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はじめに
　前回は現地視察、次回にはいよいよ設計演
習が始まりますので、今回はできるだけ肩の
凝らない内容と考えて、同じ “まちなみ” と
いう言葉を使いながら郊外住宅地とは違っ
た、歴史的な “町並み” のお話しをしていき
たいと思います。
　前半については、古い町並みをどんどん紹
介しますが、後半はそれだけではなく、そこ
で一体どういうことが行われているか、さら
に、それが郊外住宅地と何か接点がないかと
いうことも、考えていきたいと思います。
　始めに、前提となる用語をあげておきます。
年代順に関係する制度をあげていますが、一
応、頭に入れておいてください（図1）。
　全国町並み保存連盟というのが、1974年
にできていますが、これが一応町並み保存運
動を切り開いた組織です。そして、76年に、
伝統的建造物保存地区制度というのができま
す。これは、後述の町並みの紹介でも説明を
しますが、私は、その加盟市町村が会員の伝

統的建造物群保存地区協議会（伝建協）の情報
発信を長年お手伝いしています。2012年度
で95地区（2013年度は104地区）あります。
　それから、96年に、登録有形文化財制度と
いうのができます。必ずしも歴史的な町並み
に関係するわけではありませんが、とにかく
町の文化財を登録して保存や活用につなげよ
うということで、現在、8,500ほど登録物件
があります。
　次に、伝建地区制度のしくみを簡単に説明
しておきましょう（図2）。
　まず、各市町村において歴史的な町並みの
調査があり、そこで保存すべき価値が見いだ
されれば、保存条例を制定し、保存計画を策
定して、伝建地区を決定し、修理・修景など
事業化して進めます。この間、文化庁の指導・
助言がありますが各市町村において行われ、
その後国の選定を受けて重要伝統的建造物保
存地区（重伝建地区）となり税制の優遇措置な
どを受けられるようになります。
　何でこんな複雑なしくみかというと、個々
の建物と違い、町並みには多くの建物があり、
複数の所有者・関係者がかかわり、しかもそ
こには人々の暮らしがある。それだけ多様な
要素があるので、とても国が単独で責任を持
って管理できるようなものではなく、地域住
民が主体でなければ成立しないからです。
　なお、「伝建地区」から「重伝建地区」に
なるためにはステップがありますが、大体、
書類審査上のタイムラグであって、特殊な例
外はありますがほとんどがイコールです。町
村合併のタイミングで2、3年遅れた例もあり
ましたが、基本的にはほとんど1、2年で、重
伝建に選定されています。例年、年に1件か
ら3件増えています。
　また、伝建協が毎年発行している機関誌『歴
史の町並』では、保存地区を8つに分類しま
した。表現が異なる場合もありますが、大体
がこの分類で整理されているようです（図3）。
　ところで皆さん、今の日本に歴史的な町並
みと言われるものは一体幾つぐらいあると思
いますか。
　私は編集者なので出版資料で調べたことが
あります。1980年に『歴史の町並み』という
NHKブックス5巻セットが出ていますが、こ

図1　ワンポイント用語

図2　伝統的建造物群保存地区制度のしくみ
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こでは、近畿を中心に約150地区載っていま
す。その後、82年ぐらいから5、6年かけて『図
説 日本の町並み』（監修：太田博太郎ほか　
第一法規）がまとめられましたが、地域別に全
12巻、私がカウントしたところ370地区あり
ました。1980年代に、文化庁が市町村約
1,000を対象に町並みの残存状況をアンケー
ト調査をした資料がありますが、5段階評価
で上から2つの評価地区をカウントしたとこ
ろ、それも350ぐらいでした。
　2003年から、私たちが平凡社の別冊太陽
で、『日本の町並み』（監修：西村幸夫　全3巻）
をまとめましたが、われわれはそのときに
434地区をリストアップしました。
　これについては、見方、評価の仕方で違い
は出てきますし、まだ気がついていない町並
みもあると思いますから一概には言えません
が、私の立場では、500〜600はあるのでは
ないかと思っています。

「宿場町」の町並み
　ここから、町並みをどんどん写真で紹介し
ていきたいと思います。できるだけ個性的な
町並みと思って集めました。
　まず、歴史的な町並みの話をするときには、
やはり中仙道の宿場町、妻

つま

籠
ご

宿から入るとい
うのが常套手段です（写真1）。1976年最初の年
に選定された伝建地区の一つですが、妻籠宿
が第1号と言ってもいいでしょう。案内板に
は「1968年、日本で最初に町並み保存工事
を始めた」、と高らかに謳っています。
　妻籠宿は、町並み保存運動の先進地で、早
くからいろんな取り組みが行われています。
たとえば、集合駐車場の問題だとか、建物の
ガイドラインをつくる方法とか、不動産や建
物の売買についても厳しい規制を設けており、
妻籠宿の試みが全国に広がっています。

　また、集落自体は狭いものですが、今、妻
籠宿は、日本で一番広い伝建地区でもありま
す。周囲の山まで地区に組み込み、集落から
見える景観までも自分たちでコントロールし
ようという画期的なことをやった結果です。
妻籠宿は有名ですから、行かれた方もあると
思いますが昼間は観光客も多いですが、朝夕
は、しっとり落ちついたいいところですね。
保存の仕方、修理の仕方についても本物志向
が強くて、余計なものは出さない。本物さえ
つくっていれば、みんなの支持を得られるん
だということで、お土産屋の商売をするにし
ても厳しい条件があるようです。観光が生き
延びるための方法だった過疎の村でしたが、
一方で、村の環境を維持しようとする強い意
志も感じさせられます。本格的な町並みがよ
く残って、すばらしいところだと思います。
　奈良井宿は、妻籠宿から中仙道を北へ1時
間ほどにある同じ宿場町です（写真2）。
　妻籠宿は鉄道から外れて過疎が進みました
が、奈良井宿は今でも中央線の駅があります。
昔から「奈良井千軒」と言われたそうですが、
妻籠宿よりも規模が大きく、観光客も多いの

図3　保存地区の8つの分類（『歴史の町並』による）

写真1　妻籠宿（長野県南木曽町）。左下／案内板、右下／地図の中央の赤色部分が集落
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ではないでしょうか。
　にぎやかで、飲食店、土産店も多く、そん
な厳しい規制ばかりではやっていけないので、
たとえば、看板の出し方とか、商売の仕方に
ついてもある程度緩やかです。妻籠とはちょ
っと違った、微妙な雰囲気の違いを感じるか
もしれません。
　それから、さらに北へ行きますと、中仙道
から外れて北国街道沿い、小諸と上田の中間
の宿場町、東

とう

御
み

市の海野宿があります（写真3）。
　ここは妻籠や奈良井に比べると、余り観光
地としては有名ではありません。お店も2軒
しかなく、私にはいつ行っても静かな町並み
に感じられます。通りに細い水路があり建物
もきれいに手入れされて、いわゆるフォトジ
ェニックな町並みです。あまり静なので空き
家が多いのかと思いましたが、地元の人に聞
いたら、住んでいる人たちは観光客を相手に
しないで反対側で生活をしていて通り側は雨
戸を閉めたりしているくらいだという話でし
た。静かな所で、妻籠や奈良井とはまた違っ
た雰囲気です。
　次はずっと北に飛んで、福島県の大内宿で
す（写真4）。会津若松から日光に抜ける山間の
街道沿いの集落。一時はほとんど知られてい
なかった過疎の集落だったらしいですが、
1968年頃民俗学者の宮本常一がその町並み
を新聞に紹介したことがきっかけとなって話
題になりました。60年代後半は高度成長まっ
ただ中の時代ですが、一方で、こういった失
われつつあった日本の風景を発見し、残して
いこうという運動が広まったときでもあるの
です。先ほどの妻籠の町並み保存が始まった
のも、ちょうどその頃です。当時初めて眼に
した大内宿の姿を感動的にお話しする年配の
研究者が結構いらっしゃいますが、まさに失
われた風景を発見するような感動があったの
でしょう。
　ところで、今は整備が進んで両側四十数件
の建物はきれいな茅葺きになっていますが、
そのほとんどが民宿かお土産屋さんになって
しまっています。遠景はともかく、中を歩く
とテーマパークのようにも感じます。観光が
別な意味でいろいろな影響を与えているとい
うことを感じられる町並みです。

写真2　奈良井宿（長野県塩尻市）

写真3　海野宿（長野県東御市）

写真4　大内宿（福島県下郷町）
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　熊川宿は、福井県の若狭から京へ物資を運
ぶ鯖街道の途中にある宿場町で、ここはどち
らかというと、そんな有名でもないせいか、
静かな町並みです（写真5）。
　三重県亀山市の関宿は私の好きなところで
す（写真6）。今まで紹介してきた宿場町は、ど
ちらかと言うと過疎化が大きな問題のところ
でした。ところが、関宿は東海道での唯一の
伝建の宿場町ですが、いまだ普通の暮らしの
姿が前面に出ていて、なんというか無理をし
ていない感じが好きです。観光客よりそこに
住んでいる人のためのお店が連なっていて、
暮らしの営みそのものが表れています。遠方
の過疎に悩む集落に比べれば経済基盤もそれ
なりにしっかりしているようですし、よく整備
されています。町並み保存と暮らしの現代化
がいいバランスにあるように私は感じていま
す。

「港町」の町並み
　次に、港と関連した町並みを少し紹介して
いきましょう。
　宿

しゅく

根
ね

木
ぎ

は、佐渡島の南端、本州側に近いと
ころにある集落です（写真7）。北前船の寄港地
として商業や関連産業が栄えたところです。
石置き屋根をいまだにちゃんと維持して町並
みをつくっています。上から見ると、瓦屋根
と石置きのところがありますが、瓦のところ
は土蔵が多いのですが、土蔵をほかの住居と
同じように板で覆って色もそろえているそう
です。潮風から守るためと言われますが何で
そんなことをするのでしょうかね。狭い路地
が連なる密度の高い町並みです。
　石川県輪島市の黒島は、北前船の時代、こ
こから多くの船乗りを出した集落です（写真8）。
現在でも遠洋航海の仕事についている人が多
いそうですが、その分、大変クローズドな集
落でした。町並み調査もなかなか進まなかっ
たのですが、2005年に町村合併で輪島市と
一緒になった翌年、能登半島地震の震源地に
なり、甚大な被害を受けます。その後いろい
ろな経緯はあったと思いますが、地震からの
復興を、歴史的な町並み保存と並行して取り
組むことにしたのです。そうなると作業は一
気に進んで、2009年には、調査開始からわ

写真5　熊川宿（福井県若狭町）

写真6　関宿（三重県亀山市）

写真7　宿根木（新潟県佐渡市）。右下／板張りで覆われた土蔵
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ずか3年で重伝建地区の選定を受けました。
　災害復興と伝建地区選定のタイアップがモ
デルになってはたまりませんが、私が取材に
行ったときは、仮設住宅の横で町並みの修理
や修景が進んでいました。
　京都府の伊根浦は有名になりましたが、湾
に沿って舟屋が並ぶ独特の集落です（写真9）。
江戸中期に成り立ったそうですが、自然の地
形によって多分大きな浸水に見舞われるよう
な災害がないから、このような町並みが成り
立っているのでしょう。たまたまある夏に行
ってみたら、湾の中で小学生の遠泳大会が行
われていました。手前の岸壁ではお母さんや、
おじいさんおばあさんが楽しそうに応援して
いました。普通だったらマラソン大会なんで
しょうが、こういった独特の自然環境、町並
み景観の中で子どもたちが育っていくのは、
羨ましく感じました。
　重伝建ではありませんが、広島県福山市の
鞆の浦は、最近の町並み保存運動の激戦地で
す（写真10）。瀬戸内海のほぼ中央、潮待港とし
て歴史的な遺構が残る海岸縁にバイパスとし
て大きな橋を架けようとする動きに反対運動
が起きました。その後の新聞報道などによれ
ば、市に対して知事の権限で建設に待ったが
かかったとのことですが、何年にもわたり、
町を二分するような保存運動が起きたところ
です。
　瀬戸内海には、香川県塩飽本島の笠島集落
や広島県大崎下島の御

み た ら い

手洗集落という2つの
伝建地区があります（写真11、12）。町並み保存
の整備は進んでいるようですが、離島は人口
減少が大変なところが多いですから、やはり
寂しい気はします。
　伝建地区ではありませんが、大崎上島の
木
き の え

江というところに、まだこんな建物が残っ
ていました（写真13）。船待ちの船員さん相手の
遊廓跡ですが、狭い路地に3階建のこんな建
物が幾つか残っていました。生々しい姿で、
せっかくだから残して欲しい気もしますが、
やはり遊郭跡を町で残すというのは、なかな
か難しいようで、私が行ったのは7、8年前で
すが、今はどうなっているか。
　徳島県の太平洋側、四国本土の牟

む

岐
ぎ

港から
船で15分ほどにある手羽島には、「ぶっちょ

写真10　鞆の浦（広島県福山市）

写真9　伊根浦（京都府伊根町）

写真8　黒島（輪島市門前町）。上／真新しい修理跡。
下／空地の所々に仮設住宅が残っていた
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う」という雨戸の下は下げて縁台、上は庇に
していますが、まだこういうのが残っている
集落があります（写真14）。何とかもう少しきれ
いにして残してほしいとは思っているんです
が、これも過疎化の問題と重ね合わせて今後
どうなるかわかりません。ついでに言うと、
ここの集落には車は1台もなく、島の人たち
は島オリジナルの専用手押車を愛用していま
した。玄関脇に、それらが並んでいるという
不思議な島です。
　日向灘を望む愛媛県愛南町、西海半島の外

そと

泊
どまり

集落は、大内宿もそうでしたが1960年代
後半、たとえば写真家の二川幸夫さんなども
そうですが、列島改造の陰で日本列島の周縁
に残る風景を記録する写真集にはこの外泊が
結構登場しています（写真15）。私もそれらの写
真に魅せられて80年代に行って感動しまし
た。先ほどの『別冊太陽　日本の町並み』で
その後どうなっているのか取材に行きました。
2000年前後だったと思いますが、建物は結
構朽ちていて空き地や廃材置場になっていた
り、石垣も崩れたところが目について、こり
ゃもうダメだと思って、そのリストから外し
たのです。
　しかし、その後ホームページを見つけたの
ですが、最近は石垣のある集落の全国サミッ
トを開催したり、「石垣の里」としてさまざま
な顕彰を受けて注目を集めているのです。そ
れを知ってリストから外したのが申し訳ない
気がして今年の初めにあらためて訪ねました。
そうしたら石垣もきれいに整備されていて、
空き地になったところも芝生を貼ったオープ
ンスペースになっていたり、石垣の町並みを
守り残していこうとする活動が景観を生まれ
変わらせていました。
　佐賀県鹿島市の浜金屋は、2006年に伝建
地区に選定されました（写真16）。有明海に面し
た集落ですが、海辺の茅葺き集落というのは、
もうここしか残っていないのではないでしょ
うか。写真の手前の建物は今は市が買い上げ
て公開施設になっています。
　行政が熱心で同市のもう一つの選定地区、
浜中町八本木宿も朽ちかけた土蔵に味わいを
感じていましたが、修理・修景のスピードが
速く、私は九州へ行くたびに定点観測的によ

写真11　笠島（香川県丸亀市塩飽本島町）

写真12　御手洗（広島県呉市豊町）

写真13　木江（広島県大崎上島）

写真14　手羽島（徳島県牟岐（むぎ）町）
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く訪ねるようにしています。
　長崎県の平戸からさらに船で北へ1時間弱
の大島村 神

こうの

浦
うら

は、伝建地区では沖縄の渡
と

名
な

喜
き

に次いでアクセスが大変な地区です（写真

17）。しかし、建設年代で言うと、江戸中期か
らの古い民家が高い密度で残っていて驚かさ
れます。島の歴史では鯨漁で栄えたと言われ
ますが、漁村というより小さな島でありなが
ら大工や商業や産業が完結しているような不
思議な島です。棚田もあって米も自給自足、
牧場もあって牛乳も新鮮なのが飲めます。

山村集落
　日本に16の世界遺産がありますが（2013年
富士山が追加）、その中で、人が住み暮らす
集落そのものが世界遺産になっているのは

「白川郷・五箇山」だけです（写真18）。
　石見銀山も、そこで働いた人たちの大森集
落、積出港として発展した温

ゆ

泉
の

津
つ

の町も含ま
れていますが、銀山が主体の産業遺跡といえ
ます。
　私は「白川郷・五箇山」が1995年に世界
遺産になったときに、公式の報告書の編集を
委託されてつくったことがありますが、その
とき私自身世界遺産というのを初めて知りま
した。この白川村（白神山地も同時）あたりか
ら、“世界遺産” がマスコミでも話題になって
きたように記憶しています。
　世界遺産になる以前は、集落の中まで観光
客のクルマが入ったり、お店の方も結構強引
に自分の店の駐車場に引っ張り込もうとして
いましたが、今は写真の右に村営の大駐車場
ができて専用の歩道で川を渡って集落に入り
ます。ただ、今この近辺に民間の大駐車場が
できて問題になっています。
　白川村の合掌造りの葺替えは、「結（ゆい）」
といって村の人たちがお互いの労働を提供し
合うのを今でも続けています。最近はイベン
ト化されていて、日時がわかれば見学するこ
ともできるはずです。おもしろいのは、写真
のように赤いジャージの小学生、青いジャー
ジ中学生もいて、茅運びのリレーに参加して
いました。こんな教育も羨ましい限りです。
たまたまテレビを見ていたら、去年初めて地
元出身の高校生を屋根の上に乗せて参加させ

写真17　大島村神浦（長崎県平戸市大島）

写真16　左／浜金屋（佐賀県鹿島市浜庄津町）、右／八本木宿（佐賀県鹿島市浜中町）

写真15　外泊
（愛媛県南宇和郡愛南町）
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たと報道していました。
　茅葺き集落というともう一つ京都府の美山
があります（写真19）。ここもきれいな茅葺きが
多く残っています。というより私には行くた
びに増えているような感じがします。
　白川村と比べると凝った意匠の茅葺きです
が、美山には茅葺きを請け負う会社が複数あ
るのです。自分たちの集落だけでなく、村の
中で職人さんを育てて、生業としても成り立
つことをめざしているのです。これも去年テ
レビを見ていたら、茅葺きの職人さんたちが
出てきたのですが、棟梁がまだ二十代で、こ
ういうことで村での暮らしが成り立つという
のは、将来につながることと思いました。
　長野県白馬村の青

あ お に

鬼も、幹線道路から外れ
て標高を登っていくと突然現れる印象的な集
落です（写真20）。現在、ほとんどの建物の屋根
は金属で覆われていますが、外されると大内
宿のような美しい景観が生まれてくるのでし
ょう。
　余談ですが、こういう町並みの取材をやっ
ていますと基本的には、バイパスよりは旧道、
トンネルよりは峠越え、なので狭い道に紛れ
込むことも多く車でも行きづらいので、私は
長年バイクで回っていました。これは、ちょ
うど、誰もいなかったんで我が愛車を点景に
撮った次第です。
　昨年、大内宿にも近い、南会津町の前沢集
落が伝建地区になりました（写真21）。以前から
整備を続けていたようですが、曲家の民家が
点在する静かな山間の集落です

商家の町並み
　宿場町や港町を中心に紹介してきました
が、少し産業とからめて商家の町並みもご紹
介しておきます。
　もともと商家というのは客相手の商売です
から、今の商店街と同じで、江戸時代でも意
匠的な工夫を凝らしていたところも多く、そ
れが地場の産業と結びついていろいろな特色
が生まれてきています。
　徳島県の脇町は、藍

あい

産業で発展した町並み
です（写真22）。豪壮な蔵づくりの商家の「卯

う

建
だつ

」が自慢です。
　そこから西に行った阿波池田にも卯建のあ

写真18　白川郷（岐
阜県白川村荻町）。城
山展望台から望む。下
／右下にジャージ姿の
小学生が参加

写真19　美山（京都府南丹市美山町北）

写真20　青鬼（長野県白馬村）

写真21　前沢集落（福島県南会津町）
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る蔵づくりが少し残っていますが、ここはき
ざみたばこで財を成したところです（写真23）。
　さらにその途中のつるぎ町の貞光にはめず
らしい「二層卯建」が残っています（写真24）。
　さらに、卯建といえば岐阜県の美濃も有名
ですが、ここは数年前に電柱が埋設されて、
美しい町並みがますます映えるようになりま
した（写真25）。美濃は当然ご存じのように美濃
紙、和紙で栄えてこのような意匠を凝らした
町並みが生まれました。
　宮城県の村田町は、東北自動車道の仙台南
インターの一つ手前にあるところですが、宮
城県で最初の伝建地区候補でしたが、東日本
大震災の被害を被ってひとまず修復事業が進
行中のところです。ここは、紅花の商いで栄
えた町でした（写真26）。
　ついでにご紹介しておくと、今回の震災で
津波の被害の大きかった三陸海岸では、陸前
高田市今泉地区の街道沿いに蔵づくりの町並
みが残っていました（写真27）。震災後かつて取
材した地域を回ってみましたが、跡形もなく
消えてしまったところが多くどこがどこだか
戸惑いましたが、背景の樹木が残っていたの
で位置が特定できました。震災前の景観が鮮

写真26　村田（宮城県村田町）。震災前の姿

写真27　陸前高田今泉（岩手県陸前高田市）。上／ 2003年9
月撮影。下／ 2012年撮影。右の樹木の姿で位置が確認でき
た

明に記憶に残っているところだったのでとて
もショックでした。

まだ多くの商家の町並みが残る西日本
　鳥取県倉吉市には、水路を挟んで赤い石州

写真22　脇町（徳島県美馬市）

写真23　池田町（徳島県三好市） 写真24　貞光（徳島県つるぎ町）

写真25　美濃（岐阜県美濃市）
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瓦と白漆喰壁のコントラストが美しい蔵づく
りが並んでいます（写真28）。
　若狭町にも一角ですが妻入の蔵づくりがき
れいに並んだ町並みが残っています（写真29）。
　こういった蔵づくりで変わったところとい
うと、高知県室戸岬の突端に近い吉良川です
が、雨の多いところだからと言われています
が壁に水切りを何重にもつくっています（写真

30）。
　福岡県の八女福島は、九州では町並み保存
だけでなく、併せてまちづくりに熱心なリー
ダー的存在です（写真31）。
　大分県の杵築市は伝建地区ではありません
が、V字型の谷の下に商家の町並みが続き、
上に武家町の町並みがあって、そのコントラ
ストを見渡せます（写真32）。
　臼杵市は、野上弥生子の出身地です。彼女
の小説にも描かれていますが、二王座などき
れいな町並みが残っています（写真33）。
　愛媛県の内子町は木蠟で栄えた町並みです
が、妻籠宿や奈良県の今井町と並んで日本の
歴史的町並みの中でもレベルの高い保存地区
だと思います（写真34）。歴史的町並みに興味の
ある方は、内子はぜひ訪ねてみていただきたい
ですね。
　岡山県の吹屋（高梁市）は、赤い顔料のベン
ガラ（弁柄）の産地ですから、町自体がその色
にあふれています（写真35）。

　私の印象では、西日本なかんずく山陽道沿
いにはまだ伝建地区ではなくとも特徴的な町
並みが数多く残っているように思います。兵
庫県の龍野、室津、坂越、岡山県の津山、勝
山、足守、矢掛、広島県の尾道、上下など、
ほかにもいろいろあると思います。
　冒頭で歴史的町並みが幾つ残っているか数
の話をしましたが、伝建地区もこれらを加え
ていって数が増えそうな感じがします。
　さて、京都府の加

か

悦
や

というのは、われわれ
が『別冊太陽』の取材でリストアップしたと
きにはノーマークだったのですが、発行の翌
年だったか伝建地区に選定されて初めて知っ
たので、さっそく訪ねました（写真36）。写真で
見るとそんなに感動するようなところもない
のですが、町の中を歩いてアッと気がつきま
した。ここは伊根浦のある丹後半島の根元の
辺りなのですが、丹後ちりめんの家内工場が
多い町なのです。町中を歩くと、ガチャガチ
ャと機織り機の音が結構漏れ聞こえます。つ
まり暮らしの「音」がする伝建地区なのです。
考えてみたら、伝建地区にそんなところは他
にないので、それをもっとアピールできるの
ではないかと思いました。
　音となると次は「におい・
香り」が気になりますが、そ
れには和歌山県の湯浅町があ
ります（写真37）。醤油の生産地

写真28　倉吉市打吹玉川（鳥取県倉吉市）

写真29　若桜（鳥取県若桜（わかさ）町）

写真30　室戸市吉良川町（高知県室戸市吉良川町）

写真31　八女福島（福岡県八女市）

写真32　杵築（大分県杵築市）

写真33　臼杵（大分県臼杵市）
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で香りも十分です。
　それなら、お酢はどうかなと愛知県の半田
へ行ってみましたが、これはミツカン酢の生
産地ですが、町並みというより運河沿いに大
きな工場や倉庫が一角に並ぶ景観がそれなり
に独特のものでした。
　香りとなるとやはり一番いいのはお酒です
が、東広島市の西条は「賀茂鶴」の醸造地で
す。ここには、まだ町並みが少し残っていま
す（写真38）。東広島の駅前ロータリーすぐそば
で、外側に開発された住宅地から駅に行く人
は結構その醸造場の間を通って行くのです
が、冬場に行ったときはお酒のにおいがプン
プンで、よくこんな誘惑に満ちたところを通
って通勤できるなと感心しました。
　
畿内の町並み
　産業とからめていくつかの町並みを紹介し
てきましたが、関東で暮らしていると、やは

り畿内の景観や町並みにあこがれを抱きます。
　奈良県橿

かし

原
はら

市の今井町は、さきほどの内子
のところでも触れましたが、今井町も日本の
歴史的町並みを語る上で欠かせないところで
す（写真39）。密度も相当なものですが、地理的
にもそれなりに恵まれているので、普通の日
常的空間がそのまま歴史的な空間に重なるよ
うな暮らしとでも言いますか、そのような魅
力を感じます。
　奈良県には五條市もありますが、ここもな
かなか歴史を感じさせる町並みが残っていま
す（写真40）。五條には、建設年がはっきりして
いる日本最古の民家・栗山家がありますが、
そのような歴史の深さというのはさすが奈良
県だなと思います。
　もう一つ、関東にはこんなのはないと思う

写真39　今井町（奈良県橿原市）

写真40　五條新町（奈良県五條市） 写真41　稗田（奈良県大和郡山市） 写真42　番条（奈良県大和郡山市）

写真34　内子町八日市護国（愛媛県内子町）

写真35　吹屋（岡山県高梁市）

写真36　加悦（京都府与謝野町）

写真37　湯浅（和歌山県湯浅町）

写真38　西条（広島県東広島市）
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のが、周囲に掘をめぐらせた環
かん

濠
ごう

集落です。
大和郡山市の稗

ひえ

田
だ

は、『別冊太陽』でもここ
の写真を第一巻の表紙に使いました（写真41）。
稗田の濠は石貼りに整備をされていますが、
すぐ近くの番条は、まだ昔の面影を残してい
る唯一の環濠ではないかと聞いています（写真

42）。

修理・修景
　さて、千葉県香取市の佐原は、東京からも
結構近く、商家や蔵づくりが並ぶ伝建の町並
みです（写真43）。その街道沿いの一角の90年
代に撮影した写真を見ると、端しか見えませ
んが右からRC4階のオフィスビル、蔵づくり
の本屋さん、ファサードはモルタルの看板建
築ですが、多分もともとは古い建物があり、
さらにテントを張った小さいクリーニング屋
さん、次にちょっと見えづらいのですが小さ
い建物があって、また蔵づくりがあって、そ
の横に近代建築風のオフィスビルが建ってい
ます。04年の写真を見ていただくと、モルタ
ルの建物が修景され、隣のテントが外されま
した。09年の写真は、ポストの位置が移動さ
れていますが、看板建築に次いで、テントの
建物も修景されて蔵づくりが並びました。伝
建地区では国の補助金などでこのような修景

や歴史的建物の修理を行ってきています。
　ただ、これには続きがありまして、その後
3.11が来て、11年に行ったときには古い建物
が震災で崩れて修理中でした。今年の春に行
った時にもほぼ同じ状況でしたが、右にあっ
たRC造の建物がなくなっていましたので、
新たに修景するときには、蔵づくりが連なる
ような建物が建つのかなと興味を持ちました。
　たまたま撮影時期の異なる写真があったの
で並べてみましたが、始めに修景された二つ
の建物は比較的被害が少なかったようです。
　茨城県の真壁も3.11の被害を受けた伝建
地区のひとつです（写真44）。

写真43　佐原（千葉県香取市佐原）。左上／ 1990年前（撮影：三沢博昭）、左下／ 2004年、右上／ 2009年、右下／ 2011年

写真44　真壁（茨城県桜川市）。震災後
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　建築士会では「ヘリテージマネジャー」、文
化庁では「文化財ドクター」という言葉を使
っていますが、たとえばこのような伝統的な
建物が災害に遭ったときその被害程度を判定
し、さらに修復していくためには、一般の現
代建築とは違った専門的な技術が求められま
す。そういった技術者を育てようということ
を、阪神淡路大震災の経験を持つ兵庫県を筆
頭に建築士会が応援してやっています。静岡
県も熱心ですが、なぜかと言ったら、予想さ
れる東海地震に備えてのことでしょう。そう
いった状況の中で3.11が起こりましたが、真
壁は地元の建築士会も動いて、修理・修復事
業と同時に、このヘリテージマネジャー養成
の現場にすることも視野に入れていると聞い
ています。禍転じてなどというと怒られます
が、何かしら未来にプラスになることをここ
から学んでいくべきだなとも思います。

川越の修景事例
　埼玉県の川越は、東京都心から一番近い伝
建地区です。私も何度か行ってますが、つい
最近初めて日曜日に行って人出の多さにビッ
クリしました。川越は、旧川越街道沿いにり
っぱな蔵づくりの建物が連なりますが、その
伝建地区のエリアの外側には、魅力的なベッ
ドタウンですから高層マンションが結構建っ
ています。町中には他にも古い建物が点在し

写真45　川越（埼玉県川越市）。左上／川越の代表的な景観。他3点はRC造の蘭山記念美術館とその周辺

ていますが、リノベーションされてシャレた
お店になっているところもあります。
　川越の蔵づくりの町並みは明治二十年代の
大火災後に生まれたもので、1999年に伝建
に選定されましたが、じつはその後に、いろ
いろ物議を醸したRC造の建物ができました

（写真45）。これは別に違法に建ったのではなく、
伝建の修景事業の一環として建った建物なの
です。郊外住宅地で言うなら、建築協定委員
会の許可を得てできた建物です。RC打ち放
し。庇の角度と高さは隣に合わせて、格子窓
のメタファーでしょうかパンチングメタルを
張っています。通路を挟んで向って左は、川
越藩ゆかりの絵師の作品を集めた個人経営の
美術館で、向かって右側がブティック、通路
の奥はオープンカフェになっていて、“川越マ
ダムの憩いのスペース” というか日曜日に行
ったときには、地元の若いカップルの結婚披
露パーティ会場になっていました。
　これを皆さんはどう思いますか。
　皆さんは多分初めてご覧になると思います
が、じつは町並み保存関係の勉強会などでは
何度も取り上げられている有名な事例なので
す。保存とは何か、修景とは何か、行政はど
こまで許していいのかと議論するたびに言及
されています。私の印象では、「さすが、これ
はちょっとやり過ぎではないか」「ここまでい
くと、ちょっと認められないのではないか」
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というような意見が7割から8割ではないか
と思います。
　設計は北山孝二郎さんですが、北山さんが
町並みのことをどう考えたかは知りませんが、
ただ、奥はいい雰囲気ですし、こういったオ
ープンスペースを提供していることが許可の
一因のような気もします。
　昨年、伝建協35周年記念シンポジウムが
建築会館で開催されて、東大の西村幸夫先生
が基調講演をされました。西村先生は『別冊
太陽　日本の町並み』をまとめたときに監修
者になっていただいた方ですが、この川越の
事例について条件付きだけれどと断りながら

「こういうものがあってもいいのではないか」
と発言されて、会場にはちょっと驚いた人も
いたようです。西村先生の条件というのは、
地元では約1年半にも及ぶ喧々諤々の議論の
末に建てられたということでその議論のプロ
セスを大切にするということのようです。い
ずれにしろ、複雑な問題を投げかけている事
例です。
　川越の蔵づくりの町並みはまだ100年そこ
そこですが、あと100年経って200年後にな
ったら、そのときまでこれがちゃんと残って
いたら、どう評価されるのでしょうか。たと
えばの話ですが、200年前の町並みの一角に
100年前、20世紀に流行っていたRC打ち放
しによるものが加わった程度で終わる話なの
かもわからない。古い町並みの中に洋館が残
っているように。そう思うと、ちょっと複雑な
感じもします。皆さんも考えてみていただけ
ればと思います。
　ただ、ここを逆方向から見た写真がありま
すが、奥の建物は伝建選定以前に建ってしま
った建物です。ファサードはそれらしくして
いますが、軒の高さ、窓の取り方、最上階に
は物干場、こうやってみると、こちらのほう
が町並みを壊しているようにも思います。

富田林のミニ開発、萩・有松・小樽
　富田林は私の好きな町並みのひとつです（写

真46）。大阪の南、河内です。富田林市は大阪
府内で、こちらも大阪中心部から一番近い伝
建地区と言えます。今井町と同じように寺内
町というカテゴリーで、環濠に囲われた自立

都市として発展した歴史を有しています。大
きな商家もあるのですが、手工業者、職人さ
んが住んだ町だったこともあり、今も新しく
木工をやる人とか、工芸をやったり、空きス
ペースを借りて店舗を開いている人など、ま
ちづくりも熱心なところです。
　先述した宿場町や農村・漁村集落、地方の
商家町などでは、過疎の問題はずっと深刻な
ものです。観光地化することにやや皮肉っぽ
い言い方もしてきましたが、そうでなければ
町や村の存続自体が大変な問題になるところ
もあります。富田林にも高齢化や空き家問題
もあると思いますが、こんな濃密な歴史的空
間に暮らして、大阪都心のハイテクビルに勤
務するようなライフスタイルが可能なエリア
にある伝建地区というのはそう多くはありま
せん。
　さて、そういう富田林ですが、じつは最近
ミニ開発が進んでいます。2010年に財団編
で出版した『住まいのまちなみを創る』とい
う日本の工夫された住宅地開発の事例の一番
最後のエクストラにも掲載しているのですが、
つまり、伝建地区内での住宅地開発がここで
起きたのです。第1期4区画から始まり3期の
看板が立っていたときの写真がありますが、
伝建地区に係わるガイドラインに適合させな
がらコーポラティブ方式で宅地開発を行った
という珍しいケースです。川越のRC造同様、

写真46　富田林（大阪府富田林市）
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この住宅地の評価もさまざまですが、人口流
出に悩んでいる地域が多い中、利便性が高い
だけに新たな開発行為が生まれる訳です。
　山口県の萩市には小さな町の中に伝建に選
定された3つの地区があります。堀内地区は
土塀とミカンの木が印象的な武家町ですが（写

真47）、大きな屋敷跡に新しい建物ができまし
た。どうというほどのことはないですが、じ
つはレオパレスの共同住宅なのです。萩も郊
外のバイパス沿いに生活圏が移り、武家屋敷
などがあった中心の旧市街はだんだん空き地
が増えてくる。何とかそこに人を呼び込みた
いので新たな開発行為は大歓迎なのですが、
歴史的な景観にどう調和させていくか、これ
はどこの地域でも現場の担当者の苦労すると
ころのようです。

写真48　有松（名古屋市緑区）

写真47　萩市堀内地区（山口県萩市）。上／堀内
地区の代表的景観。下／武家地の跡に建ったア
パート

　名古屋市緑区の有松は、冒頭で紹介した全
国町並み保存連盟の第1回大会が開催された
ところです。先ほど商家の町並みを紹介した
ときの言い方をすると絞

しぼり

染
ぞめ

で栄えたところで、
豪華な商家が連なっています（写真48）。以前、
どうして伝建にならないのか地元の人に聞い
たことがありましたが、国の制度にこだわら
ず自主的に町並みを守っていくんだというよ
うなお話を聞いて、さすがお大尽の町と感心
したことがありますが、その後相続のからみ
からかマンション問題が起きています。一時
は危機感が生まれましたが、最近行って見る
と地中埋設も進んでいて、町並み保存に向け
た活動も盛り返しているようです。
　北海道の小樽と言えば運河が有名ですが、
ここも昔は運河を埋め立てて高速道路を通す
ことが計画され、それに対する町を二分する
ような大きな反対運動が起きました。
　町並み保存運動の歴史で言うと、第1回目
の “関ヶ原” みたいなものです。結果的には
痛み分けと言いますか、景観的には運河が残
っているように見えますが、城の掘割のよう
なもので運河としての機能は果たしていませ
ん。最近では、せっかくの景観に目障りなマ
ンション問題が起きています（写真49）。こうい
うのが都市化の問題として起きているのです。

小布施と金山町の実験
　このような〈まちなみ塾〉の講義の場です写真49　小樽（北海道小樽市）。運河プラザの後にそびえる

マンション
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から、歴史的な “町並み” を郊外住宅地の “ま
ちなみ” に徐々に近づけて考えてみたいと思
います。
　長野県の小布施町は、町ぐるみで町の個性
を活かしたまちづくりに取り組んでいます（写真

50）。地元で活躍している建築家・宮本忠長さ
んが、古い建物を移して再構成したり、土地
の伝統的な素材、色を活かして小布施堂を中
心にした一角の景観づくりに力を発揮されま
した。小布施のイメージは、お花やお菓子、
農産物がおいしく豊かなところで、多くの数
の観光客を集めています。
　じつは2005年ころ、小布施町と宮本さん
の事務所から財団に、小布施の地域型住宅に
よる住宅地開発のご相談がありました。“小布
施スタイル” ともいうべき景観を持った住宅
地を、住宅メーカーも巻き込んで開発できな
いかというものでした。
　詳しい説明はここでは略しますが、結局、
計画通りにはいきませんでしたが、ひとつだ
け、オープン外構でコモンを囲んだ5棟で完
成したところがあります。建物のデザインコ
ードは宮本事務所が作成したもので、良好な
環境が生み出されたと思います。プロジェク
ト全体がもっとうまく進行すれば、地域性を
活かした町並みに、住宅メーカーの建売住宅
がどのように対応できたか、興味があったの
ですが。このプロジェクトは小布施の歴史の
コードをそのまま持ってくるのではなくて、そ
れを踏まえて新たにつくろうとしたものです。
　もう一つ知られているのが、山形県の金山
町です（写真51）。「金山町まちづくり100年運動」
といった基本構想を提唱して、“金山型住宅”
をつくろうというものです。金山杉という地
元の名産品を使うことがテーマですが、それ
によって新たな地域の伝統をつくろうとした
わけです。東京藝大の片山和俊先生はじめ藝
大OBの方々が長年係わられていますが、“金
山型住宅” と言っている住宅を何軒か建てて、
いわば町の新たな伝統づくりをやっています。
　これも、そこにある歴史的町並みの保存と
いうのではなく、地元に見られるデザインの
エッセンスを参照しながら新しいスタイル、
伝統をつくっていく、そのような試みのひと
つのように思います。

宮脇檀とまちなみ設計
　さて、最後に突然ですが、建築家・宮脇檀
さんがまちなみ設計でやったことは何なのか
というのを考えてみます。これまでの歴史的
町並みの紹介とは、切り口は変わって、やや
強引ですが、感じたことをお話ししてみたい
と思います。
　「地域におけるヒエラルキーと、それを受け
て建てられる群としての建築のヒエラルキー
のさまざまな相関性の発見に意味がある」。
　時代を感じさせる用語が並ぶ文章ですけれ
ど、要するに宮脇さんは、建築家の立場で、
これまで紹介してきたような歴史的な町並み
を大変よく研究された方です。さらに、1970
年代後半からの日本の住宅地設計のパイオニ
アとして、地域性や歴史にどう立ち向かうか

写真51　金山（山形県金山町）

写真50　小布施（長野県小布施町）。
上／小布施地域型住宅整備事業。
下／栗の小路



60 まちなみ塾 講義録 2012

図4　宮脇檀略年表 図5　伊集院妙円寺住宅団地

ということを相当考えたというか、最初に考
えた方だと思うのです。
　もう一つは、宮脇さんが提示した有名なキ
ーワードに、「五つのハードと一つのソフト」
というのがあります。住宅地のまちなみ設計
について、これらのことを、ちゃんとやらな
いとだめだと、初めて方法論として整理しま
した。特に、この当時から維持管理の問題を
視野に入れていたのは、やはり出色だったと
思います。
　若い方々は、どういう方だったか多分ほと
んどわからないので年表をつくりましたが、
1936年に生まれて、98年に62歳で亡くなり
ました（図4）。押しの強い派手なことの好きな、
とにかく目立つ方でした。
　宮脇さんは、1977年、積水ハウスのコモン
ライフおさゆき（北九州市）で、外構をちょっ
といじった程度のようですが住宅地設計に初
めて関わります。

　住宅生産振興財団は1979年に設立されま
すが、80年、実質的には財団住宅祭第1号の

「伊集院妙円寺住宅団地」に宮脇さんはまち
なみコーディネーターとして関わります（図5）。
82年の高須ニュータウンも財団事業で、これ
が最初に宮脇さんがコモンをつくったところ
です（写真52）。
　83年に財団3周年記念出版で『街並みを創
る』という本を宮脇さんは監修しますが、こ
れは宮脇さんが初めてまちなみ設計の方法を
まとめた貴重な本で、その後の関係著作の下
地になっているものです。
　余談ですが、この当時私は駆け出しの編集
者で、自分の企画で宮脇さんに監修をお願い
してムック本をつくっています。この前後1
年間くらいは宮脇研究室に出入りしていたの
ですが、この本があったとことはまったく覚
えていない。それどころか、住宅生産振興財
団の存在も知りませんでした。もしかしたら

図6　宮脇檀のデザイン・サーベィ 図7　右の建物が秋田相互銀行角館支店。竣工時の立体図と現在の様子
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聞いていたかもしれませんが、記憶にないと
いうことは、この当時私自身が郊外住宅地な
んかにまったく興味がなかったからかもしれ
ません。それを考えると、今、奇妙なめぐり
合わせだなと思っています。
　96年にこの「まちなみ塾」の前身の「まち
なみ大学」がスタートしますが、この企画も
宮脇さんが相当関わっていました。その『講
義録』のまとめを依頼されたことが私が財団
とお付き合いするきっかけですが、宮脇さん
の最後の講義だと思われる96年10月4日の
スナップ写真が残っています。
　建築家・宮脇檀として有名な作品はボック
スシリーズで、宮脇さん自身が言っているの
は、都市環境というのは、とにかくメチャク
チャだから、そこで目立つためには、かえっ
て普遍的でプライマリィな形なのだというこ
とで、混構造のボックス型の建築を盛んにつ
くっていた。
　ただ、それと同時に、デザインサーベイと
いうのをやっていた（図6）。これは、伝統的集
落を実測調査して、平面図、屋内平面図、屋
根伏せ、立面図を起こすという作業なんです。
66年から始めて、先ほど私が紹介した奈良県
の稗田とか、萩なども入っています。
　宮脇さん自信が何度も語ったり書いたりし
ている有名な話ですが、ボックスシリーズを
設計する一方で、デザインサーベイをやって
いたとき、丹波篠山で大いに悩むことが起こ
りました。現在では篠山は伝建地区ですが、
そこの町並みの一画にぜひうちの建物の設計
をしてくれないかと頼まれたわけです。黄色
やブルーのボックスをつくっていた宮脇さん
は困ってしまった。つまり、あのボックスを
つくる建築家・宮脇檀と、デザインサーベイ
で地域の歴史的な景観を調査する自分との間
でジレンマが起こってしまうわけです。宮脇
さんはどうしたか。逃げた。これは、本人が
ちゃんと文章で書いていますから。悩んで逃
げたと。
　次に、秋田相互銀行角館支店の仕事が舞い
込みます（図7）。角館は武家屋敷の町並みが伝
建に選定されていますが、そのすぐ近くに蔵
造りの町家が残る商人町のゾーンがあって、
そこに銀行の支店を設計するという仕事です。

写真52　高須ニュータウン（福岡県北九州市　1982）

写真54　高幡鹿島台ガーデン54（東京都日野市　1984）

写真53　青葉台ぼんえるふ（福岡県北九州市　1994）
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悩んだ末、宮脇さんは隣の蔵造り町家に、軒
のラインやプロポーションを合わせるように
設計します。「サーベイとつくる術とのはざま
にて」というのが作品発表時の宮脇さんの文
章のタイトルですが、自分は建築家としてあ
りながら何でこの隣の建物にラインを揃えさ
せられるのか、ということの言い訳のような
文章です。ただ、地元の評判がよかった。
　角館支店の建物は今、市の活性化センター
になっていて、ちょっとファサードが変わっ
ていますが、こうやってみると、先ほどの川
越の事例と似てるような問題にも思えます。
隣の建物を尊重したということだと思います
が、つまり、新しい建築をつくるということと、
歴史的環境とを、どう結びつけていくかとい
うことの悩みの現場みたいなところですね。

　その後、宮脇さんは、桜ケ丘ハイツ皐ケ丘
（1984）、つくば二の宮（1987）、グリーンテラ
ス城山（1990）、コモンシティ星田B1（1990）、
青葉台ぼんえるふ（1994　写真53）、高幡鹿島
台ガーデン54（1984）、フォレステージ高幡
鹿島台（1997）、など、現在、まちなみ設計の
手本としている住宅地を数々手がけていった
わけです。
　ガーデン54など、密度の高い、宮脇さん
にとっては多分、一番理想に近い作品かなと
思います（写真54）。
　50年後には、それこそ伝建地区に選定され
てもいいと思うくらいです。
　先ほど、宮脇さんが、まちなみについて最
初にまとめられた本として紹介した『街並み
を創る』というのは、あくまで郊外住宅地を
つくることをまとめた本ですが、その中で歴
史的な町並みというのを、どういうふうに宮
脇さんが意識していたのか、ちょっと関連し
て述べているところを抜き書きしたものです

（図8）。
　当時、歴史的町並みや、町並み保存運動が
盛んになったところの背景を踏まえて、建築
家としての立場を述べています。
　郊外住宅地がこれからどうなるのか、一概
に言えるものではないですが、初めにご紹介
した日本の古い伝統的な町並みから感じるも
のと、これからつくろうとする町並みと、宮
脇さんの言葉ではないですが、限界の中で個
に何ができるかとか、揺さぶられるような話
ではないかなと思います。図8　宮脇檀のことば


