
 

 
  
本年７月25日、我が有松（ありまつ）の町は文化庁よ

り国の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されまし

た。「有松まちづくりの会」が発足したのは1973年（昭

和48）。翌1974年（昭和49）に有松の竹田邸で「町並み

保存連盟」を結成し、1978年（昭和53）４月22日に記

念すべき第１回「全国町並みゼミ」を他の地に先駆けて

開催しました。この日この町の長い努力がやっと報われ

たわけです。法に守られ、今やっと江戸時代の町並みが

将来失われてしまう心配がなくなったわけです。42年前、

私の生家である竹田家の書院広間にいっぱいに集まった

人々の熱い思いから始まった町並み保存運動の精神は、

戦後の開発の嵐の中、親から子へ孫へと有松の町に住む

人々の心に受け継がれてまいりました。この運動を始め

た勇気ある町衆たちと志を同じくする仲間の揺るがない

志は真に正しいものだったと称賛されなくてはなりませ

ん。本年10月１日・２日に開催される天満社の秋祭りは

今までになく華やかで喜びに満ちたものになることでし

ょう。 

 子供の頃、石けりをしながら学校に通った往還道、青

く濁った藍染川、暗闇に灯るお祭りの提灯やお囃子の音

色、有松に育った者にとって大切な懐かしい原風景です。 

 

東海道・有松の町並み（提供：中村俶子） 
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古い町並みに守られてきた町の生活の一つ一つが私たち

の「誇るべきふるさと」なのです。活気ある人々の暮ら

しがあってこそ歴史的建造物の町並みが美しく輝くのだ

と思います。古いというだけでは美しくない。何百年も

の間この不自由な古い建物に誇りと愛情をもって住み、

愛でられてきた町。念願の『重伝建』に指定された今、

これからの有松をどのようにすれば良いのかを考えてみ

たいと思います。 

まずは、大きな町全体のグランドデザインを外部の識

者の意見を聞きながら町の人々自身が選ばなければなり

ません。今、沢山ある町の委員会を統一し、力のベクト

ルを一つの方向へ向け実行してゆく。大切なのはゆるぎ

ない決心と実行力。先輩の大きな業績を踏まえてこれか

らの有松を何処にもない素晴らしい文化の町にしてゆく

のは志を持った次の世代であるべきです。有松の住人や

絞り業者だけでなくこの町を愛し、誇りに思ってくれる

人たちに広く門戸を開くことが大切かと思います。 

有松は、 

１）景観―江戸時代の町並み 

２）歴史―桶狭間古戦場 

３）産業―伝統工芸有松絞（産業）と文化体験型の観光 

 

伝統工芸品にも指定されている有松絞（提供：中村俶子） 

これまでの有松 これからの有松 
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の３要素が揃っている町です。旅行者は東海道沿いに立

ち並ぶ豪壮な町家建築にまず目を奪われ、次に「絞り」

を見てみたいと思うでしょう。絞りの職人さんたちとの

会話や染場の見学・ワークショップも欠かせません。勿

論お買い物も食事も休憩所や宿も必要です。情報を得る

ための案内所もトイレも、分かりやすい案内板も・・・。

看板も統一した形や色にしたい。看板は日本の町を汚く

している一番の犯人なのです。必要な情報を得るための

案内所は単なる道や観光案内だけでなく、訪れる人々そ

れぞれのニーズに合わせた的確な情報を提供する町のコ

ンシェルジュです。町の地図には、歴史や見どころや絞

り体験ができる場所、有松らしい雰囲気の食事や休憩す

る場所、町で開催されているイベント情報等を初めて町

を訪れた方々にも提供する。もちろんインターネット上

で有松の情報がリアルタイムで検索できるように情報の

提供が必要です。外国からの訪問者のために外国語サー

ビスも充実しなければなりません。個人の旅行者のため

に美術館のようなイヤホンガイドも用意したい。スマホ

を使った案内もできます。又、文化的な観光地をめざす

有松には当然「絞り美術館（仮称）」が必要だと思います。

絞りの町有松に来たら美しい絞りが見たい、と誰もが思

います。有松絞りを地域に根差した優れた文化として自

分の目で見て感動し、やがてその中から染色の道を志す

若者も現れるのではないでしょうか。この町の歴史や町

並みの資料や古い絞りの資料・新しいアーティストの作

品・染織のデータベース・関連図書など「有松に来たら

有松と有松絞りのすべてに出会うことができる」ように、

又、町の住人にも絞りの情報が自由に得られ共有できる

よう情報の公開が必要です。そして次世代のための教育 

 

今年は重伝建記念式典が開催される（提供：中村俶子） 

も、そのためのスペースも必須です。有松が将来「滅び

ゆく・・」伝統産業がかつてあった単なる田舎町になら

ないよう、有松は垣根を超えて今考え実行する時である

と思います。観光を考えるなら桶狭間古戦場跡や大高城

跡や砦跡をめぐるバスも必要だし名鉄電車の協力もお願

いしたい。有松は駆け抜けて10分ほどの小さな町ですが 

汲めども尽きぬ魅力の溢れる町として10年後100年後も

生き続けることができるよう今が頑張り時だと思います。 

町に住む人が中心になって活き活きとした町づくりを

する決心をしなければなりません。唯単に古い建物を保

存するだけでなく有松の魅力を最大限に引き出せるよう

なストーリーを皆で考え育ててゆこうではありませんか。

そして 一番のおもてなしは「笑顔」、「ようこそ」の気

持を町を訪れる人にも町の人にも声で伝える・・・。な

んの資本も要らない今すぐ実行できる一番効果的な町づ

くりの方法です。有松が日本中、世界中どこにもない素

晴らしい町になりますように。有松を愛し、町並み保存

運動を見守り続けてきた私からの提言です。 

（中村俶子 

／ＮＰＯ法人コンソーシアム有松鳴海絞理事長） 

＊「コンソーシアム有松鳴海絞」は、有松・鳴海絞を通

して、芸術・文化・観光および環境に関する事業を行

い、芸術・文化・観光および環境に係る問題の改善や

解決を図り、 染織文化の向上と地域の増進に寄与する

ことを目的として、2015年に設立された団体です。 

 http://c-an.jp/ 

＊来年の全国町並みゼミは40回記念大会です。愛知県名

古屋市有松で、開催されることが決定しました。足助

では見学会を開催する予定です。 

 

大内・前沢ゼミ交流会に現代の有松絞がかけられた（提供：若林 稔） 
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 愛知県豊田市足助町（あすけ）は第１回全国町並みゼ

ミを有松とともに開催した町並みです。 

●足助に小澤庄一さんを訪ねる 

今年の５月 28 日に足助町の小澤庄一さんが来宿され

ましたが、あいにく理事長の小林俊彦も私も不在で、お

話ができず残念と話していたら、林茂さんが事務所に来

られ、「そんなら一度足助へ行こうじゃン」となり、６月

８日足助町へ出かけてきました。足助のみなさんは昭和

40 年から50 年代に集落保存・地域活性化を全力で押し

進めた方々であり、第１回全国町並みゼミを有松ととも

に開催した地です。その努力があり、今なおその輝きが

失せることなく、命脈を保ち続けることが出来た思い出

話を聞けるチャンスと思い、浮き浮きしながら出かけま

した。 

 足助では、小澤邸の大きな門の中にある居室で待って

いてくれました。さぞ苦労したことを楽しく語り合うで

あろうと思いましたが、ポツリポツリとお互いに投げか

けるような話し方で、すぐ２時間が過ぎてしまい、車で

足助町の町並みを流し昼食をごちそうになり、帰宿しま

した。お互いにもっと激しく論議するかなと思いや肩透

かしでした。三氏それぞれ好々爺（こうこうや）の胸中

かと思い、帰路につきました。その後の便りで妻籠の「文

化文政風俗絵巻之行列」に来宿されるとのこと。再会を

楽しみにしています。お元気で。 

（藤原義則 

／公益財団法人「妻籠を愛する会」常務理事）  

 
左から小林さん、林さん、小澤さん（提供：藤原義則） 

 

 

 

 全国町並み保存連盟設立三団体で重伝建のトリをつと

めた有松に、妻籠と今井からお祝いにかけつけました。 

●重伝建選定のお祝いに  

過日〈８月２日〉有松が「重要伝統的建造物群保存地

区」に選定されたことが公示され、「今井町町並み保存会」

の若林稔会長と「妻籠を愛する会」理事長の小林俊彦が

お祝いに行ってきました。 

たどれば三者の交流は1974年（昭和49）２月16日、

「今井町を保存する会」（奈良県橿原市）、「有松町づくり

の会」（愛知県名古屋市）、「妻籠を愛する会」（長野県南

木曽町）が、妻籠の奥谷郷土館に集い「町並み保存連合

協議会」の結成に向けて会議を行ったのが始まりで、1978

年（昭和53）の第１回全国町並みゼミ有松・足助大会に

つながり、それが今回の「前沢・大内大会」まで全国の

町並み保存に取り組んでいる人々により受け継がれ、大

きな力になっていることはありがたいことです。 

当日は、「有松まちづくりの会」の服部豊会長は都合悪

くお目にかかれませんでしたが、藤枝副会長他多くの方

にお目にかかれお祝いを申し上げました。また10月２日

は重伝建選定記念シンポジウムが開かれるとのこと、参

加したいと思います。 

更には来年開催される第 40 回全国町並みゼミは有松

選定が重なり、記念すべき大会になるでしょう。 

（藤原義則 

／公益財団法人「妻籠を愛する会」常務理事）  

 

今井町、妻籠宿、有松の３団体の方が集まる（提供：藤原義則） 

報告 妻籠の足助・有松訪問記 
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 全国町並み保存連盟では、理事会にあわせて見学会を

開催しています。今年の総会は、加盟団体の「新潟まち

遺産の会」を通じて「新潟まちなみネットワーク」、「佐

渡まちなみネットワーク」のみなさんにお世話になりま

した。海を渡った佐渡の見学会はたいへん印象深いもの

となり、松井敬代さんには全体の報告を、苅谷勇雅副理

事長には、佐渡と世界遺産をテーマに執筆いただきまし

た。 

＊ ＊ ＊ 

５月29日（日）、30日（月）の両日、佐渡の町並み見

学会に参加しました。佐渡島は産金の島として平安時代

から知られており、江戸初期から江戸幕府が直轄地（天

領）として以来、400 年にわたって金の採掘によって繁

栄してきたことはよく知られています。 
 今回の見学会では、世界遺産の登録を目指す史跡「佐

渡金山」を最初に見学し、鉱山都市として形成された「相

川（重要文化的景観）」、天領として置かれた佐渡奉行の

渡海港として繁栄した「赤泊」（あかどまり）、金銀の積

出港として、また北前船の寄港地として栄えた「小木」

（おぎ）と、北前船の船主や水夫・船大工の村から発展

した「宿根木（重要伝統的建造物群保存地区）」（しゅく

ねぎ）などの現況を見て回りました。私は北前船の風待

ち港として栄えた兵庫県城崎郡竹野町（現豊岡市）教育

委員会で勤務していたこともあり、北前船寄港地として

栄えた小木や宿根木の町並み保存のあり方と、北前船に 

積まれていた船簞笥や仕掛箱類の産地はどのようなとこ

ろだったのか知りたいという思いを持って参加しました。  

 
宿根木の美しい家並み（提供：松井敬代） 

 

 

 

そんな期待に胸躍らせながら両津港に上陸。まず、佐渡

金山に向かいました。ここは現在、「金を中心とする佐 

渡鉱山の遺産群」として世界遺産登録を目指しており、

その準備で多忙な中、ゴールデン佐渡の社長自らの案内

で普段は見られないような場所まで入れていただきまし

た。時間がいくらあっても足りないくらいでしたが、気

になったのが明治以降の近代化遺産の劣化が進んでいる

こと。金属やコンクリートなどで作られている機械類は、

酸化や中性化はどうしても避けられない現象ですので、

自然にまかせるのがいいか、食い止めるのがいいか、ま

たその方法は？など、課題も多いと感じました。 
 その後、金山に関わる人々が居住した鉱山町である相

川を見学しました。相川は鉱山都市として発展した集落

で、鉱山町として、またそこに集まる物資で栄えた商人

町、居住している人々に食料を供給した農漁村などが配

置されて、鉱山都市景観を形成しています。史跡である

「佐渡奉行所」を中心に、海と山の間の狭い空間を利用

して緩斜面を造成して築かれた町で、建物が段々状に連

なり、その石垣が印象的でした。相川は 2015 年（平成

27）10月に重要文化的景観に選定されていますが、それ

までに少しずつ整備は進められてきました。そのためや

や統一感のない整備になっている場所もありますが、こ 

 

小木の出鼻造りの町屋（提供：松井敬代） 

報告 佐渡の町並み見学会 

４ 



れから少しずつ変わっていくのではないかと思います。 

 次の日は宿泊地近くの港町・赤泊から研修が始まりま

した。ここは、海岸線に沿って細長く延びる港町で佐渡

奉行の渡海港として栄え、港湾創始者の住居であった望

楼を持つ建物を中心に景観が形成されています。また、

張り出し二階と下屋の両方を兼ね備えた建物が点在して

いているのが特徴的です。 

その後、いよいよ本題である小木と宿根木の見学です。

まず、千石船「白山丸」を復元した小木民俗資料館を訪

れ、船や漁に関する2,000点以上の資料を見学し、白山

丸に乗り込みました。この船は年に一度曵き出されてお

祭りが行われるということです。引き続き宿根木の町並

みを見学。ここは小木港が北前船の寄港地になってから、

船主、水主、船大工などからなる廻船業の村として繁栄

した集落で、1991年（平成３）に重要伝統的建造物群保

存地区に選定されました。選定から25年近く経っており、

整備がかなり進んでいます。中世に形成され始めた集落

は、狭い谷間に密集して建物があり、川や小路、寺とと

もに総二階の伝統的な建造物が建ち並んでいました。地

形の制約から三角形の間取りを持つ建物や、外観は質素

ながら赤漆で華やかな居間を有する建物があるなど見所

はたくさんあります。現在は観光地として注目されてい

ますが、ここも住人の高齢化や空き家の増加など課題が

出てきています。 
 最後に小木の町並みを見学しました。小木は佐渡の金

銀の積出港として、北前船の西回り航路の寄港地として

栄えた港町で、商人や職人の町屋が建ち並んでいます。

二階が一階より張り出している「出鼻造り」が多く見ら

れ、ガラス雨戸と、戸袋にもガラスが入れられている小

木独特の建物が見られます。ガラス雨戸のため、凝った

意匠の欄干（高欄）が配されているのがよくわかります。

小木は廻船問屋や船員たち相手の商業の町、宿根木は船

主や船大工など商業に加え、工業の町としてともに発展

しています。二つの集落が近くにありながら、それぞれ

歴史的な町並みを残していることに興味を覚えました。 
 この二日間は駆け足でしたがとても濃く、凝縮した研

修となりました。佐渡には、まだまだ発掘されていない

場所がきっとあると確信した二日間でした。 
（松井敬代 

／個人会員・第38回全国町並みゼミ豊岡大会事務局） 

佐渡相川の金銀山と町並みの見学 

１．はじめに 

５月28日の新潟市でのまち歩き、全国町並み保存連盟

の理事会・総会、新潟まちなみネットワークとの合同懇

親会等を終え、福川理事長ほか私たち全国町並み保存連

盟の面 1々7 人は、翌29～30 日と佐渡の見学会に出かけ

た。赤泊では佐藤一富氏、宿根木と小木では高藤市郎兵

衛氏らのご案内で充実した見学ができた。 

29日の相川の金銀山と町並みの見学では、旧佐渡鉱山

の管理や観光坑道の営業を行っている㈱ゴールデン佐渡

の宮原一徳社長、新潟県世界遺産登録室の小田由美子氏、

佐渡市の世界遺産推進課の下谷徹氏、野口敏樹氏、井藤

博明氏らのご案内と世界遺産登録をめざす活動内容の説

明を受け、多数の資料をいただいた。この見学は午後１

時から5時半頃までの長時間に渉った。山あいの鉱山遺

跡群から台地上に続く歴史的町並み、佐渡奉行所跡など、

広い範囲に分布し、上り下りがある地域を、いくつもの

旧坑道も含めて丹念に見学した。非常に多くの文化遺産

を見学したが、相川だけでもまだまだ見るべきものが多

くある。 

私は2005 年（平成7）４月から2010 年（平成12）3

月まで文化庁建造物課の伝建部門の主任調査官であった

が、その間毎年１～2 回は小木町の宿根木の伝建地区を

訪れていた。2008 年（平成10）12 月には、短時間であ

るが、大間港、相川町博物館、北沢浮遊選鉱場、佐渡奉

行所の復元工事現場や相川上町（京町通り）の町並み等

を見学した。それ以来、相川を訪れるのは15年半ぶりだ。 

２．相川の金銀山と町並み 

相川の金銀山と町並みは、世界遺産暫定一覧表記載資

産「金を中心とする佐渡鉱山の遺産群」の中心的な構成

 

「大切山間歩跡」手掘りの痕跡を感じさせる（提供 苅谷勇雅） 
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資産である。佐渡鉱山の資産群は、「相川金銀山」をはじ

め、「西三川砂金山」、「鶴子銀山」、「大間港」ほか合計7

資産という広域かつ多岐にわたっている。  

相川金銀山の資産は、国や県・市指定の史跡・名勝、

国指定の重要文化財、国の登録有形文化財と、これを含

む630haという広範囲にわたる重要文化的景観「佐渡相

川の鉱山及び鉱山町の文化的景観」で構成される。さら

に農漁村エリアも追加される方向という。今回は、その

主要部だけの見学であった。 

大切山間歩等―今回の最初の見学は「大切山間歩跡」で

ある。17世紀前半に開削され、昭和時代まで採掘が続け

られた。本坑道のほか併行して通気坑道が設けられてい

るという。入口付近のみの見学であったが、手掘りの様

相が生々しく感じられた。この大切山間歩跡に隣接する

「大立竪坑」の「竪坑櫓」は1940 年（昭和15）に建設

され、1989年（平成元）まで稼働していたが、鉄骨造の

大きな櫓はすでに一部塗料がはがれ、さびや腐食が進ん

でいる。これに続く「大立巻揚機室」はやはり1940年（昭

和15）に坑口に鉄筋コンクリート造で設けられたもので、

内部には複胴巻揚機やコンプレッサー等がおおむね良好

な状態で残っており、興味深い。しかし、鉄筋コンクリ

ートは鉄筋が破裂してすでに柱、梁、天井の鉄筋が露出

している。厳しい環境の中で鉄骨や鉄筋コンクリートの

構造物をどのように保存していくのか、大きな課題であ

ると感じた。 

 
「大立竪坑櫓」鉄骨の錆や塗装剥落がめだつ提供 （苅谷勇雅） 

その後私たちは、高任地区の駐車場から粗砕場や分析

所、ベルトコンベア等の近代遺跡を望見した後、茶屋坂

を越え、歴史を感じさせる長い石階段を登って、1853年

（嘉永６)に喧嘩による坑内火災で亡くなった無宿人の

供養墓を訪ねた。そしていよいよ上町の歴史的町並みへ。 

相川上町の町並み－上町は 1603 年（慶長８）に佐渡代

官の大久保長安の町立てにより上町台地の尾根上に南北

方向に長く形成された町で、尾根の南西端には佐渡奉行

所が置かれた。その後の400年にわたる金銀山の操業の

変化に合わせて、町並みは順次役割と姿を変えてきたが、

京町通の両側の地割や建物は鉱夫町、山師町、商家町等

の構成を伝えている。 

 この町並みについては、すでに1991～1992年（平成３

～４）に東大の稲垣栄三（当時明治大学教授）、西村幸夫

両先生及びＴＥＭ研究所らによって保存対策調査が実施

されている。西村先生によれば、その当時はすごく良く

残っていたが、その後すぐに伝建地区指定がなされなか

ったため、だいぶ無くなってしまったと言う。じっさい、

現状は建物が無い敷地や修理が遅れている建物、修理さ

れてはいるが伝統的手法を伝えているかどうかが不安な

建物も見られた。空き家も少なくない。道路の美装化等

も路面仕上げ材や煉瓦タイル貼り等が適切かどうか判断

が分かれそうだ。 

前述の通り、私はこの町並みを2008 年（平成10）に

短時間訪れたことがある。当時は相川町であったが、す

でにＨＯＰＥ計画事業が開始されており、町教委はＨＯ

ＰＥ計画事業と伝建事業が両立し得るかとの懸念を持っ

ていた。私は翌年1月に当時の相川町教育委員会担当者

からの問い合わせに対して「ＨＯＰＥ計画等との重複は

差し支えないが、ＨＯＰＥ事業は町並みの保存そのもの

 

京町通りの町並み（提供 苅谷勇雅） 

６ 



をねらいとしたものではなく、今後の事業の方向によっ

ては支障となることがあるので、ＨＯＰＥ計画の担当課

との十分な調整を望みたい」旨の手紙を送ったことがあ

る。相川の町並みのＨＯＰＥ計画事業（街なみ環境整備

事業）は2005年度（平成７）から2005年度（平成17）

まで実施された。そして2017年度（平成19）～2021年

度（平成 23）には都市再生整備計画が実施され、「歩い

て巡れる散策観光のまちづくり」として、史跡めぐり散

策路整備（路面及び側溝美装化）、高質空間形成施設整備

等が完了している。この間、文化庁において2006年（平

成 18）に国内の世界文化遺産候補の公募があり、2010

年（平成22）に「金を中心とする佐渡銀山の遺跡群」が

世界文化遺産暫定一覧表に記載された。 

こうした佐渡の文化遺産保護の高まりを受けて、2010

年度（平成22）から2013年度（平成25）にかけて「佐

渡相川の文化的景観保存対策調査」を実施し、2015年（平

成27）３月に保存調査報告書を発行した。そして、同年

10月に「佐渡相川の鉱山及び鉱山町の文化的景観」とし

て重要文化的景観の選定を受けている。同時に市の景観

条例及び景観計画において、世界遺産の緩衝地帯として

「相川」、「西三川」、「佐渡金銀山」を設定し、その景観

形成基準にもとづく現状変更規制を2016 年（平成28）

８月から施行という。また、文化的景観の調査と併行し

て「歴史文化基本構想」の調査も実施され、2011年（平

成23）３月に報告書が刊行されている。 

なお、佐渡の重要文化的景観区域における景観重要建

造物等の修理・修景への補助については、2016年（平成

28）４月施行の市補助金交付要綱で重要伝統的建造物群

保存地区内と同様、市が所有者等の実施する工事経費等

に対して補助する間接補助方式とすることを定め、事業

実施の条件を整えた。また、修理修景等の指導には「文

化的景観の保存及び整備に関する専門家会議」の委員等

があたっているとのことである。 

佐渡奉行所跡―佐渡奉行所跡は相川上町の尾根の先端

に位置し、ここに綿密な発掘調査や資料調査に基づき、

新築復元されている。元の敷地の一部は失われていると

はいえ、陣屋部分を除く大部分が安政年間の姿で新築復

元されており、当時の威容を感得することができる。ま

た、白洲も設けられており、奉行所が役所と裁判所を兼

ねた存在であったことがよくわかる。同様に勝場はガイ

ダンス施設として良く整備されている。 

道遊の割戸、宗太夫坑及び機械工場等－道遊の割戸は、

佐渡金銀山全体のシンボル的存在ともいえ、相川金銀山

でも最大幅の鉱脈を持ち、慶長年間以降露頭掘りで鋭く

切り下げられたという。明治になってその下部が再開発、 

また、隣接する宗太夫間歩は、江戸時代に採掘の始まっ

た佐渡金銀山の最大最良の鉱区で、運搬坑道や斜坑道が

縦横に走って、海面下まで通じていたという。見学した

坑道にはたくさんの動く人形や道具等で、江戸時代の採

掘の様子を再現しており、興味深かった。ただ、さらな

る研究により、より精緻な展示と遺産の現状保護の措置

が必要であろう。 

３．世界文化遺産登録に向けて 

今回見学した佐渡相川の金銀山は、世界文化遺産登録

候補として政府に推薦申請している構成資産の一部であ

る。2006年（平成18）の世界文化遺産候補公募に応募以

来、新潟県、佐渡市は、これまで様々な調査研究や数多

くの国際シンポジウム、県民・市民啓発イベント、広報

資料の発行等を重ね、それらの成果をもとに史跡、重文

等の指定、重要文化的景観の選定などを着実に実現して

きた。県民・市民も大きな関心を寄せ、協力を続けてき

たと聞く。しかし、非常に広範囲かつ各時代にわたる資

産であり、しかも坑道などの地下構造物、鉄、コンクリ

ート等保存が難しい種々の文化遺産の保存活用は、真実

性の確保等も含めて、たいへんな努力が必要と思われる。

残念ながら、この7月、来年の世界遺産登録をめざす国

の推薦は見送られたという。地元の方々のこれまでの努

力に深い敬意を表するとともに、今後を心から期待した

い。 

（苅谷勇雅／副理事長・小山高専名誉教授）  

 
全国町並み保存連盟メンバーとご案内頂いた皆さん（苅谷勇雅） 
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 昨年、いくつかの歴史的町並みで火災が発生し、兵庫

県豊岡市城崎温泉と愛知県犬山の火災の復興状況につい

ては、第39回全国町並みゼミ大内・前沢大会「各地か

らの報告」で報告されました。今号では、菓子屋横丁（埼

玉県川越市）の再建の状況について報告いただきます。 
 菓子屋横丁は川越の重要伝統的建造物群保存地区の北

側に隣接し、景観形成地域に指定されています。観光客

も多く、休日ともなれば、行きかう人があふれる人気の

観光スポットです。 
＊ ＊ ＊ 

昨年の６月21日の火事で、川越の観光地でもある「菓

子屋横丁」の一角が焼失し、昭和初期の伝統的な町家を

含む６棟が解体されました。細い横丁を挟んで東ブロッ

ク（３棟）と西ブロック（３棟）でそれぞれが、独自に

再建するのではなく、罹災者並びに菓子屋横丁会、観光

協会、まちづくりの NPO が集まり、今後の菓子屋横丁

を考える場を作り、菓子屋横丁全体としてどのような景

観、建物、まちづくりが進めていけるのか話合いを重ね

てきました。現在は、月に１回定期的に勉強会も開催し

ています。 
 再建にあたり、昔ながらの町家の連なる景観と、狭い 
横丁からの回遊性と災害時の観光客の避難を考え、抜け 

 
菓子屋横丁の被災地区 完成済みが３棟（白）（提供 守山 登） 

 
 
 
道や通り抜けの出来る計画を考え建設が進んでいます。 
９月現在、３棟が完成し１棟が建設中（10月頃完成予定）

１棟が今月着工予定。火元の土地売買の話も進んでいる

と聞いています。同時に、昔ながらの住みながら商売を

行う再建に対し、商売をする場としての再建（テナント

ビル）が、菓子屋横丁でも火災、再建を経て出てきまし

た。集客力があるこの地区で今後も増える可能性はあり、

所有者と入居者も含めたこの地区の未来像の共有は不可

欠と考えています。 
 そんな中、町家の景観を意識して建てたられた建物の

前に大きな垂れ幕看板が設置されてしまいました。横丁

会の方々も折角、景観を作ろうとしたのに、それを覆い

隠す垂れ幕看板に違和感を感じ出しています。菓子屋横

丁のある地区は、都市景観形成地域内にもあり、屋外広

告物条例もあるが、行政の指導頼りでは防ぐ事が出来な

い現実があります。 
 そこに住む人、商いをする人、それぞれがこの地区の

価値をいかに高めていくにはどうしたらいいのか？を話

合いを継続して共有していけるようにしたい。火事を契

機に出来た会が、今後、景観を創り守っていく使命は大

きく、ようやく始まったばかりで終わりが無い事を自覚

しないといけないのかもしれません。 
隣接する重要伝統的建造物群保存地区の一番街の「川

越町並み委員会」の様な場に今後育って行ければと願っ

ています。  
  （守山 登／NPO 法人川越蔵の会） 

 
北側道路から見た完成した店舗と建設中の店舗（提供 守山 登） 

報告 川越・菓子屋横丁の火事から１年が過ぎて 
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連盟からのおしらせ 

●桐生市に要望書を提出 

6月4日（土）に桐生新町重要伝統的建造物群保存地

区内（群馬県桐生市）で火災が発生し、明治15年築の

「買場ふれあい館」として活用されている建造物が被災

しました。この「買場ふれあい館」で開催される買場紗

綾市には、加盟団体の「川越蔵の会」（埼玉県川越市）や

「小野川と佐原の町並みを考える会」（千葉県香取市）も

参加し、交流しています。全国町並み保存連盟に「本一・

本二まちづくりの会」の森壽作会長より支援の要請があ

り、関東ブロック長の荒牧澄多・常任理事が現地を訪問

しお話を伺い、８月19日に亀山豊文・桐生市長宛に理

事長名で「旧桐生織物市場復旧についてのお願い」を出

しました。今後も相談しながら、応援していきます。 
●大内・前沢ゼミ終了しました 

 ９月９日（金）～11日（日）に、第39回全国町並み

ゼミ大内・前沢大会を福島県下郷町大内宿、南会津町前

沢宿の２つの茅葺きの重要伝統的建造物群保存地区を

中心に開催し、大会実行委員会も含め、約400名が参加

しました。今回は会場の都合で限定250名募集の大会で

したが、初日交流会で誰が来ているか顔が見えたという

感想や、各分科会ではじっくり話ができたと好評でした。

大会宣言を本紙に同封し、次号で報告します。 

 また、参加された会員のみなさんにはアンケートを同

封しますので、ご協力お願いします。（アンケートは全

国町並み保存連盟フェイスブックにもアップしました

ので、そちらに返信いただいても結構です。） 

 

閉会式 来年は、第１回開催地の名古屋市有松で開催する 

●平成28 年度第２回理事会を開催 

 全国町並みゼミ前日の９月８日（木）、全国町並み保

存連盟第２回理事会を会津若松ワシントンホテル会議

室（福島県会津若松市）で開催し、23名（うち書面表決

者７名）の理事が出席、次の議案について議論しました。 
 新たに、ＮＰＯ法人「 小保・榎津藩境（こぼ・えのき

づはんざかい）のまち保存会」（福岡県大川市）が入会し、

「小樽再生フォーラム」と「坂越のまち並を創る会」が退

会、休会で２年を経過した「美々津の歴史的町並みを守る

会」を退会とし、団体会員は63団体になりました。 

 次回の理事会は、来年２月後半から３月に「戸次（へつ

ぎ）本町街づくり推進協議会」（大分県大分市）に受けて

いただくことが決まり、大分県内の町並みの宿泊、見学を

予定しています。詳細は次号でご案内します。 
報告１ 連盟活動に関する報告 

報告２ 第39回全国町並みゼミ大内・前沢大会について 

議案１ 第40回全国町並みゼミの開催地について 

議案２ 平成28年度の理事会の開催地について 

議案３ 峰山冨美賞について 

議案４ 入退会について 

議案５ 賛助会員について  

議案６ ブロック活動の充実について 

議案７ 財政再建について 

 当日は台風の影響で、15時以降の郡山～会津若松のＪＲ

が運休するというアクシデントもありましたが、前泊する

予定の全国町並みゼミ参加者も全員揃い、理事会参加者と

希望者、「会津復古会」のみなさんと「田季野」で懇親会

を開催しました。 

 

山田会長他、復古会のメンバー エクスカーションでは各店を見学 
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●峰山冨美賞を創設 

 全国町並み保存連盟は、この度「峰山冨美賞」を創設

しました。昨年、篤志家から全国町並み保存連盟の活動

の一助となる企画としたいというお申し出を受け、検討

を続けてきたものです。 

故・峰山冨美さん（建築文化賞受賞）がけん引した「小

樽運河を守る会」は、全国町並み保存連盟の加盟団体の

中でも最も資金力の乏しい女性と若者中心の団体で、行

政、経済界と対立する中、小樽運河の保存を実現しまし

た。峰山さんをはじめとする多くの住民主体の町並み保

存運動に情熱を傾けた先人の労苦と先見性に敬意を表

し、これからの活動を豊かに進めるために「峰山冨美賞」

を創設することとしたものです。 
第１回受賞者として鞆の浦の保存運動を続けて来た

松居秀子さん（ＮＰＯ法人鞆まちづくり工房理事長）を

選出し、第 39 回全国町並みゼミ大内・前沢大会初日に

受賞式を行いました。表彰状は峰山さんと親交の深かっ

た片寄俊秀さん（選考委員長）にお願いし、あわせて小

樽の彫刻家の鈴木吾郎氏の盾と副賞 50 万円を贈りまし

た。松居さんは鞆の浦の歴史資産を守ってきた活動記録

の作成に使うことで、団体の承認も得られたとご連絡い

ただいています。 

●北島力さんが田村明まちづくり賞を受賞 

北島力常任理事が、八女福島における長年の「空き家

再生活用の取組み」について「町家再生からひろがるま

ちづくり」という形で評価され、「第６回自治体学会賞

田村明まちづくり賞」を「まちづくりネット八女」代表

として、８月 20 日に開催された自治体学会大分県日田

大会において表彰されました。おめでとうございます。

秋には、北島さんもいよいよ町家に移られるとのこと。

また、八女を訪問する楽しみが増えました。 

●倉敷町家トラストが福武文化奨励賞を受賞 

ＮＰＯ法人「倉敷町家トラスト」が福武教育文化振興

財団から 2016 年度福武文化奨励賞を受賞しました。町

家トラストが取り組んできた、町家の改修、まちづくり

の手法、地域との連携、町家の公益的利活用、高梁川流

域のまちづくり団体との連携と活動、今年で３年目にな

る町家クラスの暮らし文化の体験活動などが、総合的な

地域づくりと暮らしの文化の発信で魅力的で豊かな地

域づくりに貢献しているという評価を受けました。 

●「私と吉田桂二展～生きることは創ること～」 

 昨年 12 月に亡くなった元顧問の吉田桂二さんの追悼

展が連合設計事務所（東京都千代田区）で９月16日（金）

～20日（火）に開催されました。吉田さんは、信州の廃

村になった大平（おおだいら）宿の保存と再生に関わり、

1984年（昭和59年）の第７回全国町並みゼミ大平大会

を成功させ、内子や熊川などいくつもの町並みに作品を

残しました。また、世界中の町並みを描き、多くの著作

を世に出しています。今回の展覧会を主催した戎居連太

さんは、この展覧会を縁のある場所で巡回できないかと

仰っていて、いくつかから相談が既にあるとのことです

ので、会員でご希望があればご連絡ください。 
●事務所移転について 

全国町並み保存連盟が独立して東京事務所を持ったの

が1996年。2002年には同じビル内で移転していますが、

年内に福川裕一理事長の事務所内に移転することになり

ました。全国町並み保存連盟は、各地で町並み保存運動

を進めている団体の連絡組織であり、団体とそれを応援

する個人の会員の会費を財源にしていますが、財政再建

は設立以来の課題となっており、先日開催した第２回理

事会では情報発信の充実で新たな会員を獲得するととも

に事務所費の削減で、事業費を確保していくことが承認

されました。詳細は次号でお知らせします。 
編集後記／20 年前に事務所を開設した時には、２階の大部屋で理

事や先輩の事務局員が集まり、作業をしていたのを覚えています。

そんな雰囲気の中で第21 回全国町並みゼミ東京大会も開催されま

した。現在は、同じビルの４階の小部屋で一人で作業し、会議は外

に借りています。／東京事務局も後継者にどう引き継いでいくか次

のステップに進むための事務所移転です。来年の全国町並みゼミ記

念大会を控え、資料発掘しながら準備を進めます。（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 
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