米山町地区・景観懇談会ニュース【第１号】
第 1 回の結果がまとまりましたので、お知らせします。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

■開催概要

参加者が３つの班に分かれて、良い景観・良くしたい景観について意見交換を行い、下記のご意見が出され
ました。３班分のご意見をまとめた「将来の米山町マップ（案）
」は、裏面で紹介します。
※下表の番号は裏面の「将来の米山町マップ（案）
」の意見に対応

日 時：平成 26 年 9 月 2 日（火）19：30～21：10
場 所：米山コミュニティセンター
参加者：2２名（＋スタッフ等 7 名）
内 容：講演「景観を守り育てる術」
講師：新潟工科大学 建築学科 長 聡子准教授

視点

説明「柏崎市景観計画について」

会場全体

テーマ：“美しいふるさと”の実現に向けた
「将来の米山町マップ」をつくろう！
自然

■ふりかえりシートの結果から
意見交換の後に行ったアンケートから、主なご意見を紹介します。
①今日学んだり、気がついたことは？
●長先生の講演で、米山町地区の魅力を知ることができた。
●地域の方の考え方や認識が同じということ。

成果発表

③今日悲しかったこと、残念だったことは？
●改善したい点がたくさん出たこと。
●懇談会のゴールが今一つ理解できなかった。

まち並み
・集落

④今後の懇談会で知りたいことは？
●目指すところ、ゴール（近い所で）はどこか。
●ほかの事例（特にルール）を知ることが重要だと思います。
●懇談会でまとまった方向についての行政の具体的な支援。

成果発表

⑤自由意見
●景観を残していくことと、生活を良くしていくことを両立することは難しいことと思いました。
●便利さ、懐かしさをどうとらえていくか。そこに住む人の考えがどうなるのでしょうか？
●一旦壊されると復興できない。
（景観を守る主役は住民。老齢化、過疎化、まち並み、空家）

1月

H28 年度

運用開始

（米山町・中央・椎谷・荻ノ島）

4月

H27 年度
7 月 10 月

景観条例の制定

計画区域
景観づくりに関する方針
行為の制限（ルールづくり）
景観上重要な建造物・樹木
その他（選択事項）
実現に向けた方策
策定委員会
庁内検討会議
地区別懇談会

4月

H26 年度
7 月 10 月 1 月

景観計画の策定

合意形成

目

①聖ヶ鼻周辺（上輪側含む）の整備
②海岸遊歩道の整備（遊歩道が通れない）
③草木を切り広場にする
④砂浜の少ない米山海岸・養浜整備
（消波ブロックを岩などに変える）

⑤柏崎方向に行く時のトンネル左側の桜
⑥米中橋から見る桜
⑦国道 8 号の入口から見える山桜
⑧米山駅や国道 8 号交差点から見る米山
⑨米山中学校跡地から見る米山

⑤国道から聖ヶ鼻に向けて桜並木のシンボルロー
ドにする
⑥米山中学校跡地の活用
・米山中学校の跡地を何とか活かせないか
・桜の活用

⑫妙興寺墓地から見る日本海
⑬大清水と大清水観音堂からの眺望

⑧堂の川の土手にアジサイを植えたが賛否両論
⑨大清水の仁王門からのルートの整備

⑭聖ヶ鼻から見た昔ながらの米山町のまち並み
⑮広幅員の道路がある（旧北国街道）
⑯松田伝十郎の碑
⑰又十郎さん宅の塀

⑩空家の増加（約 20 軒）、空家・空地の利用
⑪まち並みの整備（妻入り保存）
⑫たわら屋跡、鉢﨑関所跡の整備
・歴史的建造物が残っていない
（戦前のものはほぼ無し）
⑬柏崎市の西の玄関口としてはさびしい景観

⑬大清水観音堂

⑭米山町の顔「米山駅」の大改修
・古くて錆が気になり、ちょっと恐怖
・もっと海が見えるようにしてほしい
⑮米山駅前に米山や旗持山の PR 看板等
⑯米山海岸へ行く時のルート図の整備
（現在の案内板は海岸へ行く道にはない）

祭りや
イベント

⑱鉢﨑神社周辺の春・秋の祭り、舞と子供みこし ⑰米中橋が車両通行止めのため、米山中学校跡地
⑲冬季に行う いんころ作り
で、どんど焼き、運動会ができない

気候・時間 ⑳聖ヶ鼻（大岩）からの夕日がとてもきれい
の移ろい
（初夏が断然良い）
生活・営み
その他

-

■第２回景観懇談会のご案内
●
●

●

●
●

●
●

良くしたい景観・課題

①聖ヶ鼻からの 180 度の海・山の眺望
②米山駅ホームから見る聖ヶ鼻
③高速道路から見た聖ヶ鼻とまち並み
④好天時に海岸線から見える弥彦山、米山、佐渡
の風景（連続的な海と山の全景スポット）

建物
・施設

■柏崎市景観計画の策定スケジュール（予定）
項

良い景観・良いところ

⑩米山小学校裏の「潮風ふらわーずヒル」の植物 ⑦米山小学校裏のクロスカントリーの活用
（カワラサイコなど、植物マニアのスポット） （珍しい植物あり）
⑪米山小学校裏からの国道 8 号の眺め

②今日うれしく思ったこと、満足したことは？
●地域の方が米山町を思う気持ちを端々に感じることができた。
●自分の考えやほかの人の考えを聞くことができ、満足でした。

計画内容
の検討

〒945-8511 新潟県柏崎市中央町 5 番 50 号
TEL 0257-21-2298／FAX 0257-23-5116
ﾒｰﾙ toshiseisaku@city.kashiwazaki.niigata.jp

～美しいふるさとを語ろう～

■意見交換：“美しいふるさと”の実現に向けた「将来の米山町マップ」をつくろう！の結果

■第１回景観懇談会の結果を報告します！

意見交換

発行・お問合せ先：柏崎市都市整備部 都市政策課

●
●

●
●

※地区の状況に応じて実施予定（3～5 回程度）

日時：9 月 30 日（火）19：30～
会場：米山コミュニティセンター
内容：目指すべき将来像・今後の取り組みなど

⑱トンネルを通らないと隣の地区へ行けない不便さ

将来の米山町マップ（案）
凡

３班分のご意見をまとめたものを紹介します。

＜聖ヶ鼻周辺＞
①聖ヶ鼻からの 180 度の海・山の眺望
⑭聖ヶ鼻から見た昔ながらの米山町のまち並み
⑳聖ヶ鼻（大岩）からの夕日がとてもきれい
（初夏が断然良い）

例

良い景観・
良いところ

良くしたい
景観・課題

①聖ヶ鼻周辺（上輪側含む）の整備

④好天時に海岸線から見える弥彦山、米山、佐渡の風景
（連続的な海と山の全景スポット）

視点場から見える景観

②海岸遊歩道の整備
（遊歩道が通れない）

③草木を切り広場にする

範囲
④砂浜の少ない米山海岸・養浜整備
（消波ブロックを岩などに変える）
⑯松田伝十郎の碑

＜旧北国街道のまちなみ＞
⑮広幅員の道路がある（旧北国街道）
⑩空家の増加（約 20 軒）、空家・空地の利用
⑪まち並みの整備（妻入り保存）

⑫たわら屋跡、鉢﨑関所跡の整備
・歴史的建造物が残っていない
（戦前のものはほぼ無し）
⑱鉢﨑神社周辺の春・秋の祭り、
舞と子供みこし

＜米山駅周辺＞

⑰又十郎さん宅の塀

②米山駅ホームから見る聖ヶ鼻
⑧米山駅や国道 8 号交差点から見る米山
⑭米山町の顔「米山駅」の大改修
・古くて錆が気になり、ちょっと恐怖
・もっと海が見えるようにしてほしい
⑮米山駅前に米山や旗持山の PR 看板等

⑤国道から聖ヶ鼻に向けて
桜並木のシンボルロードにする

⑧堂の川の土手にアジサイ
を植えたが賛否両論

⑫妙興寺墓地から見る日本海
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＜米山小学校周辺＞
⑩米山小学校裏の「潮風ふらわーずヒル」の植物
（カワラサイコなど、植物マニアのスポット）
⑪米山小学校裏からの国道 8 号の眺め

⑤柏崎方向に行く時の
トンネル左側の桜

⑦米山小学校裏のクロスカントリーの活用
（珍しい植物あり）

⑱トンネルを通らないと隣
の地区へ行けない不便さ

⑦国道 8 号の入口か
ら見える山桜
⑯米山海岸へ行く時のルート図の整備
（現在の案内板は海岸へ行く道にはない）
⑲冬季に行う
いんころ作り

⑬柏崎市の西の玄関口と
してはさびしい景観

③高速道路から見た聖ヶ鼻とまち並み
⑬大清水と大清水観音堂からの眺望、
大清水観音堂

⑨大清水の仁王門からの
ルートの整備

＜米山中学校跡地周辺＞
⑥米中橋から見る桜

⑨米山中学校跡地から見る米山

⑰米中橋が車両通行止めのた
め、米山中学校跡地で、どん
ど焼き、運動会ができない

⑥米山中学校跡地の活用
・跡地を何とか活かせないか
・桜の活用

