
第 4回住まいのまちなみ賞 
蒲原宿まちなみの会 
（平成 21 年度報告） 

受賞を契機に新たに取り組んでいること 

 
  1. 今年度の取り組み 
 
① まちなみ資源台帳づくり 
蒲原宿の町並みを形成するさまざまな要素（建物の特徴・風景・住まい方など）

を大切に住み継いでいくための「資源」としてとらえ、「まちあるき」をしながら、

写真撮影、聞き取り調査によって台帳を作成している。平成 18 年度に「大切に

したい風景」を登録するために平成 19 年 3 月に「まちあるき」を実施し、22 件

の風景を登録した。また、平成 20 年 2 月に宿内に住む住民 190 名を対象にアン

ケート調査を実施し「蒲原宿の残したい風景ベスト 10」を選んだ。 

 

【平成 21 年度】 
平成 21 年 3 月には、宿内に残る各時代の蔵の調査をおこない、漆喰、レンガ、

伊豆石などの蔵 22 棟を台帳へ登録した。 

 

 

② まちなみ講演会の実施 
まちなみやまちづくり活動、建物の修復などの専門家を講師に、情報収集や啓発

を目的に会員や地域住民を対象に毎年開催している。 

 

【平成 21 年度】 
ＮＰＯ法人たいとう歴史都市研究会の椎原晶子氏を講師にお招きし、7月 26 日に

「住まいのまちなみ賞受賞お祝い会」の記念講演会として「地域で育む「歴史を

活かすまちづくり」と題した講演を実施した。県内外から 47 名が参加した。 
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③ みせのまギャラリー 
毎年秋に開催される「宿場まつり」に併せ、宿内の会員の自宅や地域住民の住宅

の「みせのま」を会場に、各家に伝わる工芸品などを展示公開するイベントを実

施している。平成 18 年 11 月に第 1回目として開催した夜間イベント「宿場灯り

アート・蒲原宵待ちギャラリー」が好評を博し、平成 19 年には行灯 70 基が寄贈

され、年々規模が拡大している。 

 

【平成 21 年度】 
11 月 15 日に開催された「蒲原宿場まつり」には、会員 12 軒が参加し、各家に伝

わる工芸品などを展示公開した。また、前夜祭として開催された「宿場灯りアー

ト・蒲原宵待ちギャラリー」には 9 軒が参加し、行灯のあかりのなかに幻想的な

まちなみが浮かび上がり、来訪者に好評を博した。報道等にも大きく取り上げら

れ、蒲原宿のまちなみのＰＲにつながった。 

 
 

 

④ たてもの相談 
蒲原らしいまちなみを大切にし、住み継いでいくために、会が持つネットワーク、

情報を活用し、一級建築士による住宅の建替えや修繕についての相談を毎月 1 回

実施している。 

 

【平成 21 年度】 
地区の全自治会を対象に毎月文書を回覧し、相談のＰＲを実施している。 

今年度は４回開催し、６名の相談者があった。 

相談の内容と対応は以下のとおり。 

 
 

★ 相談内容 

・築 70 年の建物の改修について(2 階建て地下室あり) 

・娘世帯の住いとして 離れ納屋の改修 

・耐震性や設備などを踏まえて可能かどうか 
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☆ 相談に対する対応・処理 

・耐震性能についての説明、耐震改修方法の説明 

・蒲原での改修事例を話しながら 2世帯住宅としての改修方法を説明 

・地下室があったりする古い建物なので、一度建物を見て説明することに。 

 
★ 相談内容 

・住いの耐震補強の方法について 

・10 年ほど前に静岡の業者にて補強工事をしたが、 

 2 階部分は施していないので不安である。 

 

☆ 相談に対する対応・処理 

・静岡市の耐震補助制度について説明。 

・しっかりした現在の状況を把握するため、 

 市の「我が家の専門家診断」制度を紹介する。 

 

★ 相談内容 

・住いの手直し方法について 

・コンクリート塀の塗り替え方法 

・玄関前のポーチ部分の塗り替え方法 

・フローリング床のワックスの塗り方 

 

☆ 相談に対する対応・処理 

・塀…ケレン方法、シーラー(下地処理)上塗り方法 

     セルフビルドのサイトを紹介 

・土間…素人には難しいので専門家に任せた方が良いこと。 

・フローリング…ワックスの塗り方、メーカー等紹介 

 

★ 相談内容 

・2～3 年前 業者にしてもらった耐震診断の結果について 

 評価が 0.54 と出たことの信憑性についてどうか 
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☆ 相談に対する対応・処理 

・診断方法があいまいでしたので、その方法について説明 

・静岡市の無料耐震診断をすすめました。 

 しっかり診断すれば評価も 0.54 ということもないはずです。 

 

★ 相談内容 

・昭和 37 年に建てた自宅の修繕について 

 実際に施工してくれる工務店や設計者をしりたい 

 

☆ 相談に対する対応・処理 

・鉄筋コンクリート造りの住宅なので、静岡の工務店を紹介する 

・現場で状況を確認後対応する 

 

★ 相談内容 

 ○自宅のリフォームについて 

・昭和 57 年完成の住宅。耐震の新しい基準(昭和 56 年)に変わった時期の建物 

   の耐震補強方法について。 

・具体的なリフォームの方法について(仕上げ、増築方法雨仕舞等の方法) 

   費用について 

 

☆ 相談に対する対応・処理 

・耐震補強方法については、新基準どおりであれば問題がないこと。 

 基礎の構造クラックや新たな耐震壁の増設のポイントなどを説明。 

・自然素材等の仕上げの施工方法やコスト、屋根や外壁などのメンテナンス 

 補修方法を説明。 

 

⑤ 静岡県まちなみゼミの開催 
蒲原宿まちなみの会が呼びかけ、県内のまちなみ・まちづくり活動をすすめる団

体が、それぞれの活動の紹介や相互の交流を深め、ネットワークづくりをするこ

とを目的に毎年開催している。 
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【平成 21 年度】 
第６回となる今年度は、平成２２年２月１３日～１４日まで、「第６回しずおか町

並みゼミｉｎ吉原宿」が、「まちの駅ネットワーク吉原ブロック」と共催で、富士

市吉原で開催された。 

 

第６回 しずおか町並みゼミ in 吉原宿 

     
岳南鉄道吉原本町駅            吉原本町通り：昭和 30 年代の３階建てビル 

 

     
伊豆石の蔵              防災建築街区の企画力を屋上から実感 
 

10:00～12:00 ３コースに分かれてまち歩き Ａ吉原宿の面影と伝説 Ｂ吉原昭和ノス

タルジィ Ｃ繁盛店と地域交流の場、と３コースともみんな歩いてみたい魅力的なコー

ス設定だったと思う。お昼の食事も「つけナポリ」などみんなおいしそう。。。 
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講演 水谷利江子氏            ４班に分かれてワークショップ 

 

    

初参加初対面で名刺交換     Ⅰ班の発表         

                                

     

Ⅲ班の発表        Ⅱ班の発表         Ⅳ班の発 

13:30～14:15 水谷さんの講演：鯛屋旅館 吉原本宿駅長の経験談・よそ者が吉原に魅か

れて駅長を引き受けた思いを語る。 

14:30～16:55 ワークショップと発表 Ⅳ班：動物・食べ物などにたとえて吉原を議論

「富士じゃない吉原！」 Ⅲ班：食の強み・がんばる NPO⇒吉原の「見える化」     

Ⅱ班：ここがステキ・こうなるといいね・ここをなんとか に分けて議論 Ⅰ班：紙芝

居（？）でプレゼン「水・人・食・富士山・大正浪漫」 各地からの茶菓子のお土産を

食べながら、中身の濃い 120 分 
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交流会：40 名が参加  ２次会（→３次会はホテルの一室） 基調講演 青山知弘氏 

 

   

パネルディスカッション      参加者７０名 
 

18:00～交流会：料理がおいしかった。藤田嗣氏の乾杯・中締めもサイコーに盛り上が

り！ ２次会へ突入！ ３次会へと・・・。 

2 日目 9:30～名古屋笠寺でまちづくりする青山知弘氏の基調講演。まちづくりがした

いために笠寺を選んで落下傘のように着地した青山さんの精神はスゴイ！楽しかった

ことや失敗談もふくめて試行錯誤の２年半を暴露！ 

 

10:40～前日ワークショップの報告と、青山さんも加わってパネルディスカッション：

久保田豪さんの進行がなかなかウマイ！他事例や他での経験と吉原の状況を巧みに織

り交ぜ、吉原宣言へと昇華させていったコーディネート力はサスガだ。 

吉原宣言「がんばらないけど、あきらめない！」全員賛同の拍手のうちにあっという間

の２日間が終了した。 

 

さて次回は、、、天竜か、中野町か、はたまた別の場所か未定。どこかで手が挙がってく

ることが期待される。。。 
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  2. これからの取り組み 
 

 以上の活動をふまえ、現在は、まちなみを維持継承していくための仕組みや体制づ

くりに軸足を移した次のような活動をすすめている。 

 

１）会員自身が率先して自分の住まいを維持管理 
会員の住居はまちなみの要となる古い町家であり、これらの清掃、維持管理、

修理や修景を、会で相談しながら実践している。 

 

２）「住まい手」の維持管理に感謝状を贈呈 
会では、町家などの建物が今日まで残されているのは、「住まい手」の維持管

理があってのことと考えている。まちなみを形成している古い建物（まちなみ

資源）を登録すると同時に、「住まい手」にスポットを当て、「住まい手」に感

謝状を贈り、これまでの維持管理に対する謝意と今後の継承を望む気持ちを伝

えている。この「感謝状」は効果をあげ、全戸で受け取られ、喜ばれ、自主的

な修景などの動きにつながっている。 

 

３）古い家の「住まい方」の魅力を探し広める 
会では、これまでの活動や学習を通じ、まちなみとは、単なる建物の形態や意

匠ではなく、「住まい方」が表に現れたものだという考え方に気付き、「土間は

便利だし、安全な遊び場にもなる」「多少の段差があったほうがぼけ防止にな

る」「半開きになる引き戸のよさ」「子供が帰ってきて必ず顔を会わせる家」な

ど、古い住まいの良さを皆で探し、「蒲原宿の住まい方の魅力」として瓦版に

まとめ、他の住民に伝えている。 

 

４）あえてガイドラインを設けないまちなみ継承 
蒲原宿は、協定や景観ガイドラインの類いをあえて設けないまちなみづくりを

目指している。詳細なガイドラインと自治体の補助金により、一気に形態意匠

が揃ったまちなみができていくのは、新旧の歴史が混在した蒲原宿では不自然

なことと思える。会では、より緩やかな「憲章」のもとに、一つ一つの建築行

為に対して皆で知恵を出す、ていねいで、きめ細かいまちなみづくりができる

ような手法を検討し実践している。 
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 今後は、現在の活動の継続と拡充とともに、以下の点に重点を置いて活動をすすめて

いく。 

 

５）「蒲原宿まちなみ憲章」の作成と全戸への呼びかけ 
前述の緩やかなまちなみづくりのための「蒲原宿まちなみ憲章」の素案作成を

行い、宿場内の全戸に賛同を呼びかけて行く予定である。憲章は一気に作り込

まず、下にあげるような試行錯誤を繰り返しながら、徐々に内容をふくらませ

られるようなものを考えている。 

 

【平成 21 年度】 
まちなみ憲章の策定に向けて、宿内の全戸に呼びかけ、賛同を得るために、「楽

しい蒲原のくらし」と題して、会がこれまでの活動で得た、まちなみとは、単

なる建物の形態や意匠ではなく、「住まい方」が表に現れたものだという考え方

をまちなみ憲章としてまとめていく方向で、会のアドバイザーによるワークシ

ョップを２回開催した。 

 

６）宿場内の建て替え、修理修景の相談会の機能強 
会では現在、一棟一棟の丁寧なまちなみづくりのために、古い町家の修理修景

にも通じた建築士にアドバイザーとなってもらい、建て替え相談会を実施して

いる。今後はこの機能を強化し、地区内で年間数件程度の建て替えや改修に対

してなるべく助言できるような体制を整えて行くつもりである。 

 

７）まちなみ資源登録の継続、内容の深化 
 
８）みせのまギャラリーなどを通じたまちなみ維持管理活動の普及啓発 
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  3. 調査検討費の使途 
 

○ まちなみ憲章の作成 
他地区の視察も行い、蒲原宿のまちなみにあった「蒲原宿まちなみ憲章」の素

案を作成し、その案の発表や意見の聴取を行い、憲章締結の実現を図る。 

（視察費、案の発表会の運営費用、アンケート費用、調査検討委託費） 

 

○ 建て替え相談会の機能拡充 
勉強会を開催し、会員の能力を高めると同時に、協力してくれる建築士を増や

し、相談会を積極的に開催する。 

（勉強会の開催費用、建築士などへの謝礼等）委託費 

 

○ みせのまギャラリーなどを通じたまちなみ継承や創造に向けた啓発活動
（みせのまギャラリーの開催費用） 

 

○ その他 
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近い将来取り組まなければならない課題 

 
  1. 蒲原宿のまちなみの価値や魅力の明文化と価値があるということの共有 
 
まちなみの会が実施したアンケート調査によれば、蒲原宿沿道住民の大半がまちなみ

に価値があると感じている。こうした意識を地域で共有し、まちなみの維持継承に昇華

していくためには、住民の気持ちをわかりやすく文章で表現し、みんなの拠り所になる

ものにする必要がある。まちなみの価値については、すでに会が「まちなみの魅力」「住

まい方の魅力」などにより明文化しているが、こうした内容についてもさらなる地域住

民の認知と、共有化が必要である。 

 

  2.「蒲原宿まちなみ憲章」の策定 
 

蒲原宿のまちなみに価値があること、その価値を維持し継承する意志を持っているこ

とを明文化する。まちなみは様々な要素を含むものであるから、その内容は単に建造物

に関するものにとどまらず、地域の生業や生活、住まい方、自然環境等に及ぶ内容とする。 

 

  3. 今後取り組まなければならない課題 
 

１）まちなみを形成する歴史的文化的資源の維持継承（歴史ある資源に対して） 

①価値がある歴史的文化的資源の明示と共有 

②維持継承するための資金支援 

③維持継承するための技術提供 

 

２）まちなみの魅力を創り出す新しい建築作法の開発と共有（新築物件に対して） 

①民間の建築行為に対する作法の共有化 

②公共空間のデザイン手法の開発と実践 
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