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平成 27 年度の年間の活動 
 

１．新屋参画屋の維持管理 

平成 20 年 10 月に開設した新屋参画屋（1 階に陶器店とハンドメイドの店舗、2 階に建築

設計事務所）の維持管理を行いました。 

 

２．まちなみ環境整備事業 

１）空き家開放促進に向けた調査研究 

新屋地区における空き家開放（＝活用予定のない建物を低家賃で貸し出す）の促進策を

検討するため、文献や他都市事例等を調査研究しました。 

また、新屋表町通り周辺の空き家・空き店舗の実態調査を実施しました。 

２）渡邉幸四郎邸の利用促進のための取り組み 

典型的な秋田町家で、所有者のご厚意により学生や地域のイベントに開放していただい

ている「渡邉幸四郎邸」について、利用実績の蓄積と、本格的な保存・活用に向けた機運

の醸成を図るため、以下の取り組みを行いました。 

（１）渡邉幸四郎邸の現地調査 

文化財専門家、秋田中央建築士会等の協力を得て現地調査を行い、渡邉幸四郎邸の文

化財的な価値、改修に必要な経費、活用にあたっての課題等について検討。調査結果を

（2）のイベントにおいて発表していただきました。 

（２）ブルーノ・タウト来秋 80 周年記念イベント 

秋田町家の保存・活用を目指す実行委員会との共催により、ドイツ人建築家ブルー

ノ・タウトが秋田市を訪れ、そのまちなみの美しさを称賛してから 80 周年にあたるこ

とを記念したイベント「古い町家で新しい秋田のまちづくり」を開催しました。 

【日  時】 平成 27 年 11 月 25 日（日） 

【会  場】 忠専寺（秋田市新屋栗田町） 

【主な内容】 1．講演「得之とタウトの足跡を尋ねて」 

2．「渡邉幸四郎邸」の過去、現在、未来 

3．実践！町家を活用したまちづくり 

【参加者数】 約 100 名 

（３）渡邉幸四郎邸の改修ワークショップ 

無料開放していただいている渡邉幸四郎邸の所有者に感謝の意を込めて、建物をみん

なで改修するワークショップを実施しました。 

【日  時】 平成 28 年 2 月 13 日（土）・14 日（日） 

【主な内容】 1 階和室の床組改修、障子の張り替え、掃除など 

【参加者数】 約 50 名 
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3．まちづくりの担い手育成のための取り組み 

１）新屋衆ガイドのうらみちさんぽ 

新屋地区の町家などを会場に手作り品市や作品展示などを行う「もの×まち さんぽ」

にあわせて、ふだん紹介されていない裏道を、新屋地域の住民（新屋衆）がガイドをして

巡るまちあるきイベントを実施しました。 

【日  時】 平成 27 年 4 月 25 日（土） 

【参加者数】 50 名 

 

２）未来まちづくるくるくるワークショップ・CAFE 

新屋の未来を担う「まちづくりプレイヤー」の増加を目的とするワークショップに取り

組んでいます。 

リラックスした雰囲気の中で多くの人が集まり、対話を繰り返していくことを基本とし

ており、平成 27 年度は計 10 回（ワークショップ 9 回、成果発表会 1 回）開催しました。 

 

４．その他の取り組み 

１）地域の桜活性化プロジェクト 

地域の桜の名所である「あらやさくら公園（新屋大川端帯状近隣公園）」の桜について、

新屋参画屋を中心に地域住民が協力して桜の活性化を図るプロジェクトに着手。春に勉強

会を開催したうえで、落葉を待って追肥および下枝払いを実施しました。 

【日  時】 平成 27 年 10 月 31 日（土）  

【参加者数】 50 名 

 

２）ミニ図書館（Little Free Library） 

新屋駅や西部市民サービスセンターの一角に、ご寄付いただいた本で運営するミニ図書

館を作るべく準備中。 

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%A4%A7%E5%B7%9D%E7%AB%AF%E5%B8%AF%E7%8A%B6%E8%BF%91%E9%9A%A3%E5%85%AC%E5%9C%92/@39.6849242,140.0885567,16z/data=%214m2%213m1%211s0x0000000000000000:0x03c81a8596a517fc?hl=ja
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受賞を契機に新たに取り組んでいること 
 

１．渡邉幸四郎邸の利用促進のための取り組み 

渡邉幸四郎邸は、新屋のメインストリートである表町通りの中心部に位置し、明治 23

年から昭和 38 年まで酒蔵として利用されていた建物で、切妻屋根、深い軒、妻入といっ

た秋田町家の特徴を良く残し、通りの景観を特徴づける貴重な建物です。 

現在、所有者のご厚意により学生や地域のイベントに無料開放していただいていますが、

年々老朽化も進んでおり、いつまでこうした状態が続けられるか分かりません。 

また、背後地の新政酒造跡地では、秋田市が平成 29 年春を目指してガラス工房を中心

とした施設の整備を進めており、この建物をギャラリー・アーティストの滞在場所などと

して利活用すべきとの声が高まっていますが、具体的な道筋は見えていない状態です。 

このため、新屋参画屋では、この建物の利用実績の蓄積を図りながら、本格的な保存・

活用に向けた機運の醸成を図るため、以下の取り組みを行いました。 

 

１）渡邉幸四郎邸の現地調査 

これまで文化財としての本格的な調査が行われたことはなく、その一方で老朽化が進み

修繕が不可欠な状態となっているため、文化財専門家と建築士が協力のうえ以下について

調査し、今後の修繕・活用・保存のあり方を検討する基礎資料を整備することにしました。 

  ①渡幸邸の特徴（外部、部材、細工） 

②構造体の状態（束、柱、基礎、梁、外装など） 

③修繕費の概算（文化財として完全な修復を行うケースと、応急処置を行うケース） 

実際の調査は、平成 27 年 10 月 18 日（日）、秋田中央建築士会青年部会員、文化財専門

家、秋田公立美術大学教員・学生、新屋参画屋会員ほか約 20 名により行われ、調査結果

は、11 月 15 日（日）に開催された「ブルーノ・タウト来秋 80 周年記念イベント－古い町

家で新しい秋田のまちづくり」において発表されました。 

 

 

 

 

 

 

 

             

 ▲現地調査当日の状況    
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２）ブルーノ・タウト来秋 80 周年記念イベント 

平成 27 年 11 月 15 日（日）、秋田町家の保存・活用を目指す実行委員会との共催により、

桂離宮をはじめ日本の伝統建築の文化的価値を世界に紹介したドイツ人建築家ブルーノ・

タウトが、秋田市在住の版画家勝平得之の案内で市内を視察し、その町並みを称賛してか

ら 80 年にあたることを記念したイベントを開催しました。 

秋田町家の価値を広く知っていただくとともに、新しいまちづくりへの活用可能性を探

ることがねらいです。会場には、築 200 年以上、戊辰戦争では秋田藩の本陣ともなった忠

専寺と渡邉幸四郎邸が選ばれました。 

オープニングは映画「トリック劇場版 2」のエンディングテーマなどで知られ、渡邉幸

四郎氏の子孫にもあたる Joelle さんの戊辰戦争戦没者追悼の独唱。続いて、タウトの研究

者から、日記や古地図などを手掛かりに、得之とタウトが巡った昭和 10 年当時の町並みや、

タウトが秋田に抱いた思いを紹介していただきました。 

そして、「渡邉幸四郎邸の過去、現在、未来」と題して、①渡邉幸四郎邸の文化財とし

ての価値、②建物に秘められた物語、③保存・活用に必要な修繕費用など技術的な課題に

ついて、それぞれの専門家からお話しをいただきました。 

最後に、「実践！町家を活用したまちづくり～暮らしに息づく歴史まちづくり～」と題

して、盛岡市で町家や伝統建築が数多く残る鉈屋町のまちづくりの中心的存在である渡辺

敏男氏を講師に迎え、先進事例をご紹介いただくとともに、新屋表町通りのまちづくりや

渡邊幸四郎邸の保存・活用に対するご提言をいただきました。 

当日は約 100 名の方が参加し、秋田町家に対する関心もつ方々のネットワーキングにつ

ながったという意味でも、大変有意義なイベントとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▲勝平得之の版画をあしらったフラフ ▲渡邉敏男氏の講演 

（ 

▲イベント会場風景 

（ 
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３）渡邉幸四郎邸の改修ワークショップ 

平成28年2月13日（土）と14日（日）の両日、渡邉幸四郎邸が所有者のご厚意により無料

開放していただいていることに感謝して、和室の床の貼り替え、障子の貼り替え、掃除な

どを行うワークショップを開催しました。 

2日間で約50名が参加。土台が予想以上に腐っていたため作業は予定どおりとはいきませ

んでしたが、障子の張り替えと清掃で高級料亭かと思わせるほどきれいに生まれ変わりま

した。作業を通じて、池の排水先の確保など、本格的な保存活用に向けて解消すべき課題

も把握することができました。 

気象条件が厳しい中、みなさん楽しそうに作業をしていただき、またやってほしいとい

う声も多く聞かれたことが一番の収穫と考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．まちづくりの担い手育成のための取り組み 

１）新屋衆ガイドのうらみちさんぽ 

平成 27 年 4 月 25（土）、新屋地区の町家などを会場に手作り品市や作品展示などを行う

「もの×まち さんぽ」にあわせて、名所・旧跡はもちろん、新屋住民がガイドとして参

加することで、ふだん紹介されていない裏道も巡るまちあるきイベントを実施しました。 

当日は春うららかな絶好の散歩日和。定員を上回る 50 名の参加があり、歴史案内人の

協力により新屋の歴史やまちを深く知る機会を提供することができました。 

秋田公立美術大学の新入生歓迎の意味も込められており、学生と地域住民の交流や、ま

ちづくりへの参加を促すためにも、今後も継続的に実施していきたいイベントです。 

 

 

 

 

 

 

 

  ▲葉隠墓苑付近のうらみち 

▲和室床板貼り ▲障子の貼り替え 

▲森川翁ゆかりの余楽庵 ▲築 200年以上の忠専寺 

▲和室床板撤去 
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２）未来まちづくるくるくるワークショップ＋CAFE 

（１）グループ作業型ワークショップの実施 

  6月 7日、28日、7月 26日の全 3回で、グループ作業型のワークショップを、バック

キャスティングを用いて実施しました。2035 年の新屋を舞台に、どのような生活者が

日々、どのような素敵な暮らしを送っているか、イメージを膨らませながら考えました。

そして、その素敵な暮らしをもたらしたトピックを、時代を遡りながら考えました。本

ワークショップは、数重ねるうちに堅くなりがちだった地域のワークショップを、もう

一度柔らかく、だれでも参加しやすいものと再認識してもらうことも目的として設定し

ました。高校生、大学生から、子育て世代、お年寄りまでさまざまな年代で作業をしな

がら対話が交わされました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）対話型ワークショップの実施 

 ■ワールド・カフェを用いた地域資源と活用アイディアのブレインストーミング 

  10 月から 12 月の計 3 回は、新屋の地域住民と地域外の住民、大学生、高校生ら参加者

が、相互に教え合い、疑問、質問を交わしながら、新屋とはどういうまちなのか、どのよ

うなことができそうなのかというアイディアを出すことを目的として、それぞれ以下のテ

ーマでワールド・カフェを実施しました。 

 ・10 月 3 日「新屋ってどんなまち？」 

 ・11 月 7 日「新屋なら、どんなことができそう？」 

 ・12 月 5 日「深めてみたらおもしろそうなことは？」 

 

  これまで出会ったことがない市民が、知り合ったその場でまちのことについて話し合



第 10回住まいのまちなみ賞 

特定非営利活動法人新屋参画屋 

（平成 27年度報告） 

7/11 

える空間を形成しました。また、この過程でファシリテーション能力をつけたい学生が

現れ、“ファシリテーター見習い”として秋田県内の他のワークショップでも活躍するよ

うになりました。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■マグネット・テーブルを用いた“自分ごと化”へのアプローチ 

  ワールド・カフェの実施によって様々な情報を交換することができたので、次の段階

として自発性を高めるために NPO 法人場とつながりラボホームズ・ビーが開発したワー

クショップ手法「マグネット・テーブル」を 1 月 9 日に実施しました。参加者全員が、

いま話したいこと、話し合ってみたいことを掲げ、それらを参加者自身で組み合わせて

テーブルを作る対話型の手法です。このワークショップの実施により、以下の三つのテ

ーブルが形成されました。 

 ・歩いて楽しい新屋のまち（まちなみ）とは？ 

 ・新屋の食 

 ・自分の地域に必要なスペースは？ 

  これまで細々とアイディアとして出てきたものがまとまりつつあるという成果ととも

に、各自ではもう少し飛躍したテーマが掲げられていましたが、まとめることでこれま

でと同様のものになってしまうという課題が見受けられました。 

 

  この月から学生スタッフが全 9 名となり、開催の少し前からワークショップの準備を

担うようになりました。会場設営に関しては、自主的に提案しながらよりよい空間が作

られています。また、参加者にも自律性を求めるようなレイアウトを工夫しています。 

  加えて、これまではグループ発表の際に“発表させられていた”あるいは“言わされ

ていた”大学生たちが、率先して自分の言葉で社会人を前に発表できるようになってき

ました。 
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 ■オープン・スペース・テクノロジーを用いた分科会形成 

  マグネット・テーブルの実施によって、自分が話したいことを明確にしつつグループ

で話すことを体験した参加者に向けて、次の段階としてテーマを掲げて話し合いのグル

ープを作る「オープン・スペース・テクノロジー」を 2 月 6 日に実施しました。（3 月 5

日も実施予定） 

  これまで 10ヶ月間、月 1回のペースで続けてきたことが信頼されたのか、積極的に関

与する新たな参加者が見られるようになりました。自由な雰囲気を保ってきたことで、

これまでも毎回のように初めての参加者が居ましたが継続的ではなかったことを考える

と、場づくりの成果が出てきたと考えられます。 
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３．その他の取り組み 

１）地域の桜活性化プロジェクト 

さくら公園（新屋大川端帯状近隣公園）および新屋大川散歩道周辺（新屋駅から秋田公

立美術大学に至る歩道）には、400 本を超える桜が植樹されており、観桜会シーズンには 1

万人を超える市民で賑わう桜の名所となっていいます。 

しかし、最近、樹勢の衰え、樹形の乱れなどがみられるようになってきたため、近隣に

お住まいの方から、新屋参画屋を中心に地域住民が協力して桜の活性化を図れないかとい

う提案があり、これを受ける形で新屋参画屋と西部市民サービスセンターが主体となって

桜の元気を取り戻すためのプロジェクトを推進することにしました。 

4 月には現地で勉強会を開催。現状を確認し、桜の手入れについて学んだうえで、落葉

後の 10 月 31 日（土）、周辺町内会、新屋参画屋、公園愛護協力会、秋田公立美術大学関係

者、市職員など 50 名が参加し、さくら公園全体の追肥と下枝の伐採・処分（59 本分）を

実施しました。 

これを契機に、毎日のように下枝の伐採をしてくださる方も現れ、1 か月ほどで公園の

景観は一変しました。今後も定期的にこうした作業を実施し、貴重な地域資源として永く

将来に引き継いていきたいと考えています。 

 

 

 

 

 
 

▲勉強会         ▲下枝払い作業状況    ▲作業終了後 
 

 

２）ミニ図書館 

  新屋の地域住民の方から本の寄付を受けながら、廃材を利用して本棚を作り、利用者

が自分たちで本の管理を考えながら利用する「ミニ図書館：Little Free Library」を新

屋地域に設置していくプロジェクトです。現在、秋田市西武市民サービスセンターや

JR 新屋駅待合室への設置について、担当者と調整している段階です。本の寄付受付は

すでにはじめており、純文学を始め推理小説やエッセイなど多様な本が 100 冊ほど届け

られています。 

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%A4%A7%E5%B7%9D%E7%AB%AF%E5%B8%AF%E7%8A%B6%E8%BF%91%E9%9A%A3%E5%85%AC%E5%9C%92/@39.6849242,140.0885567,16z/data=%214m2%213m1%211s0x0000000000000000:0x03c81a8596a517fc?hl=ja
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調査検討費の使途 
 

 ブルーノ・タウト来秋 80 周年記念イベント 

講師謝金 

 渡邉幸四郎邸の改修ワークショップ 

材料代、廃材運搬処分費、保険料ほか 

 未来まちづくるくるくるワークショップ＋カフェ 

フライヤー印刷費、ファシリテーター謝金、ディスプレイ材料代ほか 

 地域の桜活性化プロジェクト 

保険料 

 ミニ図書館 

本棚材料代 
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近い将来取り組まなければならない課題 
 

１．空き家開放促進に向けた取り組み 

「芸術と文化が薫るまち新屋」を実現するため、新屋表町通り周辺に点在する空き家、

特に町家や、シャッターが閉まったままの店舗の有効活用が課題となっています。 

市議会においても、空き家を新たに整備されるまちづくり拠点施設整備と連動させ、

アートのまちづくりに積極的に活かすことや、空き家に芸術家を誘致するプロジェク

トを進めている河辺雄和商工会との連携・交流の必要性が議論されています。 

平成 27 年度の調査で空き家の実態と所有者の意向がある程度把握できたことから、

今後は所有者、行政、不動産業者などを巻き込みながら、物件のＰＲ、新たな活用方

法検討のためのワークショップ開催など、より突っ込んだ取り組みが求められます。 

 

２．渡邉幸四郎邸の利用促進 

渡邉幸四郎邸については、引き続きワークショップ方式による改修を進めるととも

に、各種イベントを開催もしくは支援することにより、利用実績の蓄積と保存・活用

に向けた機運の醸成を図る必要があります。 

なお、活用の幅を拡げるには水回りの改修が不可欠であり、新たに工事費や水道料

金が生じることとなるため、その負担や財産の帰属などについて所有者と協議する必

要があります。また、将来にわたり安定した財源を確保するため、寄付金を募るしく

みの構築や、収益事業の試行などが議論されているところです。 

 

３．まちづくりの担い手育成のための取り組み 

「新屋衆のうらみちさんぽ」は人気も高く、美大生や他の地域の方々が新屋地区のま

ちづくりに関心を持っていただくために不可欠な取り組みと考えています。 

また、「未来まちづくるくるくるワークショップ＋CAFE」は、ここで話し合われた内

容が深められ、実行チームの形成につながるという期待があるほか、参加者 3 名が新

たに新屋参画屋に入会するという効果ももたらしています。 

今後も「まちづくりはひとづくりから」の考え方を基本に、新たなアイディアも加え

ながら、担い手育成のための取り組みを強化・継続していく必要があります。 

 

４．新屋まちづくり拠点施設の運営に対する協力 

新屋まちづくり拠点施設は、地元要望を受けて整備されることとなった施設であり、

その運営には幅広い主体が参加していくことが期待されていることから、新屋参画屋

としてはどのようにかかわっていくか、行政との協議を踏まえ、具体的に検討する必

要があります。 


