

評判が良いです。看板については，フルーツライン沿線に私と坂入さんの辻いちご園が並

んでおりますので，同じ看板でいいねとお客様から好評です。辻いちご園を案内する際に

は，同じ看板の所へ行ってくださいと伝えているので，目印としても分かりやすいです。

常連のお客様からは，以前と建物や看板が全然違うため，新たな事業者がいちご園を始め

たのかと言われたことがあります。本当に素晴らしい建物と看板をありがとうございます。 
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■会長 

 ほかに何か御意見などはありますか。 

 

■Ｅ委員 

 先週，私も実際に中村いちご園を通りましたが，正直，看板が周りの景色と同化して目

立っていませんでした。目立たせるための提案ですが，アクセントカラーとして，いちご

のロゴの色を明るくしても良いのではないかと思いました。 

 

■Ａ委員 

 いちご農家さんもそれは一番気にしていました。もう尐し明るい色でという御意見はあ

りました。まちづくりファンド支援事業のガイドラインの中で，原色の赤は使用できない

ということもございましたので，今回の色になりました。 

 

■Ｅ委員 

 アクセントカラーであれば使用できるのかなと思いました。また，赤色に限らずそれに

近い色でできれば，目立ってよかったのかなと思いました。 

 

■Ａ委員 

 確かに，その御意見もありまして検討も行いましたが，学生たちと一緒に考えていたの

は，現在，店舗へ看板を見てから入ることばかりではなく，事前に調べてから店舗へ行く

流れになっているということです。そのため，目的地周辺までは来ることができるので，

そこで看板が目に留まればいいなという考えです。ロゴマークについては，ＳＮＳ上で目

に留まるようにしておけば，事前に周知され印象深くなるのではという思いが込められて

います。 

 

■Ｅ委員 

 実際に運転していて，もう尐し設置する高さが高くても良かったのではと思いました。 

 

■Ａ委員 

 そちらについても，いちご農家さんから御意見がありましたので，看板業者と一緒に実

物に沿った看板をダンボールで作成して，視認確認を実施しました。さらに，パネルは取

り替えられる仕様にしているため，一人で作業できる高さに設定しました。看板は以前よ

り目立たなくなりますが，販売は上がったと言ってもらえるような効果を狙って実施しま

した。今後，いちご農家さんが看板を設置する際にも統一したものでやっていただきたい

と考えております。 
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■Ｅ委員 

 いちごのマークの部分だけ，明るくしても良いのではと思ったものですから。 

 

■Ａ委員 

 彩度を上げてしまうと背景とのコントラストの関係がありますので，そういったことを

踏まえてこのような色になりました。 

 

■会長 

 まちづくりファンド支援事業の要綱の関係からはどうでしょうか。 

 

■事務局 

 山本先生が言われたとおり，彩やかな色は使用できないのが現状です。こちらの地域は

ガイドライン上厳しい色の規制がございますので，原色の赤色を使用することはできない

状況です。次の事業を実施する際にも統一した看板になるよう，こちらのデザインや色を

使用していただきたいと思っております。申し訳ございません。 

 

■Ｅ委員 

 そうですか。 

 

■Ｂ委員 

 平日にいちごの販売所へ行ったら閉まっていました。今回の事業を一つのきっかけにし

て，周りのいちご農家さんにも実施してもらえるようになればいいと思います。また，い

ちごのオフシーズンはにぎわいが減ってしまい寂しいので，なんとか良い方法あればと思

っていますので，サイクリスト向けの事業を期待したいと思っています。僕の友達から，

販売所は道路の方に向いていた方がいいのではというお話がありましたがどうでしょうか。 

 

■Ａ委員 

 ありがとうございます。販売所が山の方に向いているのは，山を座って見てほしいとい

う思いがあるからです。カウンターの反対側は風が強く，道路側は騒音がうるさいです。

そのため，なるべく道路と背面は空間を閉じて，中の空間を良くするためにこのようにし

ました。開口部はありますので，日中は電気がついているかどうかで営業しているか分か

ると思います。一見しただけでは，こちらの建物は何のお店か分からないので，通り過ぎ

てしてしまうこともあると思います。しかし，現在，人気の立ち寄る場所は，何のお店な

のか不明だけど，建物や空間に行ってみたいと思わせる工夫があります。看板やのぼりで

大きな宣伝はしていませんが，皆さんが行きたいと思う建物を造ったつもりです。 
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■Ｂ委員 

 確かに南側はうるさいですし，美しい山が見えるということであればいいと思います。 

 

■Ａ委員 

 はい。素敵な夕日も見てほしいと思います。 

 

■Ｆ委員 

 夕日もそうですが，朝日も素晴らしいです。また，先日雪が降った際には，急勾配の屋

根のためといが曲がってしまいました。 

 

■Ａ委員 

 中村さんのところには改めて春頃に伺いまして，実際に営業してからの色々な課題をお

聞きしたいと思っています。今後新たに何か必要なものがあるかなどについてもお聞きし

まして，次の事業の参考にさせていただきたいと思います。 

 

■Ｆ委員 

 雨が降ると，カウンターの場所はいちごが濡れてしまいます。また，ドアの部分が尐し

低いのか，それとも逆勾配なのか，雨水が建物へ入ってしまいます。 

 

■Ａ委員 

 私から施行業者へ連絡してみます。 

 

■Ｆ委員 

 フルーツラインの道路は，うちの販売所の場所がつなぎ目になっているので，振動が大

きいです。 

 

■会長 

 Ｄ委員からは何かありますか。 

 

■Ｄ委員 

 思いつきで申し訳ありませんが，オフシーズンはその看板の場所をレンタル看板として，

ほかの企業の方々が利用するのも良いかなと思いました。 

 

■Ａ委員 

 オフシーズンはサイクリスト向けの休憩所などを考えておりましたが，お金がかかって

しまうので，そういう広告の視点もあるかもしれないですね。 
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■Ｆ委員 

 昨日から，市が建てた観光トイレに自転車を置くサイクルスタンドを設置していました

ので，私も自分で作ろうと思っています。 

 

■Ａ委員 

 ありがとうございます。また，手洗いの場所が無機質ですので，もう尐し良くしたいと

思っています。手洗い場所の前の部分には芝生を張りまして，オープンテラスのように活

用できればさらに良くなると思います。サイクリスト向けにサイクルスタンドも設置する

ことができれば，さらに良くなると思っています。来年度お話を伺いたいと思いますので，

よろしくお願いいたします。 

 

■Ｆ委員 

 現在，土地改良区と問題になっているのが，使用料の関係です。今後，建物を建てる人

は高額な金額の支払いが生じますので，周知した方が良いと思います。 

 

■Ａ委員 

 敶地境界を決める時にも思いましたが，想定していない新たな費用が生じると分かりま

した。補助金を受けるためには，既存のルールに従うからです。 

 

■会長 

 そうですね。その辺りについては，次に建てる人に反映していただくような形でお願い

します。ありがとうございました。 

 それでは，根本副市長一言いただいてもよろしいでしょうか。 

 

■根本副市長 

 本日は三つの内容を御報告いただきまして，ありがとうございます。 

 市長から我々職員へよく言われている言葉があります。現場で現物を現実的に見ないと

いけないと言われています。しかし，行政は，定例的な業務があるため，行きたくても行

けない状況がございますので，限界があります。筑波大学の方で調査研究していただいて，

このような御報告をしていただいて，本当に有り難いことです。とても有意義なお話であ

ったと思っておりまして，私から御報告を聞いて思ったたことが三つございます。まず，

現在まちづくりファンド支援事業で茅葺き民家などの保存していくため，補助メニューを

用意していますが，限りがございます。先ほど，対象となる建物などは数多くあるという

ことは聞きましたが，行政はこれらの費用をどのような方法で捻出していくのかを今後考

える必要がございます。現実的にどのような方法が良いかにつきましては，筑波大学にも

御協力いただきたいと思っています。近年，若い人を中心に日本でもクラウドファンディ
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ングという考え方が定着しつつあるのかなという思いを持っています。今後，クラウドフ

ァンディングを活用して，どのような方法で取り組むことができるのかがポイントになる

と思います。 

 次に，昨年NHKのニュースを見たときに，印象深いフランスの事例がありました。フラ

ンスのとある地域には，沢山の個人所有の古城があり，どんどん朽ち果てているという現

状が続いています。そこで，クラウドファンディングを活用して資金を集めまして，個人

やクラウドファンディングを開始した方が協力して，古城の整備や保全に向けて取り組ん

でいるという事例です。さらに，この事業は一般の方へ公開しているというニュースでし

た。規模の大きさの有無はございますが，このような事例が八郷の茅葺き民家や石岡市街

地の看板建築に応用できるようになれば，それは嬉しいなと感じました。実際に先ほどの

報告で，古民家レストランなどの話題がありました。既に八郷ではゲストハウスを開業し

ている方はいまして，この事例のように建物を所有している方の御理解と御協力があれば，

尐しずつ古民家の活用事例が増えるのではないかと思いました。例えば，古民家をレスト

ランにするという活用方法は，茨城県企画部で取り組んでいるため，ノウハウは持ってい

ます。特に県北地方においては，人口減尐が進んでいるため，観光振興の視点から古民家

レストラン事業を５年間実施しました。そこで協力してくれたのは木内酒造です。５年間

の通年ではなく，その期間の中で限定的に行いましたが，非常に人気でした。実は，この

木内酒造はニュースでも発表はされていますが，八郷地域にウィスキーの蒸溜
りゅう

所を作って

くれます。社長が八郷地域を非常に気に入っているため，選んでくれたようですので，こ

ちらの企業と何か協力して事業を進めることができればいいと思いました。 

 最後に，石岡に限らず県内の観光を考えた際には，大規模な観光施設がありません。そ

のため，生業
なりわい

を見せる観光を行いたいと思っておりまして，その可能性の追求ができない

のかなと考えています。私は，去年の４月から石岡市でお世話になっていますが，石岡地

域，八郷地域のそれぞれで，モデルとして生業を見せる観光交流ができるのではないかと

思っています。大型観光バスを使用して，観光を行うのとは違って，10人規模で施設に訪

れ，地元の人と観光客が密接な関係で生業の体験をして思い出を作り，お金を落としてほ

しいと思っています。課題としては，現在茅葺き民家や看板建築の所有者は居住していま

すので，私生活の一部を見せることへの抵抗感がございます。行政はどのようにして，そ

この部分のハードルを下げていくのか方法を考えないといけません。今後，新たな観光の

ルールとして，いつでも来てくださいという考え方ではなく，事業者が日時や曜日を限定

して受け入れる形で何かできないかなと思います。 

皆さんのお手元に「第２次石岡市観光振興計画」がございます。こちらの計画策定には

筑波大学の安藤先生に携わっていただきまして，現実的な内容を考えて策定していただい

たと思っています。特に41ページをご覧ください。第４章として「石岡市観光振興計画の

基本理念として，「常世の国との出会いを通して，訪れる人々に喜びと感動と満足を提供

する」と定めました。県内でも常世の国と表現できるのは石岡市だけだと思いますので，
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焦点が合致した計画であると思っております。次に，45ページをご覧ください。魅力ある

観光地域づくりとして，観光資源の魅力向上による石岡市のブランドを確立するため，観

光資源などの保護と活用をテーマに掲げています。ユニバーサルデザインを取り入れた受

入環境整備では，観光地域としての景観の保全を掲げています。これらのことと本日御報

告いただきました内容を上手に組み合わせていくことが，行政の取り組むことであると感

じました。 

さらに，先ほど自転車のお話がありました。八郷地域には多くのサイクリストが訪れて

いますので，いちごのオフシーズンとサイクリングに関連する事業は合致するのではない

かと思いました。サイクリングのオフシーズンは，風が強く寒い時期でサイクリングの気

温に適していないとされる８月から２月までです。いちごのオンシーズンは12月から３月

までかと思いますので，上手く組み合わせることがきるのではないでしょうか。 

また，自転車のラックに関する話題がありました。こちらは，茨城県の事業でサイクル

サポートステーションという事業がございます。これに登録をした場合には，サイクリス

トを受け入れるためのサイクルスタンドや備品の提供を受けることができますので，御利

用ください。私は観光，地域振興については，地域がもうかる仕組みが必要であると考え

ています。行政は，それを考えつつ筑波大学にも御協力いただきまして，取組みを進めた

いと思います。 

 

■会長 

 ありがとうございました。 

それでは，以上で議事を終了させていただき，進行を事務局に戻したいと思います。 

 

(3) 開会 


