
 

 
  

プロジェクトの背景 

このたびの熊本地震で被害にあわれた方々に心よりお

見舞いを申し上げます。熊本地震では、公的支援が乏し

い多数の歴史的建造物が被災しており、それらも含めて

早期に復興されることを願っています。 

 本稿では、筆者らが 2012年（平成 24）から取組んで

きた「伝統的建造物群保存地区における総合防災事業の

開発」プロジェクトについて紹介させていただきます。

小山工業高等専門学校（以下、小山高専）周辺には、栃

木県栃木市嘉右衛門町と茨城県桜川市真壁、群馬県桐生

市桐生新町の３つの重要伝統的建造物群保存地区（以下、 

伝建地区）があり、さらに栃木市栃木町地区も伝建地区

指定に向けた検討が進められています。（写真１） 
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これらの地区およびその周辺は、今から５年前の３月

に起こった東日本大震災で多くの被害を受けました。そ

の翌年５月には、桜川市真壁に近い茨城県つくば市北条

地区中心部を竜巻が襲い、歴史的建造物が多く残る町並

みに壊滅的な被害をもたらしました。桐生市は 2014 年

（平成26）２月に予想外の大雪に見舞われ、屋根の損壊

等の被害が生じました。さらに、昨年９月には関東東北

豪雨によって栃木市の歴史的市街地を流れる巴波川が氾

濫し、昭和20年代以来の浸水被害を受けました。 

このように、自然災害が少なかった北関東の歴史的市

街地において多様な自然災害が近年発生しており、火災

も毎年のように発生しています。これらの災害で大規模

な人的被害が発生しなかったとはいえ、地域づくりの中

核としてきた歴史的市街地が被災することは、そこで暮 
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らす人々の生命を脅かすだけでなく、地域活動や個人の

活力の衰退にも密接に繋がります。したがって、個別の

災害に対する予防力を高める対策に加えて、起こり得る

あらゆる災害に対して強くしなやかに乗り越えられるよ

うに、地域のみんなで町を守るコミュニティづくりも求

められています。 

成熟した我が国では、地域の文化を守り創る活動が地

域の生活や産業、文化の広い担い手（総称して「ステー

クホルダー等」と呼ばれています）を繋ぎ、その繋がり

による力が災害に強い「みんなで町を守る」という地域

コミュニティを創出すると考えます。伝建地区には、伝

統的な祭礼などの継承によって地域の結束力を高め、結

果的に防災に繋がる効果を生み出している例も多く見ら

れます。しかし、一方で、全国各地と同様に、多くの伝

建地区では、少子高齢化や商業の衰退が進行する中で伝

統の継承が難しくなってきており、祭礼などと日常生活

の関係が弱体化しつつあるのが現状です。空き家の問 

題も深刻です。放置された空き家は劣化が加速的に進行

します。コミュニティ力の低下や建物の劣化は、防犯・

防災上脆弱な地域になり得る大きな因子となります。さ

らに防災機能や歴史的風致を高める地域づくりを進めよ

うとしても、これまでに災害が少なかったことや、訪れ

る人には魅力的に感じる町並みも、暮らしている人にし

ては日々の生活空間として見慣れた景観であることが、

そこで暮らす人々を無関心にさせていて、このことが地

域防災力を低下させる一因となっている様子が研究対象

地域で見受けられました。そのような中で安全安心な地

域を創るには、地縁的な繋がりに加えて、伝建地区を中

核とした自治体と住民との繋がりや、全国もしくは近隣

 

地区のネットワーク、歴史まちづくりに関心を持つ外部

からの多様な人材（アクター）などによる新たなソーシ

ャル・ネットワークの活用が望まれます。また、脆弱な

面が多い歴史的町並みでひとたび災害が発生すると、予

防力や回復力に関わる技術や体制の不備が露呈しますの

で、それらに対する事前の備えも必要です。 

プロジェクトの取組み 

国立研究開発法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）の社会

技術研究開発センター（ＲＩＳＴＥＸ）では、「コミュニ

ティがつなぐ安全・安心な都市・地域の創造」研究開発

領域（領域総括：林春男・防災科学技術研究所理事長）

が 2012年度（平成 24）から新たに設置され、我々は栃

木市と桜川市の伝建地区で活動する様々な立場の方々や

異なる専門分野の研究者と共に「伝統的建造物群保存地

区における総合防災事業の開発」研究開発プロジェクト

を提案し、採択されました。この研究プロジェクト（研

究期間：2012年11月～2015年11月）では、普段からの

地域活力を高める仕掛けづくり、万が一に被災した場合

でも被害を最小限にとどめる予防力を高める技術の開発、

早期に復興するための回復力を高めるネットワークづく

りなど、歴史的市街地の総合防災を考える上で必要と考

えるさまざまな分野について多角的な取組みを行いまし

た。歴史的町並みという明確な地域づくりの中核を有す

る地域における総合防災のあり方として、 

①地域活力を高めること 

②予防力を高めること 

③回復力（対応力）を高めること 

の大きく３本の柱を掲げ、①では平時から地域の防災力

を高く維持するために、“地域の歴史や伝統文化を活用し

 

写真２  高校生まち歩きワークショップ                      写真３  くらづくり応援隊ワークショップ 



て多様なステークホルダーとの繋がりを維持する場”と

“地域の活力を高める仕掛け”をつくり、次代の担い手

の育成や歴史的資産の活用、連携体制の強化を進めるこ

とが必要と考えました。②では、万が一災害が発生した

場合でも地域防災力の急激な低下を阻止するために、被

害を最小限に留めるための予防力を高める整備が必要と

考えました。③では、歴史的町並みの早期的復興を可能

にする回復力を高める経験知の蓄積や被災建造物に対し

て迅速に応急措置・復旧に着手できる地域内や地域間の

ネットワークづくりが必要と考えました。 

 このような考えのもと、まず地域では、小中高校生を

対象とした小論文や絵画・写真のコンテストの開催（写

真２）や、伝統技法の体験（写真３）、祭への参画、市民

団体主体の空き家再生・活用、地域住民のまち歩き、広

報活動などの取組みを企画・実施し、伝統や文化の再発

掘と創造を通じて、地域に対する関心を高め、地域の将

来に有望なヒトづくりを促進しました。 

それと並行して研究者は、先進事例の調査や予防力を

高める技術で十分に検証されていない技術の科学的検証

を進めました。特に歴史的建造物の活用にあたっては、

災害に対する一定以上の安全水準を確保することで予防

力を高める必要があります。このプロジェクトでは、ど

の地域でも起こり得る身近な災害である火災と震災に着

目しました。伝統木造が多い歴史的市街地の火災被害の

抑制には、出火後初期段階における早期発見と初期消火

活動及び延焼防止の予防注水が極めて有効となることか

ら、住民主体の消防活動が不可欠となります。そこで、

まず無線連動式住宅用火災警報器で近隣連動ネットワー

クを構築して近隣火災の早期発見を図り、住民らが可搬

消防ポンプ等を活用して迅速に注水が開始できる戦略手 

 

法を提示しました（写真４）。さらに、自主防災によるこ

の初期対応戦略が十分に機能せず、万が一市街地火災に

発展した場合でも、どこかで延焼が遮断されれば大規模

火災は免れます。新築の伝統構法によって地震火災にお

いても延焼遮断性能を発揮できれば、歴史的市街地の景

観維持だけでなく、技能者が継続的に伝統構法を請け負

う機会が生まれ、担い手技能者の安定的な育成にも繋が

ります。そのような地域社会モデルの実現を目指して、

地震時を想定した水平加力を受けて損傷した土壁の防耐

火性能の検証を行い、仕様の妥当性も明らかにしました。 

一方の震災に対しては、これまでに伝建地区が大地震

を経験した事例はごく僅かであり、特に土蔵造を主とす

る歴史的市街地の耐震性については全国的に見ても研究

事例が稀少で、耐震安全性を検証するための技術的背景

の蓄積が必要でした。そこで、北関東の土壁の仕様や構

造性能、被災度評価手法、被災土壁の補修方法とその効

果、耐震補強工法の開発、細街路等避難経路の耐震安全

性評価手法、関東型町家の耐震性能評価手法、振動特性

評価によるヘルスモニタリング手法、さらには木造軸部

の劣化評価等の検証を行いました。特に歴史的建造物の

耐震性能を評価する手法を提示したこと、北関東の土塗

壁の性能や補修方法と効果を明らかにしたこと（写真５）、

耐震性能が不足する場合の耐力壁による補強法のメニュ

ーを蓄積できたことは、地震に対する予防力を高める上

で有益な技術データとなります。 

これらの地域の人々の関心の高まりと蓄積された技術

的背景を使い、地域のステークホルダーが議論し共同体

意識を高めるワークショップ等の場づくりを行っていき

ました。また、研究者を中心とした専門的な知見を地域

の人々と共有したり、地域づくりの方向性を地域の人  々
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の間で共有するためのコミュニケーションツールとして、

３次元コンピュータグラフィックス（３ＤＣＧ）や模型

の製作、および地理情報システム（ＧＩＳ）による情報

管理・共有システムを開発し、ワークショップ等の場で

活用しました。そして、それらの取組みを通じて、互い

の信頼関係を深め、持続可能な体制づくりを進めました。 

各地区で生まれた様々な繋がり 

そのような取組みの過程では、嘉右衛門町地区で「嘉

右衛門町自主防災会」が発足し、地区内の全ての自治会

で自主防災組織が結成されました。さらに、「嘉右衛門町

伝建地区まちづくり協議会」が発足し、自治会間や住民

と行政が協議する場ができ、持続的に地域活動を推進す

る組織ができました。一方、次代の担い手として、高校

生に対する小論文コンクールを通じて築かれた高校生同

志や地域との繋がりによって、栃木市内の高校９校によ

るまちづくりサークル「とちぎ高校生蔵部（写真６）」が

誕生し、自発的なまちづくりや地域おこし活動が展開さ

れるようになりました。建造物の災害回復力強化を目指

した技術者や技能者同志のネットワークづくりの取組み

では、栃木市で以前より「とちぎ蔵の街職人塾」が活動

していましたが、桐生新町伝建地区でも「桐生重伝建修

習の会」が発足し、町並みを守る技術者や技能者を自分

のまちで育成していこうとする体制ができました。近隣

地域の連携としては、同じ職能同志を繋ぎ、多重のセー

フティネットを構築することで災害回復力の強化を図る

取組みを継続するために、栃木・真壁・桐生の自治体伝

建担当部局や建築士、職人などのそれぞれの立場の主要

者による「北関東歴史まちづくり連絡会（通称：北関東 

 

連合）」を立ち上げ、定期的に会合を開き、情報交換を行

うようになりました。このように多主体の活動によって

持続的に地域を見守る組織および体制づくりが進み、パ

ッシブからアクティブへの意識の変容が見られるように

なりました。ただし、地域活動の大きな課題は、「持続」

です。このプロジェクトで取組んできた歴史的建造物の

活用や地域防災活動、町並みデザイン、ワークショップ

等のみんなで考える場の創出などのエリアマネージメン

トの担い手をつくる必要があります。そこで、現在、嘉

右衛門町地区ではＮＰＯ等の設立も視野に入れた担い手

づくりを進めているところです。 

災害から守るものの順番を考えると、まず何より生命

があり、次いで生活を守ることになるでしょう。その次

に何を守るかと考えた時に、文化が挙げられるのではな

いでしょうか。災害の発生直後は、まず人命や生活再建

が優先されることは当然であり、文化を守ることを後回

しにされてしまうのは仕方が無いのかも知れません。し

かし、町並みが守るべき文化の象徴であるような地域で

は、被災後の手当てが遅れれば時間の経過と共に傷みが

進み、気付いた時にはマチにもヒトの心にもぽっかりと

穴が開いた気持ちになってしまいます。そのようなこと

が無いように、平時からの文化を守る活動を通じて“地

域活力を高める”“予防力を高める”“回復力を高める”

の３本柱について、地域でしっかりと考え、策を講じて

いく必要があります。人の暮らしがあるからこそ防災に

取組む意義があります。そして、防災が保存にも繋がり、

地域の安全安心が保たれているから活性化に繋がります。

地域の保存・防災・活性化はどれが欠けても成り立たな

い関係であることは言うまでもありません。建築技術が

発達し災害対応の技術も高度化する一方で、人と人との

繋がりが防災の基本であることは変わりません。地域に

歴史的町並みのような共有すべき中核が存在しているこ

とは、それを取り巻く多様なテーマと集まる場が生まれ、

町並み内部の人と人、同様の中核を持つ地域間、多主体

の外部アクターと地域の間などを繋ぐ効果があり、新た

な多様なアクターの参画とそれを繋ぎやすい資質を持ち

ます。その繋がりを普段から築き、情報共有する本会の

ような取組みは災害時にも役立ちます。繋がりは防災に

重要な意味を持っていますので、この研究プロジェクト

で生まれた様々な繋がりを大切に維持し、発展させてい
写真６ とちぎ高校生蔵部 

 嘉右衛門町伝建地区消防操法訓練大会 



くことがこれからの使命と考えています。 

 本研究プロジェクトにおけるアプローチや成果をすぐ

に各地の歴史的市街地に実装するのは難しいかも知れま

せんが、今後の発展・活用が期待される成果が多く創出

されました。そこで、次のステージに向かう道しるべに

したいと考え、本研究開発プロジェクトにおける個々の

取組みの方法や結果、さらに取組みを通じて得た知見等

を雑記帳としてまとめました。本書は、“地域活力を高め

る”“予防力を高める”“回復力を高める”の３編で構成

し、様々な立場の方々が、それぞれ興味や関心がある内

容を参考にしやすいように、研究プロジェクトでの多岐

におよぶ取組みを短編的な項目にわけて纏めることを心

がけました。ただし、一項目あたりの情報量が限られて

しまうために、さらに詳しい情報を得たい方には参考文

献で関係する発表論文等を示しています。本書は、イン

ターネットのデンケンオンライン

（http://onctgis.dip.jp/denken/）から閲覧することが 

 

●「旧會津八一記念館」の建物が現地保存 

 2014年（平成26）に開催した第37回全国町並みゼミ

鹿島・嬉野大会の「各地からの報告」で、「新潟まち遺産

の会」の大倉宏会長から保存の訴えがあった「旧會津八

一記念館」について、新潟市は建物の耐震補強などを理

由に機能を他の建物に移し、取り壊し公園として整備す

る方針でしたが、同会らが郷土の建築家の長谷川洋一が

設計し、モダニズム建築としての価値が高いと訴え、売

却に方針が変更されました。建物を購入した学校法人「新

潟総合学院」、が広く市民にも公開したいとのことで、耐

震工事を行い「ＮＳＧ美術館」として、現地で保存され

ています。（中央区西船見町5932 番地561） 

 

できます。本書が全国の歴史的市街地に限らず、同様の

課題を抱えるあらゆる地域における地域づくりの一助に

なれば幸いです。研究プロジェクトにおいて、永続する

まちづくりのわずかな時間に携わらせていただけたこと

に感謝すると同時に、ここでの成果が今後の地域づくり

に貢献できることを願っています。 

最後になりましたが、本研究開発プロジェクトを進め

るにあたり、ご協力いただきました全国町並み保存連盟

の会員の皆様に心より感謝申し上げます。 

 （横内 基／個人会員・小山高専准教授） 

＊横内先生らは、プロジェクトの知見を携え、熊本地

震の支援にも行かれています。 

＊６月４日に、桐生新町伝建地区内の明治時代の二軒

長屋が火災にあいました。全国町並み保存連盟では、

買場紗綾市（かいばさやいち）で交流のある川越荒

牧澄多常任理事が担当になり、復元を支援していく

準備をしています。 

 

●城崎温泉火災復興報告 

 本紙71号でもお知らせしましたが、昨年１月に発生し

た城崎温泉火災現場では、３月に起工した１棟目が外観

を見せ、再建３棟目の着工の準備をしていました。

 

 

上：2015年６月13日  下2016年６月10日 



 

  

 

2016年（平成28）４月14日以降、熊本県と大分県を

中心として発生した大規模な地震は各地に大きな被害を

もたらし、今も完全には収まってはいない。両県を中心

に歴史的町並みや建造物にも大きな被害が生じた。国や

県・市町村指定の文化財の被害は６県で361件に及ぶ（５

月10日、共同通信調べ）が、このほか登録有形文化財や

未指定の歴史的建造物の被害もきわめて多数にのぼる。 

 私は、「日本イコモス国内委員会」が派遣した被害調

査団の一員として５月３日～５日に現地で調査にあたっ

た。この調査には日本イコモスメンバーのほか、日本建

築学会、ワールド・モニュメント財団、現地の建築士や

まちづくり専門家、文化財保存計画協会職員など総勢18

名に及ぶ専門家が関わり、限られた期間ではあったが、

各地の歴史的建造物の被害状況を文化財調査、修理、防

災、構造、都市計画、支援基金など各分野の立場から精

力的に調査するとともに、現地で所有者や関係者との協

議や助言を行った。 

 調査は、熊本市の熊本城や水前寺公園、大津町の江藤

家などの国指定史跡や重要文化財のほか、熊本城下町の

新町・古町の登録文化財、景観重要建造物、景観形成建

造物、未指定歴史的建造物で構成される歴史的町並み、

西原村の矢野家本宅等の登録文化財や八王社本殿などの

未指定建造物、御船町の県指定石橋の八勢眼鏡橋など多

岐多数にわたった。 

今回の被災調査で痛感したのは、地震被害が熊本県、

大分県等広域に渉ったとは言え、断層沿いに局地的に地 

盤が破断され、その上の建物等に全壊等の大被害が発生

 

 

 

 

したことである。激甚被災地の相貌の惨さに戦慄を覚え 

るほどであった。これに呼応して歴史的建造物の被害も

甚大で、屋根等が大破し、壁は崩れ落ち、柱も大きく傾

斜しているものが多く見られた。これらは応急危険度判

定で危険と判定され､赤ステッカーが貼られているもの

が少なくなかった。 

しかし、こうした大きな被害を被った歴史的建造物で

あっても所有者等が復興や再生への強い意思を持ってい

ることがあちこちで確認できた。たとえば、熊本城下町

の新町・古町地区では赤ステッカーが貼られた町家等の

所有者・居住者の建物を修理復旧し、このまま住み続け

たい、営業を続けたいという意志を、約20年にわたり同

地区のまちづくりに住民とともに取り組んで来た「熊本

まちなみトラスト」などが力強く支えていた。その事務

局長である冨士川一裕氏らは被災後すぐさま「くまもと

新町古町復興プロジェクト」を立ち上げ、支援物資の手

配や瓦礫の処理、支援金の受け入れなどさまざまな活動

を展開している。水前寺公園近くの県指定文化財で木造

２階建ての「熊本洋学校教師館ジェーンズ邸」は前震で

土塗壁が大きく損傷し、16 日の本震を受けて全壊した。

シートをかぶった瓦礫の前に「ジェーンズの会」を中心

とする多くの市民が集まり、再建に向けて私たちのアド

バイスを求めた。大津町の江藤家住宅、西原村の矢野家

本宅、新宅でも所有者から速やかな復旧への希望を聞い

た。さらに同村の八王社では、大破した社殿を必ず復興

したい、この復興無くしてはコミュニティの復興は無い

との氏子や村民の多数の声を私たちは聞いた。 

 
 

報告 熊本地震による歴史的町並みや建造物の被害と復興への展望 

大津町 江藤家主屋（重要文化財）                          西原村 八王社本殿（未指定） 



これらの歴史的建造物のうち、国指定文化財はある程

度復興への道筋が展望できるが、その他の歴史的建造物

の復旧は県指定といえども容易ではない。まして登録文

化財、景観重要建造物等や未指定建造物は復旧への資金

的めどが全く立たない状況にある。調査団メンバーは価

値ある歴史的建造物が復旧のめどがないまま、余震や風

雨にさらされて被害が拡大し、いっそう復旧が困難とな

ることの無いよう、所有者等に励ましや応急措置につい

ての助言を行った。そして、全体的な復興支援の中でと

もすれば後回しになりがちなこれら未指定等の建造物に

ついて、恒久的な支援方策の拡充とともに、地域の文化

的、社会的復興に欠かせない地域の宝として、応急措置

や本格的復旧に地域の裁量で柔軟に資金をあてることが

できる公的復興基金の創設が必要であることをいろいろ

な機会に訴えてきた。じっさい、たとえば中越沖地震の

復興基金ではコミュニティ等再建支援事業として「集落

の鎮守、祠等を再建する」ことに取り組み、支援費約30

億円をあてている。熊本地震では、すでに日本財団が熊

本城復興支援をはじめとして総額 90 億円の拠出を表明

し、またその他のいくつかの公益財団法人や大学等がそ

れぞれ復興基金を創設し、様々な募金活動が進められて 

 

 

いるが、いまだ県を中心とする公費による復興基金設立

については明かではない。 

一方、文化庁では４月26日に応急危険度判定を受けた

文化財の取り扱いについての通知を全都道府県に発し、

また６月１日には日本建築士会連合会等に文化財ドクタ

ー派遣事業を委託した。さらに国以外の指定文化財や未

指定文化財に対する財政援助について募金呼びかけの準

備をしている。これらの動きと呼応し、全国町並み保存

連盟、日本イコモス国内委員会、日本ナショナルトラス

ト等文化遺産の保護に関わる諸団体が、地元に寄り添い

つつ被災文化遺産の復旧と地域の復興のため、様々な支

援が必要であろう。 

参考： 

・日本イコモス国内委員会「熊本地震で被災した文化財

等の保存に向けた緊急アピール」2016 年５月 12 日

http://www.japan-icomos.org/pdf/kumamotoappeal.pdf 

・2016年熊本地震 日本イコモス調査報告書（ドラフト）

2016年６月11日 

（苅谷 勇雅／副理事長・小山高専名誉教授・ 

日本イコモス国内委員会副委員長） 

●熊本地震の未指定文化財も対象にした募金 

宮田亮平・文化庁長官は６月20日、熊本地震によって

被災した文化財のうち、緊急的な保護を必要としている

ものや今後の地域を復興する際に人々の心のよりどころ

となるものの救援と修復のための寄附について呼びかけ

ました。また、文化財ドクター事業、文化財レスキュー

事業の実施も発表しました。公益財団法人文化財保護・

芸術研究助成財団は東日本大震災で約４億４千万円、181

件の復旧支援を行っています。（文化庁ＨＰより） 

寄附金・義援金の受付口座 

・銀行振込の場合 

三井住友銀行 上野支店 普通 8399622 

（口座）公益財団法人文化財保護・芸術研究助成財団 

・郵便振替の場合 

振替番号 00160-5-12319 

（加入者）公益財団法人文化財保護・芸術研究助成財団 

（通信欄に「熊本地震」と明記。） 

問合せ先 

公益財団法人文化財保護・芸術研究助成財団 

電話 ０３‐５６８５-２３１１ 
熊本市古町地区 上：町並みの被害 下：西村邸（景観重要建造物）

物） 

 嘉右衛門町伝建地区消防操法訓練大会 



 

 

 

 有松の町並みが、重要伝統的建造物群保存地区にふさ

わしいと答申されたと聞き、1974年（昭和49）の文化庁

調査に携わったものとして、感慨無量の思いがしており

ます。もっと早くこのことが迎えられればとおもいなが

らも、ようやくその機が熟すことになったのでしょうか。

地元の皆様と共に喜びたいと思います。 

 このことについては、調査に調査をかさねられていた

今は亡き城戸久先生、小寺武久先生、伊藤三千雄先生、

大いに喜んでいただけるのではないでしょうか？今思え

ば城戸先生の調査があって、その上の小寺先生、伊藤先

生の保存のための調査が今になって実を結んだのではな

いかと思っています。住民の方の熱意も一方ならず、妻

籠の町並みや今井町の町並みと手を携え、町並み保存連

盟を結成され、そんなことも50年も前のこととなりまし

た。 

 有松の町並みも、住民の方の努力もあって、1984年（昭

和59）には名古屋市の保存地区に指定されましたが、そ

の後の開発の波は激しく、保存地区の北部には大型ショ

ッピングセンターが建設され、南側は都市の開発が進み、

私たちが調査をおこなった当時からみれば、大きく様変

わりしています。当時、町並み保存を取り組んでいた人

たちも大変残念ですが、今は亡く、新しく若い人達に引

き継がれていることはうれしさひとしおなものがありま

す。故人となった先生方もこの日をどんなにか待ち望ん

いたことでしょうか？ 

 私も、あの調査に明け暮れた当時を思い出し、涙すら

隠しきれない思いです。有松の今後に期待しております。 

（尾鍋 昭彦／個人会員） 

＊全国町並み保存連盟は、1974年（昭和49）４月に有松

で結成されました。有松はこれまでも重要伝統的建造物

群保存地区の選定に取り組んできましたが、５月20日に

開催された文化審議会において、彦根市河原町・芹町地

区伝統的建造物群保存地区とともに名古屋市有松伝統的

建造物群保存地区として選定されました。今回の選定で

重要伝統的建造物群保存地区は112地区になります。 

有松では、10月２日（日）に記念行事が開催される予

定です。 

 

 

町並みゼミが近づいてきました。本紙に、第39回全国町

並みゼミ大内・前沢大会の募集要項を同封しています。今

年の町並みゼミ会場は、30年ぶりの大内宿とはじめての前

沢集落。といっても、空港や新幹線停車駅から直通の公共

交通機関はないので、とまどう方もおられると思います。

「参加申込み要項」には詳しく書いてありますが、少しで

もお役にたてばと思い、あわせてこちらもご利用ください。 

大会のテーマ 

今回の会場は、２つの茅葺きの重要伝統的建造物群保存

地区で、テーマは「町並みを次の世代へ～保存と暮らしの

共存」です。私の地域は茅葺きでもないし、伝建地区では

ないし・・・関係ない、と思われる方かおられるかもしれ

ませんが、そんなことはありません！ 

大内宿はみなさんもご存じのように、会津西街道の重要

な宿場でしたが、明治になってその役割を失い、一時はと

てもさびれていました。ところが、重伝建地区に選定され、

屋根を茅葺きに戻し、食堂やみやげもの屋を営業すること

で、今では年間80万人の観光客が訪れるようになり、若い

世代も大内宿で生活できるようになりました。実は全国の

重伝建地区で大内のように人口を維持したり、むしろ人口

が増えているのは、白川村、竹富島といった集落です。今

回は大内宿や白川村、竹富島の町並み保存の活動に詳しい

西山徳明・北海道大学観光学高等研究センター長に登壇い

たき、初日の対談や第一分科会で、各地の取組みをじっく

り伺います。 

一方、前沢集落は、周辺の集落から茅葺き民家が消えて

いく中で、2012年（平成24）に重伝建地区の選定を受け、

地域を守っていこうとしています。今回のテーマは、茅葺

き集落固有の課題ではなく、広く全国の町並みに共通する

人口減少高齢化という課題がある中で、地域の担い手づく

りや人口減少・高齢化の中での防災などについても考えて

いきます。 

３日目には分科会での討論をさらに深めるために、分科

会報告のあと、総括討論の時間も設けます。 

会場へのアクセス 

１日目会場の下郷ふれあいセンター、３日目の御蔵入交

流館ともに、最寄駅（それぞれ会津鉄道の「会津下郷駅」

投稿 有松の重伝建選定に思う 町並みゼミ参加のてびき 



と「会津田島駅」）から約１キロの距離になります。大会

実行委員会に最寄駅から送迎バスを用意いただいていま

すので、詳細は「募集要項」をご覧下さい。 

・飛行機の場合 福島空港からはＪＲ郡山駅経由になりま

す。羽田空港から新幹線あるいは私鉄をご利用ください。 

・新幹線の場合 １日目・３日目ともに、新幹線発着時刻

にあわせて、ＪＲ新白河駅の送迎をします。なお、新白

河駅には、「はやぶさ」、「はやて」は停車しません。 

・私鉄（東武浅草線～野岩鉄道～会津鉄道）の場合 

 東武浅草駅から会津田島駅まで直通快速があり、８時10

分に乗れば、会津田島駅乗換えて特急を使わずに12時16

分に会津下郷駅着、開始時間に間に合います。途中、浅

草～鬼怒川温泉間には特急もあります。浅草駅ではＩＣ

カードは使えますが、野岩鉄道・会津鉄道は使えないの

でご注意ください。 

・車の場合 各会場、駐車場が限られていますので、自家

用車利用の場合は、必ず、申込書に記入してください。 

分科会の選び方 

今回は、分科会と宿泊はセットになっています。第１・

２分科会は大内宿と湯野上温泉、第３・４分科会は舘岩地

区、第５分科会は会津田島駅前のビジネスホテルです。 

・そこで問題になるのが、大内や前沢集落をぜひ見学した

いという方が分科会をどう選べばいいか？大内・前沢の

２地区を見学するためには、次の２つの方法があります。 

①前沢で開催する第３・４分科会を選ぶ（２日目午前中

に大内宿を見学します） 

②大内で開催する第１・２分科会を選び、３日目のエク

スカーションＢコースを選ぶ 

なお、第５分科会では大内・前沢はコースに入ってい

ませんが、移築民家が保存されている奥会津博物館と会

津田島の歴史的建造物群を見学します。 

 

・第１・第２分科会の宿泊は、１日目と同じ湯野上温泉の

旅館・民宿か大内宿の民宿、第３・第４分科会は、舘岩

地区の旅館・民宿・ペンションが選べます。・いずれも

先着順です。早めの申込みをお勧めします。 

・「参加申込み要項」にもあるように、湯野上温泉と会津

田島地区以外は、徒歩で行ける範囲にコンビニなどはあ

りません。ご注意ください。 

前泊について 

・大会前日の９月８日（木）には、全国町並み保存連盟の

第２回理事会を会津若松市で開催します。会員の方は、

オブザーバーで出席できます。理事会終了後、会員の「会

津復古会」と懇親会、翌大会当日は、会津若松市内の七

日町の町並み見学をしながら、大会会場にバスで移動し

ます。（先着28名）ご希望の方はお申込みください。な

お支払いは、振込ではなく現地清算になります。 

エクスカーションについて 

今回は２つのコースが用意されています。 

・Ａコース「会津若松・喜多方方面」は、11日（日）大会

終了後午後に会津若松市内を見学した後、17時に「会津

若松駅」に送ります。「会津若松駅」からは、ＪＲまた

は高速バスでＪＲ「郡山駅」へ出て、新幹線で移動でき

ます。（郡山も「はやぶさ」、「はやて」は停車しませ

ん。） 

宿泊される方には、12日（月）は鉄道移動で、喜多方

市内を見学し、12時30分に喜多方駅で解散します。 

  会津若松・喜多方とも、「会津復古会」と「蔵の会」

のご案内です。 

・Ｂコース「南会津町（南郷・伊南～前沢集落見学）」は、

前沢集落を見学（ガイドあり）後、15時50分に会津鉄道

「会津高原尾瀬口駅」、17時10分にＪＲ「新白河駅」ま

で送迎するコースです。 

  



連盟からのおしらせ 

●平成28年度総会を開催 

 ５月28日（土）、ＮＰＯ法人全国町並み保存連盟の平

成 28 年度通常総会を、旧第四銀行住吉町支店２階会議

室（新潟市歴史博物館「みなとぴあ」内）で開催し、151

名（うち書面表決者133名）が出席、次の議案はいずれ

も満場一致で可決されました。 

終了後、スライドを使って苅谷副理事長による熊本地

震報告がありました。 

報告１号 第39回全国町並みゼミ大内・前沢大会 

報告２号 第40回全国町並みゼミ開催地について 

報告３号 休会についてＮＰＯ歴まちセンター大聖寺 

報告４号 役員選考内規について 

第１号議案 平成26年度活動計算報告 

第２号議案 平成26年度監査報告 

第３号議案 平成27年度事業に関する報告 

第４号議案 平成27年度活動計算報告 

第５号議案 平成27年度監査報告 

第６号議案 平成28年度事業計画（案） 

第７号議案 平成28年度活動予算（案） 

第８号議案 役員改選について（案）  

その他 

●平成28～29年度役員 

 今年は役員の改選の年です。新体制では、ブロック活

動を強化するために、個人会員選出理事もブロックによ

り深く関わっていただきます。よろしくお願いします。 

顧問   林 文二（元妻籠を愛する会会長） 

     服部  豊（有松まちづくりの会会長） 

     前野まさる（前連盟理事長） 

理事長  福川裕一（個人会員／千葉大学教授） 

副理事長 殿塚 治（栃木蔵街暖簾会） 

    齋藤行雄（臼杵の歴史景観を守る会） 

    苅谷勇雅（個人会員／小山高専名誉教授） 

常任理事 荒牧澄多（個人会員／NPO法人川越蔵の会） 

    北島 力（八女福島町並み保存会） 

    高橋 徹（NPO法人伊勢河崎まちづくり衆） 

    中村泰典（NPO法人倉敷町家トラスト） 

渡辺敏男（盛岡まち並み塾） 

事務局長 山本玲子（個人会員） 

理事   浅野 聡（個人会員／三重大学准教授） 

     吾妻周一（ディスカバーまかべ） 

     大倉 宏（新潟まち遺産の会） 

大森洋子（個人会員／久留米工業大学教授） 

岡崎篤行（個人会員／新潟大学教授） 

竹田浩己（有松まちづくりの会）＊ 

     島田晴江（個人会員／高知県高知市） 

高橋賢一（個人会員／千葉県香取市佐原） 

     多和田篤嗣（個人会員／愛知県豊田市） 

中尾嘉孝（港まち神戸を愛する会） 

西村幸夫（個人会員／東京大学教授） 

西山徳明（個人会員／北海道大学教授） 

丹羽結花（NPO法人京町家再生研究会） 

芳我明彦（八日市護国町並保存会） 

福田幸夫（油津堀川運河を考える会） 

     宮本哲男（若狭熊川宿まちづくり特別委員会） 

八木雅夫（個人会員／明石高専名誉教授） 

柳 七郎（個人会員／岐阜県飛騨市古川） 

吉村徳男（大内宿保存会）＊                                    

監事  若林 稔（今井町町並み保存会）  

    京極迪宏（NPO法人京町家再生研究会） 

（＊町並みゼミ担当理事）五十音順 

●新潟県まちなみネットワークに参加 

 今年の総会は、第11回新潟県まちなみネットワーク新

潟大会にあわせて開催しました。28日（土）午前中は「古

町花街まちあるき」に参加、昼に行われた同ネットワー

ク総会には福川理事長、苅谷副理事長、高橋事務局長が

出席してご挨拶させていただき、連盟の総会に移動、総

会後、再び同ネットワーク団体報告に福川理事長も登壇

させていただき、そのまま料亭で開催された交流会に参

加するという忙しいスケジュールでしたが、

 

団体報告。左端に福川理事長も登壇、紹介された 

 嘉右衛門町伝建地区消防操法訓練大会 



県内から参加された新潟の町並み団体のみなさんと交流

することができました。今回のホスト団体「新潟まち遺

産の会」はじめ、多くのみなさんにお世話になりました。

ありがとうございました。 

●佐渡の町並み見学会を開催 

 総会翌日 29日（日）～30日（月）には佐渡の町並み

見学会を開催し、17名が参加しました。佐渡金山は相川

の町並みと組んだ特別コースをつくっていただき、駆け

足でしたが、じっくりご案内いただいた他、両津・相川・

赤泊・重要伝統的建造物群保存地区の小木・宿根木の町

並み見学をしました。次号で詳しく報告します。 

 

●第38回全国伝統的建造物群保存地区協議会参加 

 ５月 25日（水）～27日（金）に石川県加賀市で開催

され、約260人が参加しました。初日は総会と同時並行

して住民団体の報告後、合同で谷明彦・金沢工業大学教

授による記念講演、情報交換会、翌日は重要伝統的建造

物群保存地区の北前船寄港地「橋立」か赤瓦集落の「東

谷」を見学後、職員研修会やブロック会議、住民団体は

意見交換会を開催して分科会毎の情報交換会、３日目は

２日目に見学していない重伝建地区の見学の後、希望者

は大聖寺城下町か金沢の見学会がありました。 

 全国町並み保存連盟は、（公財）日本ナショナルトラス

ト、東京国立文化財研究所、奈良国立文化財研究所とと

もに行政担当者会議にオブザーバーとして参加していま

すが、新任理事の吾妻さんや芳賀さん、宮本さん他多く

の会員の方とお目にかかれることができました。また、

ＮＰＯ法人「歴まちセンター大聖寺」の篠原会長他に町

並みガイドをしていただきました。お世話になりました。 

来年は、茨城県桜川市真壁で開催される予定です。 

 

●第１回豊岡まちなみゼミ竹野大会2016開催 

 昨年の第 38 回全国町並みゼミ豊岡大会で分科会を開

催した重要伝統的建造物群保存地区の城下町・出石（い

ずし）、温泉街で有名な城崎温泉、北但大震災の復興建築

群の町並みがある豊岡、北前船の寄港地・竹野の４つの

町並みで結成された「豊岡まちなみ連盟」主催の「豊岡

まちなみゼミ」が６月11日（土）に、開催され、約100

人が集まりました。午前中は、これまでの調査内容が盛

り込まれさらに充実した町並みガイドのご案内で町並み

見学をした後、魚市場での昼食、午後は北前船の寄港地

の竹野らしく、石州瓦がどこまで伝播したか研究をして

いる佐々木啓隆・石州瓦工業組合専務理事と阿部志朗・

島根県立浜田高等学校教諭との講演のあと、「まちの磨き

方を考える」をテーマにパネルディスカッションが行わ

れました。 

 

橋立では昨年の文化合宿で修理中だったお屋敷も公開されていた 

 嘉右衛門町伝建地区消防操法訓練大会 

民家を利用して４月に開館した竹野「なごみてぇ」 

 嘉右衛門町伝建地区消防操法訓練大会 

金山から相川の町並みに続くコース。 

 嘉右衛門町伝建地区消防操法訓練大会 



これから、毎年１回、持ち回りで開催される予定で、来

年は城崎温泉が会場になります。 

 前日に加盟団体の「口銀谷のまちなみをつくる会」を

訪問しました。今年は、できるだけ多くの会員さんを訪

問したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

●須坂市「旧小田切家住宅」開館記念行事 

 全国町並み保存連盟では、2014年（平成26）３月にＮ

ＰＯ法人「夢空間松代のまちと心を育てる会」のご協力

で開催した松代理事会翌日に、蔵の町並みで知られる須

坂市指定文化財「旧小田切家住宅」を見学しました。 

この度、個人会員の中野博勝さん及び須坂市から、「旧

小田切家住宅」の復元修理工事が完成し、お披露目のご

案内をいただきました。１日でも結構ですので、ご参加

の場合はご連絡をお願いいたします。 

プログラム 

７月29日（金）  

14時～17時「旧小田切家住宅調査委員会」（傍聴可） 

会場：旧上高井郡役所（長野県須坂市大字須坂812-2） 

小田切家住宅見学 

18 時～懇親会 会場：須坂温泉  

７月30日（土）  

10時～11時30分 

「旧小田切家住宅オープニング記念講演会」 

・旧小田切家住宅の説明調査報告 

       梅干野（ほやの）成央・信州大学准教授 

   ・講演 西村幸夫・東京大学教授／連盟理事 

   ・意見交換 

会場：旧上高井郡役所 

 

須坂の蔵造りの町並み  

宿泊 ゲストハウス蔵（宿泊料金 3,000 円～）           

＊須坂の町並みの中にあるゲストハウスを貸切り 

申込み・締切り ７月15日（連盟・山本） 

●『歴史文化遺産 日本の町並み』会員割引 

本紙71号でお知らせした、全国457地区の町並みを網

羅した上下巻（編著：苅谷勇雅副理事長・西村幸夫理事、

それぞれ定価1800円・税別）を、全国町並み保存連盟の

会員には１割引でお頒けします。ただし、送料を加える

とほぼ定価になりますので、第 39 回全国町並みゼミ大

内・前沢大会会場等で販売する予定です。 

●ご紹介「古道、街道を歩く」 

 個人会員の荒井浩幸さんから編集に関わった読売旅行

臨時増刊『歴史の道で再発見 古道、街道を歩く』（旅

行読売出版社、定価880円）をご紹介いただきました。

中山道や東海道などの街道の紹介の他、宿場の紹介では

「大内宿」などが紹介されています。 

編集後記／この年度末に、前島郁子さんと杉浦幸子さんという長く

個人会員だったお２人の訃報がご遺族からご届きました。前島さん

は、1980 年頃、東京・雑司ケ谷の宣教師館（現在は東京都指定有

形文化財「旧マッケーレブ邸」）や東京駅の保存運動を推進し、「土

木の文化財登録をすすめる会」（現在、「土木の文化財を考える会」）

を発足させました。前島さんと交流の深かった金沢の杉浦幸子さん

は、最近まで各地の見学会に参加されていました。杉浦さんは、第

９回全国町並みゼミ会津大会大内会場に、最寄駅から一人で徒歩で

こられたのを今でも覚えています。お２人のご冥福をお祈り申し上

げます。／先日の佐渡の町並み見学会も好評でしたので、今年度の

第３回理事会（来年 1～３月を予定）とあわせた見学会は九州を、

その他に、単独で山陰地方の見学会を企画しています。次号でお知

らせする予定です。（Ｙ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行：特定非営利活動法人全国町並み保存連盟 
〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-14 

宝栄西新橋ビル 401号 
tel.03-3595-0731 fax.03-3595-0741 
mail: matinami@pop02.odn.ne.jp 
http://machi-nami.org/ 

 

一緒に活動する団体・個人会員を募集しています 
 団体会員 入会金10,000円  年会費30,000円 
 個人会員 入会金 1,000円  年会費 2,000円 
  
＊全国町並み保存連盟は、認定ＮＰＯ法人をめざし 

ています。3000円以上の寄付をお願いします 
 ＊振込先 ゆうちょ銀行０１９－当座０１９５２６４ 


