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はじめに  

 

 成熟社会を迎えたわが国では、少子化・高齢化による人口減少や格差の拡大が大きな課

題になっている。かつて戦後の高度経済成長期から 1970 年代にかけては、経済至上主義の

下で、人々はひたすらモノの豊かさを追い求めてきた。しかし、1980 年代からの産業構造

の転換や、経済のグローバル化の進展、さらにバブル経済崩壊後の長期にわたる景気停滞

により、特に地方都市の衰退が顕著となってきた。  

 

 このような状況の下で、人々は自己の生き方や生活の質を問い直すとともに、かつての

物的・経済的豊かさから、精神的・文化的な豊かさを求めるようになっている。あわせて

地方分権、さらに地域主権という考え方が大きな時代の要請となっており、地方都市が新

たな主体として、地元に遺されている歴史や文化を見直し、それらを活かすことにより、

地域の再生をめざす「歴史的遺産を活かしたまちづくり」が各地で活発に展開されるよう

になってきた。  

 

 かつて繁栄していた地方都市が衰退し、そこから市民による再生をめざしたまちづくり

が実践されている都市として、筆者は石川県加賀市に注目した。加賀市は、かつて母の実

家があったことで、幼少期からその盛衰を見つめてきた都市であり、加賀温泉郷と呼ばれ

て繁栄していたが、バブル経済崩壊により衰退が顕著となっていた。このような状況の下

で、地元の有志が歴史や文化を活かしたまちづくりを始め、これらの活動を通じて、加賀

市には温泉以外にも豊かな歴史的遺産が存在することがしだいに市民に認識されるように

なってきた。また、市民と行政との協働による活動が活発化して、市内各地区で展開され

ているが、筆者も約 15 年間、歴史研究者としての知見を活かしつつ、有志の一員として、

まちづくりに携わってきた。 

 

 筆者が大学院で研究を始めたきっかけは、かつて温泉による繁栄に依存していた加賀市

が、従来とは異なった新たな視点によって、再生を図ることができるのではないか、また

その担い手が市民を中心とした多様な主体の協働によるとは、いかなる意味があるか、と

いうことなどに関心をもって、研究を深めたいと思ったからである。  

 

 社会人学生として大学院に迎えていただき、博士前期課程、後期課程を通じて、多くの

先生方や、研究者の諸先輩方に暖かく、適切なご指導をいただいたことで、ようやく本研

究の執筆に辿りつけたことに、感謝申し上げたい。また、本研究に対して、貴重な資料な

どを提供してくださった加賀市役所、教育委員会はじめ、諸団体の皆様、さらに現地調査

などに協力してくださった地元の皆様に深くお礼申し上げる。  

 そして最後に、筆者が社会人と研究者という誠に長く多忙な日々を送ったにもかかわら

ず、多くの励ましとご協力をいただいた方々、そして何より家族に感謝の言葉を述べたい。  

 

2017 年５月 
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荒金 博美  

【学会誌等掲載実績】 

 

第２章  「歴史的遺産を活かしたまちづくり」の担い手のあり方と合意形成の要件  

「まちづくりの担い手の資質と活動の特性に関する研究―町並み保存・まちづくりを推進

したリーダーたちの証言を通じて―」（京都橘大学『京都橘大学大学院文化政策学研究科研

究論集』第８号、2014 年３月掲載）  

 

第４章  「大聖寺城下町」における歴史的遺産を活かしたまちづくり  

「歴史的遺産の保存・活用によるまちづくり―石川県加賀市大聖寺における近世城下町の

事例研究―」（京都橘大学『京都橘大学大学院文化政策学研究科研究論集』第４号、 2010

年３月掲載）  

「町家の保全・再生と活用によるまちづくり―京都市および北陸３都市における活動を  

事例として―」（『国際文化政策研究教育学会研究論集』第２号、 2011 年 12 月掲載）  

 

第５章  「北前船の里」・加賀橋立の船主集落における歴史的景観の保全と活用  

「歴史的遺産の保存・活用による地域の再生―「北前船の里」・加賀橋立における事例研究  

―」（京都橘大学『京都橘大学大学院文化政策学研究科研究論集』第２号、 2008 年３月掲

載） 

 

第６章  「九谷焼」発祥地としての地域振興のあり方  

「歴史的遺産を活かしたまちづくりに関する研究―九谷焼発祥地としての石川県加賀市の

事例を通じて―」（『日本地域政策学会研究論集』第９号、 2011 年３月掲載）  
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石川県・加賀市（図） 
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序章   本研究の背景および目的・方法  

 

1．本研究の背景  

 

（１）成熟社会における都市の再生  

 20 世紀末から 21 世紀への変わり目は、明確な時代の転換期でもあった。重化学工業を

機軸とする時代（工業社会）から、情報・知識産業を機軸とする時代（情報・知識社会）

への本格的な転換であり、前者を支えていた工業都市の衰退や、それに伴う人口流出など、

特に地方都市ほど荒廃が著しい状況にある。これらは日本のみならず、先進諸国に広く見

受けられる共通の現象であり、このような産業構造の転換と、ほぼ同時に始まった経済の

グローバル化に起因するものである。その結果、各国において、貧困の増大や格差の拡大

が深刻化している。こうした事態の中で注目されているのが、都市の再生である。神野直

彦（2002）は、「各国において、都市再生、特に地方都市の再生が課題となっているが、

ヨーロッパでは、工業の衰退によって荒廃した都市を、人間の生活の『場』としての持続

可能な都市に再生しようとする動きがある」と述べている。工業によって破壊された環境

を改善するとともに、地域の伝統的な文化を復興させることにより、工業にかわる知識産

業を創造することであり、自然的、文化的、人間的な都市の魅力を磨くことにより、都市

経済も活性化させていこうとするものである」 (1)と都市再生のあり方を提唱している。  

 その背景となるのは、成熟社会においては、人々が「量から質へ、ものからこころへ」

という、生活の真の豊かさを求めていること、すなわち「幸福の追求、生活の質の向上や

充実、または個人の人生における自己実現」などを意味するものである。人間存在の基盤

とみなされるのが芸術や文化であり、それらの多様な価値を認識し、人々の生活の中に取

り込むことによって、真の豊かさを実現することができるとする考え方である。  

 このような考え方について、池上惇（2003）は、「1980 年代後半に、ノーベル経済学賞

を受けた、Ａ・センは、従来の経済学は、『商品の開発』を中心としてきたが、これからの

経済学は『人間の発達』を中心とせざるを得ないと指摘した。この主張は、経済社会の究

極の目標を、効用や利便性から、人生における自由で個性的な生き方に転換する必要性を

示唆している。たしかに、便利に暮らすだけの生活から、『いかなる人生に価値があるのか』

を追求する生活への転換は、いま、多くの人々が求めて止まないものである」 (2)と述べて

いる。現に近年は、グローバル化の進展に抗するように、世界各地において、国家よりも

地方、さらに身近な地域の個性を重視して、生活の質を見直す動きが見られるようになっ

てきている。  

 

（２）わが国における文化立国への転換と地方の時代の到来  

 わが国においても、近年は従来のような経済的、物的豊かさを求めるのではない、新た

な動きが顕著となってきている。1980 年頃から「文化の時代」が標榜されるようになって

きたが、大きな転機が訪れたのは、バブル経済が崩壊した 1990（平成２）年であった。前

年に設置された文化政策推進会議により「文化立国」の方向性が定められ、その後の省庁

再編や 2001（平成 13）年の文化芸術振興基本法の制定は、わが国の文化政策の展開の上

で大きな基盤となった。また現在まで続く長期の経済停滞状況の中で、人々は、自己の生
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き方や生活の質を問い直すと共に、かつての物的・経済的豊かさから、精神的・文化的豊

かさを求めるようになり、それを自らの帰属する地域において実現していく動きが高まっ

ている。このような動きと合わせて、国と地方の関係においても、明治国家以来の中央集

権・東京一極集中から地方分権、さらに地域主権という考え方が大きな時代の要請となっ

ており、地方都市が新たな主体として、それぞれの歴史や文化を見直し、それらに基づい

て独自の地域政策を展開していかなければならない時代が到来しつつある。  

 

（３）地方都市の現状と再生のあり方  

 20 世紀末の大変革期以後、「20 世紀は国家の時代」、「21 世紀は都市（地方）の時代」

といわれてきた (3)が、近年のわが国の地方都市が置かれている現状は、極めて厳しいもの

がある。経済の低成長が常態化し、本格的な人口減少時代に入って、地方の疲弊は深刻の

度合いを深めている。地方の中核的な都市においてさえも、人が溢れていた高度経済成長

期の頃の賑わいを取り戻すことは、もはや望むことができない。また、自動車の普及が人

の移動を容易にしたことも大きな原因となった。かつて広大な用地を求めて地方に進出し

た製造業が、主に郊外の工業団地に立地したため、車での移動を前提とした郊外型のライ

フスタイルが一般化した。これに合わせて商業施設も大規模郊外型へと発展し、対して商

業の核としての中心市街地の存在意義は急速に低下した。若い世代は、大都市や地方都市

の郊外に流れ、かつて栄えた中心市街地は多くの人々から必要とされなくなって、衰退の

一途をたどっている。そして、そこで生活しているのは、高齢者ばかりである。働く場、

居住の場、買い物をする場として、地方の多くの都市は住民からの支持を失い、必要とさ

れなくなっていった。  

 日本の生産年齢（15 歳～64 歳）人口は、1995 年をピークに減少に転じている。さらに

こうした生産年齢人口の減少や少子高齢化の進展は、大都市よりも地方の方が一層顕著で

ある。東京圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）のピークは 2000 年であったので、

地方の方が東京圏よりも早く生産年齢人口の減少期に入ったことになり、高齢化率の高ま

りも、東京圏に比べて早い時期に顕在化した (4)。あわせて、若い世代の減少は、地域から

活気を喪失させるのみならず、生産、消費の担い手を失うことを意味する。  

 以上のように地方にとって最も切実な問題は、若い世代の大都市への流出や高齢化など、

人口に起因する問題であるが、地方は、経済・産業基盤の弱さから、若い世代を地元につ

なぎとめておくことが困難な状況となっている。地方では、従来から産業振興のための企

業誘致に取り組んできたが、企業の本社・本店機能の東京への一極集中と、工場・支店中

心の地方という重層構造が固定化するのみであった。その後、1980 年代から始まった経済

のグローバル化の進展と、1990 年代以降の景気の低迷が同時並行的に起こり、工場や支店

は整理統合や海外移転のための閉鎖が相次いで、地方経済から活力を奪っていった。さら

に、2008（平成 20）年のリーマンショック以降、こうした地方の職場の縮小傾向は一層

顕著となっている。  

一方、大都市へ流出していった若者も日本全体の景気低迷の定常化の下での雇用の流動

化により、将来に対するビジョンが描けず、生活不安が増大して、再び地方へ目が向けら

れている。この若者たち（Ｕターン）や、新たな定住人口（Ｊターン・Ｉターン）を受け

入れるためにも、雇用の創出と社会に貢献できるような適切な場を提供することは、地元
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である地方都市の責務であり、それぞれの特性を活かしたやり方で、持続的な発展を進め

ていく方策が必要である。  

 ではどのようにして地方都市の再生を図っていくべきか。従来型の企業誘致を図ること

は、グローバル化の進展した現代においては不可能である。これに対して、先述したヨー

ロッパの都市の事例のように、人間の生活の「場」として再生させる、地域社会を包摂し

ている自然と共生した固有の生活様式、すなわち地域文化を復興することであり、それぞ

れの地域社会に生きる住民の主体的な活動により、実現が可能となる。地域固有の文化を

復興し、地域社会で営まれてきた人々の生活の持続可能性を追求することによる再生であ

る。そして、そのためには、地域住民のみならず、行政・ＮＰＯなど多様な主体の協働に

よる活動が地方都市の再生につながると考えられるのである。  

 

２．本研究の目的・方法および対象都市  

 

地域固有の文化の復興により、衰退した地方都市の再生をめざした取り組みとして、近

年、それぞれの地域に遺された多様な歴史や文化、すなわち「歴史的遺産」を活かしたま

ちづくりが全国各地で展開されている。地域全体で歴史的遺産を継承し、まちづくりに活

かしていく活動であり、そのためには、地域住民のみならず、行政やＮＰＯなど多様な主

体（担い手）の連携・協働が必要とされる。  

このようなまちづくり活動においては、そのプロセスを通じて、多様な主体間の合意を

形成していくことが最も重要であるが、さまざまな要因により、合意が阻害されたり、困

難を伴った事例も多く見られる。そこで本研究の課題は、多様な主体の連携・協働による

まちづくりにおける合意形成の要件とは何かについて、明らかにすることである。  

 このため、本研究では、「歴史的遺産を活かしたまちづくり」において着目すべき要件と

して、  

 ① 地域に遺された多様な歴史的遺産を対象とする  

 ② 歴史的遺産を活かした多様なまちづくりの取り組み  

 ③ 多様な主体が参画する地域協働のまちづくり  

の３つを挙げ、これらの観点から、事例対象都市におけるまちづくり活動のきっかけや経

緯、取り組み内容などの実態を明らかにするとともに、その進展要因や活動の成果・今後

の課題などを検証し、本研究の課題について考察し、明らかにすることを目的とする。  

 次に、この課題に取り組むために、本研究が対象として選択したのは、「地方都市」であ

る石川県加賀市である。「地方都市」とは、明確に確立された基準はないが、政令指定都市

（横浜・大阪・京都など現在全国で 20 都市、地方自治法第 252 条の 19、政令で指定する

人口 50 万人以上の市）や、中核市（長野・金沢・大津など 40 都市、地方自治法第 252 条

の 22 第１項に定める人口 30 万人以上の市）は、わが国の代表的な大都市であり、県庁所

在地が多い。また、これらの都市は、地方の中心的存在であり、都道府県とほぼ同格の地

位と権限を持ち、財政規模も大きいが、その他の全国に多く存在する中小の都市は、人口

５万人～10 万人程度で、人口減少や少子高齢化、財政逼迫に直面し、衰退が著しい。しか

し、この規模の都市においては、地域住民の努力によって、特色ある地場産業や伝統的な

祭礼、年中行事、生活様式が維持・継承され、それぞれの地域の貴重な歴史や文化が蓄積
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されている。したがって、本研究における「地方都市」とはこの規模の都市と定義して、

研究対象として取り上げる。  

 さらにこの｢地方都市｣の中でも、機能特化都市としての明確な特性を示し、またその盛

衰が顕著である保養都市（温泉観光都市）の再生に向けての取り組みの事例をあげる。全

国の地方都市の中でも、大規模な温泉観光都市は、高度経済成長期以後のマス・ツーリズ

ムの下での観光客の増大により繁栄を継続してきたが、バブル経済崩壊後は観光客の激減

により、深刻な状況に追い込まれ、いずれの都市においても新たな対応がせまられている。

わが国の温泉観光都市の現状を把握するため、観光地の人気が徐々に高まり、やがて弱ま

っていく段階を示す、バトラーが提唱した「観光地におけるライフサイクル・モデル」

（1980） (5)によると、①探検段階→②住民関与段階→③開発・発展段階→④成熟段階→⑤

停滞段階→⑥再生・現状維持・衰退段階となる。これに当てはめて考えると、戦後、観光

客が増え始めた昭和 30 年代は、①・②の段階であり、それに続く高度経済成長期は③・

④の段階であった。バブル経済期にはすでに⑤の段階に達していたが、表面的には繁栄を

維持していた。課題となるのが、⑥の段階であり、観光地としての魅力を失わずにその機

能を保ち続けられる方向を模索しつつ、さらに従来とは異なった新たな視点により、持続

可能な都市の再生に取り組むことが喫緊の課題である。加賀市はこの課題にも取り組んで  

いる、「地方都市」である。  

 本研究では、この課題を目標にして、「歴史的遺産を活かしたまちづくり」に取り組んで

いる「石川県加賀市」を事例対象都市として取り上げ、以下にその理由を列挙する。  

 ①温泉文化のみならず古代からの歴史的遺産の蓄積が豊富であり、市内の各地区におい

てそれらに着目し、まちづくりに活用していること、②地域住民と行政との信頼関係に基

づいた連携・協働によるまちづくりが実践されていること、特に加賀橋立地区の重要伝統

的建造物保存地区選定における合意形成のあり方は重要である、③筆者が現地のＮＰＯや

文化団体に所属してまちづくり活動に参加しており、より間近に観察することができると

ともに、多面的な分析・検証が可能であること、  

④加賀市の再生のあり方に関する先行研究としては、「大聖寺地区」を対象とした歴史的景

観まちづくりや (6)、観光まちづくりと住民意識について (7)、「加賀橋立地区」を対象とした

歴史的景観まちづくり (8)（第５章で詳述）、「九谷焼（古九谷）」の発祥地としての保存と活

用 (9)（第６章で詳述）など、市内各地区や特定の歴史的遺産に関するものは見られるが、

加賀市を総合的に捉えられてはいないこと。  

 研究方法としては、既存の文献による概念の整理や先行研究・関係資料の再検討といっ

た理論研究と、関連する研究会やセミナーへの参加、比較・検討のために取り上げた各都

市への現地調査や提供資料の分析、および関係者（行政、ＮＰＯ、地域住民、企業、各種

団体など）への聞き取り調査、加賀市への来訪者を対象としたアンケート調査の分析など

による実証研究、そして、まちづくりの現場において参与観察を行って課題解決のための

方策を導き出す臨床研究 (10)の三つからなる。これらにもとづいて、本研究は次節のとおり

構成されている。  
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３．本論文の構成  

 

 本研究は、次のような構成で成り立っている。  

 第１章と第２章は理論研究である。第１章では、まちづくりの本質や変遷、および歴史

的遺産の概念の拡大、まちづくりへの活用や関連する諸制度について、明らかにする。  

 第２章では、歴史的遺産を活かしたまちづくりにおける市民と行政の協働の概念や担い

手のあり方を明らかにするとともに、多様な主体の合意形成の要件について、事例を用い

て分析・考察する。  

 第３章から第６章は事例研究である。第３章では、石川県加賀市の歴史的変遷と産業構

造の特色、高度経済成長期以後の大規模温泉観光都市としての繁栄と衰退、平成の合併に

より実現した「歴史文化基本構想」の策定と、それにもとづく新たなまちづくりへの取り

組みについて、論考する。  

 第４章から第６章は、筆者自らが加賀市内の旧城下町である大聖寺、北前船の船主集落

である橋立、および市内各地に存在する九谷焼の遺跡や関連施設への現地調査をするとと

もに、関係者への聞き取り調査や、アンケート調査をおこない、それらにもとづいて、歴

史的遺産を活かしたまちづくりの経緯や現状について分析、検証することにより、その特

徴や発見した課題について論じている。したがって、これらの事例研究は、前半の理論研

究の実証である。  

 これらをもとに、終章では、衰退した地方都市の再生をめざした、多様な主体の連携・

協働による歴史的遺産を活かしたまちづくりにおける、合意形成の要件について論じると

ともに、今後の課題や展望について考察し、本研究のまとめとしている。  

 なお、上記の構成を整理するために、次頁に論文構成図として表記する。  
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論 文 構 成 図 

 

序章   研究の背景および目的・方法

 

終章   結論と今後の課題および展望 

理論研究

第１章  「歴史的遺産」の概念の拡大とまちづくりへの活用 

第２章  「歴史的遺産を活かしたまちづくり」の担い手のあり方 

      と合意形成の要件 

事例研究 

第３章  石川県加賀市の概要と新たなまちづくりへの取り組み 

第４章  「城下町大聖寺」における歴史的遺産を活かした   

まちづくり 

第５章  「北前船の里」・加賀橋立の船主集落における歴史的  

景観まちづくり 

第６章  「九谷焼（古九谷）」発祥地としての地域振興のあり方 
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第１章  「歴史的遺産」の概念の拡大とまちづくりへの活用  

 

１．はじめに  

 本章では、本研究のテーマであり、今日とても親しみやすい言葉になっている「まちづ

くり」の概念や歴史的変遷を明らかにすることにより、現代のまちづくりの特徴や社会的

意義について、考察する。  

 また、近年各地に遺されている「歴史的遺産」を積極的に捉え直して、地域再生のため

のまちづくりに活用しようという活動が活発化している。このような動きに伴って、歴史

的遺産の概念が拡大するとともに、そうした活動を支援するための関連法令や諸制度が整

備されてきたことについて記述する。  

 

２．「まちづくり」とは何か  

 

（１）まちづくりの本質  

 今や「まちづくり」は、人々が日常生活で口にする、とても親しみやすい言葉になって

いるのみならず、自治体の部署の名称にも盛んに用いられるようになり、現代用語として

定着しているが、この言葉の歴史は古く、1950 年代にまでさかのぼるといわれている。以

来、さまざまな分野で用いられてきたが、この「まちづくり」とは何か、その概念や本質

（定義）について、先行研究を比較しながら、明らかにする。  

 まちづくりには多様な意味や使い方があるが、佐藤滋（2004）は、「まちづくり」とい

う言葉で使われている「つくり」という言い方は、「人づくり」、「米づくり」のもつ意味と

同様に、長い期間丹精込めて工夫をこらしながら、つくりあげるという意味がこめられて

おり、この言葉の持つ意味は、まったく新しいものを創造することではなく、基本にある

ものを大事に磨き上げるという意味であるとして、「この言葉を外国語に訳す時、匹敵する

適当な言葉を見つけ出すことが困難である。曖昧な、定義のはっきりしない用語というこ

ともできようが、日本の文化的な背景の中から生まれてきた『独特の概念』であるともい

えよう。全国各地における様々な自主的・自立的な動きが一つの言葉の元に合流して、『ま

ちづくり』という用語が成立したと考えるのが妥当であろう。」と言葉の持つ意味の深さを

述べている。また類似した表記として、「『町づくり』、『街づくり』などがあるが、町村の

活性化や都市計画といったニュアンスが強い。これらに対して『まちづくり』は、より広

い概念で用いられる用語である。」「この言葉は、やわらかいイメージがあるため、昨今い

ろいろな場面で使用されているが、長い時間をかけて様々な主体が協力し、まちをつくっ

ていこうとする意志や行動の表現である。」(1)として、多様な主体による活動を意味してお

り、日本文化の特性とも合致した言葉として、広く使用されているものであるとしている。  

 石原武政（2010）は、日本社会において伝統的に維持されてきた「日本人の美意識にも

とづいた『暗黙のルール（調和した町並み）』が、高度経済成長期以後の市場化の波によっ

て崩壊したことに対して、現代において、地域ルールを再構築し、新たな秩序を形成する

ためのまちづくりであり、懐古趣味ではなく、未来に向かって『いま』をつくりかえてい

く運動である。」 (2)として、「いまなぜ、まちづくりか」という問題提起をしている。  

 また、西村幸夫（2007）は、「まちづくりのテーマは今日多種多様であるが、これらに
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共通する本質的な点をあげると、その地域に住んでいる人々が中心となって、当事者とし

て、自分たちの住む地域にかかわる問題に関して、行っている活動であるということであ

る。」として、まちづくりの本質を指摘している。また、まちづくりを家にたとえて、「ま

ちづくりとは、地域に居住する人々が、その地域を『わたしたち共通の家』とみなして意

識化し、その意識の担い手たる『わたしたち』がいるということである。」と地域をそこに

住む住民がどのように意識すべきか、さらに、「『まちづくり』という一見曖昧なやまとこ

とばが、幅広い支持を得て、市民権を獲得したのは、このような思想が見事に簡潔な言葉

で表されているからである。」と述べている。そして、「この『わたしたち共通の家』は、

近代的な所有概念を超えた何らかのもの、それは、個人所有による空間の分断を超えた『み

んなのもの』という思想の復活である。」 (3)として、西村はこれを「コモンズ」（共有でき

るもの、共有の理念、公共財）と呼んで、都市全体の環境をさすものとしている。このよ

うに、まちづくりとは、地域において近代化の中で失われつつあるコモンズの思想を再び

確立していく運動であると主張している。  

 他に石塚雅明（2007・2010）、藤田忍（2007）、小林郁雄（2007）、久隆浩（2011）ら、

多様な主体の協働によるまちづくりのあり方やそれぞれの役割、また活動のプロセスにお

ける合意形成の重要性に関するものなどが多い（いずれも第２章で詳述）。  

 以上の先行研究に基づいて、本研究では、まちづくりとは、「日本の社会や文化の特性と

合致した言葉であり、地域の課題を解決し、あるいは地域資源を活用して、多様な主体が

連携・協働して身近な居住環境を改善していくことにより、まちの活力と魅力を高め、生

活の質の向上を実現するための持続的な活動である。」と定義する。  

 

（２）まちづくりの生成と歴史的変遷  

 日本におけるまちづくりは、その源流となるような、いくつもの活動の流れが存在して

いたが、1970 年代初頭の大きな社会状況の変動の中で、当時活発化してきた地域住民活動

と連動しながらしだいに概念が確立し、以後の時代において全国各地で、本格的に展開さ

れていった。そして、その概念自体も、活動のあり方も時代とともに変化・発展してきた。  

この動きについて、1970 年代から現代までのまちづくりの歴史的発展過程を三つの時期に

区分して論考する。第一期は、1970 年代から 1980 年代の中盤にかけての、まちづくりの

勃興期であり、理念とそれに基づく実験の時代であり、第二期は 1980 年代後半からバブ

ル崩壊以後の時代も含めて、地域の中から実践的な方法が組み立てられ、整備されてきた

法制度にも支えられた取り組みにより、「まちづくりの成功事例」が蓄積されていった時代

である。そして、第三期は、1990 年代末以後、個別のまちづくりから地域社会の運営に多

様な主体が協働して、「まちづくりによる共治」を実現していこうとする時代である。  

 第一期である 1970 年代の初頭は、戦後の国際秩序が大きく転換した時期であり、既成

の権威が否定されて、世界的な思想の枠組みの転換が起きた時期である。日本でも、高度

経済成長期の経済優先・産業開発政策によって、引き起こされた公害問題や大都市の過密

化など居住環境上の問題が深刻化している時期であった。またそのことが要因となって、

各地に革新自治体が生まれ、その政策として、市民参加が大きく取り上げられた。それま

での高度経済成長路線に対する批判、身近な居住環境が脅かされていることなどに対する

抵抗運動として、まちづくり運動が展開された。織田直文（ 2005）はこの時期のまちづく
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り活動を「告発要求型まちづくり」と規定した (4)。これらは各地の公害反対運動とも連動

して、住民運動の高揚期を迎える。そして、これらが、地域コミュニティ活動を中心とし

た抵抗運動から、創造的、建設的なまちづくり運動へと発展していくのである。  

 この時期の大都市圏への人口と財の集中は、一方で地方の衰退、過疎や地域経済の衰退

という問題をもたらした。このような状況に対して、地場産業の活性化や地域の生活環境

の向上と一体的に進める運動のベースとなったのが、地域主義、内発的開発という考え方

であった。地方は、大規模な産業開発から取り残されたことにより、豊かな自然や地域資

源が存在し、それらを活用することによる内発的開発、「地域おこし」を進めていった。  

 また、この時期には、高度経済成長期に、全国各地の歴史的な町並みが次々と破壊され

たことに対する保存運動も起こった。1975（昭和 50）年の文化財保護法の改正で、「伝統

的建造物群保存地区制度」（第５節で詳述）が発足し、その後の全国的な町並み保存運動の

展開を可能にしたのは、地元住民と専門家が一体となったまちづくり運動であった。この

ような運動の中で「町並み」という独特の用語が生まれた。「町」とは町人社会の文化、生

業、生活の場であり、その総体としての価値を再認識し、それを生きた形で保全し、さら

に守り育ててゆくことが目標とされた。そしてこの運動は景観まちづくり・観光まちづく

りとして、成功している事例が多いのである。このように、1970 年代から 1980 年代にか

けてのまちづくり第一期は、多様な起源から多様な目的を持ったまちづくりが誕生し、ま

ちづくりの原点とその活動方法としての基礎が築かれた時期である。  

 第二期の 1980 年代後半からのまちづくり活動は、第一期が差し迫った必要性や歴史的

必然性から生まれたのに対し、それらを基礎としながら、「地域固有の創造的な要素」を加

味して、多様なテーマで展開しているのが特徴である。身近な課題から特徴あるテーマや

課題など、明確に焦点を絞って組織を立ち上げ、機動的に対処し、成果を挙げている。活

動主体の名称もさまざまであるが、自治会など形式的な地域の代表制にはこだわらず、有

志といわれるような自主的な形で活動し、既存の組織とも連携関係を築いていくという方

法がとられている。これらは各地のまちづくり活動との交流や情報交換が進んで、全国的

な組織を持つものも増加していった。  

 また地域再生へ向けた取り組みとしてのまちづくりが活発化し、「官民協働」という言葉

が使われ始めたのもこの頃である。これがまちづくりにおける「新しい公共」という概念

のはじまりである。官民がそれぞれの役割を分担するということが次第に可能になってき

たが、1991（平成３）年のバブル経済崩壊により、大きな転機が訪れた。従来の経済成長

によるフロー重視から、ストックを重視し、持続可能性を追求する社会へと転換が図られ

て、地域の歴史的環境や生活環境の積み重ねを目指してきたまちづくり運動にとって、強

力な追い風となった。あわせて、世論の動向も大きく変化した。総理府（のち内閣府）の

社会意識調査において、社会への貢献意識が強い社会志向派が個人志向派を上回るのもこ

の頃である。また、地域の合意によって、豊かな自然や歴史を活かして地域の固有性を発

揮していこうとする都市の景観保全への関心が高まって、全国各地で景観保全条例やまち

づくり条例が制定され、これらは、 200４（平成 16）年の景観法（第５節で詳述）制定に

つながっていった。  

 第三期は 1990 年代末以後の現代の「まちづくり」である。この言葉が一般に使われ始

めて以来、約 50 年にわたってさまざまな実践が進められてきた。そして 21 世紀初頭の現
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在、まちづくりを取り巻く条件や環境は大きく変化し、新しい展開の時を迎えている。現

代のまちづくりの特徴や社会的意義について、以下に要約する。  

 ① 分権型社会の到来で、中央政府からの上意下達方式から、地方が独自にその知恵と

潜在力を発揮し、自立して地域を運営していく、自己決定が可能な仕組みができあがりつ

つある。これは自治体の中においても同じで、市民と地域社会が運営することを意味して

いる。参加と分権という言葉は、70 年代以来使われてきた言葉であるが、市民及び民間組

織が「参加」ではなく、「主体」となって、多様な主体との連携・協働によるまちづくり活

動などにより、地域社会を運営していく時代が到来した。  

 ② 地域社会が自立し、自ら決定し、運営する時代において、非営利特定活動組織（Ｎ

ＰＯ）が法人化され、市民活動の大きな流れを形成している。新しい中間セクターである

ＮＰＯという組織がまちづくりの主体として顕在化し、地域の多様な活動を担う社会的な  

仕組みが本格的に動きだした。西村（2010、2013）は、「活動の維持・持続を図るために

は、収益を確保しなければならず、今後はまちづくりのさらなる組織化やコミュニティ･

ビジネスなどの事業化が必要である。」 (5)と主張している。  

 ③ 少子高齢社会が到来している現代において、既存ストック（地域社会がもつ資源と

潜在力）をもとに、持続可能性を追求してきたまちづくりによる安定した成熟社会をめざ

す運営が目標となりつつある。久隆浩（2011）は、「近年、都市計画をめぐる状況が急激

に変化してきており、大きな構造転換が必要となっている。従来の『都市計画』は公共政

策として、大きなハコモノを造ってきたが、今後は、地域に存在する資源を活用していく

『都市まちづくり』へと転換していかなければならない。」 (6)と指摘している。  

 ④ 地域社会の課題と目標は非常に多様化しているが、それはまちづくりの可能性の多

様化でもある。このような時代の到来で、人々はまちづくり活動そのものに価値を見出し

てきている。地域社会の質を高めることやまちづくりそのものが自己実現のテーマとなり、

まちづくりは、より創造的で魅力的な活動を包含するようになってきた。  

 ⑤ 現代はグローバルな経済活動に飲み込まれ、人々の実感からかけ離れたところで経

済が動いている。しかし一方で、地域社会に根を張ったまちづくり活動による新しい価値

の創造は、現代社会のもう一つの重要な特性となってきている。  

以上のように、現代のまちづくりは、大きな転換期、飛躍期にあり、第一期における一部

の地域住民による先進的活動から、第二期のさまざまなテーマでの全国各地における展開

を経て、より多様な主体による都市全体を包含するようなより公共性を高めた活動を展開

する時期へと変化してきている。  

 

３．「歴史的遺産」の概念の拡大とまちづくりへの活用  

 

（１）「歴史的遺産」の概念（特質）  

 近年、わが国社会の成熟化に伴い、国民の伝統文化や文化財への関心が高まっており、

景観形成やまちづくりの手法としての歴史的遺産の保存・活用が、全国各地の自治体を中

心に活発に展開されている。これは歴史的遺産の捉え方が「文化財」の枠を超えて拡大し

ていることを意味している。では、「歴史的遺産」とは何か、その概念（特質）について、

先行研究にもとづいて、比較・検討する。  
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 大河直躬（2004）は、「歴史的遺産の範囲は非常に広く、その中には、建物や遺跡のよ

うな形あるものだけではなく、それらと密接な関係をもって存在した、祭礼・芸能・技能・

習慣なども含まれる。」「最近では、保存され活用されるものの中には、立派で有名な建物

や遺跡だけではなく、それぞれの地域が誇りにする非常に多種類のものが含まれる。また、  

このような私たちの身の廻りにある多くの『歴史を語るもの』の全体を歴史的遺産や歴史

的環境と呼ぶようになってきている。」「歴史的遺産は、大切なものとして保存するだけで

なく、現在の私たちの生活に役立つもの、現代生活の中で、積極的に活用していこうとい

う考え方が広がってきており、『歴史的資産』『ふるさと資源』などと呼ぶこともある。」さ

らにその保存・活用の意義として「地域の人々がお互いの歴史の中に存在してきたものに

触れ合うことは、非常に大きな精神的価値を持っている。普段は、気に留めていなくても、

失ってみて初めてその価値の大きさが判るものである。そして、このことはまちづくりに

とって重要であり、地域住民の日常生活に与える豊かな楽しみである。変化してゆく社会

と文化の条件を考慮しながら、今後に遺すべき価値あるものを努力して保存・活用してい

くことが重要である。」(7)と、歴史的遺産を広い概念で捉えており、その保存・活用の意義

を強調している。  

 田村明（1999）は、「歴史的遺産は、単体の建造物のみならず、町全体の歴史的環境と

して、都市の中に定着している。画一化され、個性を失い、無機化している都市に個性と

人間性を付与するための、重要な要素であり、テーマとなっている。」さらに、保全する意

義は、「その都市の風格が形成され、豊かな心を持つ市民を育てることにもつながる。」 (8)

と、景観まちづくりの観点から述べている。  

 このような考え方は、西村もほぼ同じである（2002、2008、2011 など）。「歴史的遺産

は、地域の記憶と物語の継承であり、現代に生きる我々に指針を与えてくれる多様な知恵

を持っており、将来のための選択肢を示す価値あるものである。」「歴史的遺産とは何であ

るか、より本質的な視点が求められる。地域に根ざした『「変わらないもの』、『ホンモノ』

であり、『なぜそこに存在しているか』」という理由を深く掘り下げて考えることは、地域

の構想力に迫ることである。地域の歴史を知ることは、構想力を継承することであり、こ

のような視点で自らが住む町を見直すことが、まちづくりの基本である。」(9)として、歴史

的遺産を本質的な視点で捉える必要性と、まちづくりとの関連性を強く主張している。  

 一方、歴史学者である馬場憲一（1998）は、「地域課題の解決を、地域に伝存されてき

た『文化遺産』の保存と活用に求める、地域文化政策を展開させていくことが、新たな地

域社会の形成に大きな役割を果たしていく。」と述べており、さらに（ 2011）、「文化財の

保存・活用に向けて、官民協働・連携の強化による、対等のパートナーシップの構築」と、

（2013）「市民の多様な価値観にもとづく『地域遺産』の保護・継承」により、新たな文

化財概念の構築を提唱している (10)。  

 さらに藤原恵洋（2013）は、「地方都市の再生のために、地域社会の『文化資源』を探

索し、評価していくこと、そして『文化資源』の価値と可能性を市民に対して啓蒙するこ

と。」が重要であるとしている (11)。  

 また、久隆浩（2014）は、「文化財（『歴史資産』）に対する考え方は、時代によって大

きく変化しており、戦前における特別なもの、非常に価値の高いもの（優品主義）から、

近年では、より人びとに身近な存在のものまで含むようになってきた。」として、「伝統的



 - 19 - 

な町並みなど、近世に繁栄していたが、近代化の波に乗り遅れて高度経済成長期に開発さ

れずに『残ったもの』を、『歴史資産』として『遺す』ことにより、まちづくりに活用する

ことは、地域の特性を大切にしながら、人々の暮らしを向上させることにつながる。」「ど

んなまちにも歴史・伝統があり、魅力（個性）がある。住民は『歴史資産』を掘り起こし、

活用することが大切である。」 (12)と歴史的遺産の活用の重要性を指摘しており、田村や西

村とほぼ同様の考え方である。  

 以上、先行研究を比較・検討してみると、歴史的遺産についての表記の仕方そのものは

非常に多様であるが、その概念（特質）についてはほぼ共通しており、次のように結論づ

けることができる。従来、歴史的建造物、遺跡などは、「文化財」として歴史的、芸術的観

点から、特に価値の高いもののみが、国や自治体の指定を受け、保存されてきた。しかし

近年は、指定文化財のみならず、地域住民が誇りにする身近な文化財、住民にとって大切

なもの、歴史的・文化的価値を共有できるものなど、非常に多様化しており、その概念（対

象）も拡大してきている。すなわち、歴史的遺産は、人々の身の廻りにある、多くの「歴

史を語るもの」全体を含み、建造物や遺跡のような有形のもののみならず、地域と密接な

関係をもって継承されてきた、祭礼・芸能・技能・習慣など無形のものも含まれ、地域に

遺された文物のすべてが該当すると考えられるようになってきた。あわせて、以前のまま

の状態での保存（凍結保存）から、変化してゆく社会の中で、今後に遺すべき価値あるも

のを選び、積極的に活用していくことは、地域の人々の暮らしを向上させることにつなが

る（動態保存）。ただし、保存・活用するにあたって最も重視すべきことは、歴史的遺産が

持つ、オーセンティシティ（真正性＝ホンモノであることの価値）を尊重することであり、

このような視点にたって、歴史的遺産を保存・活用することは、まちづくり活動の活発化

にもつながるものである。  

 以上の結論により、本研究においては、「まちづくりの対象」となる地域に遺された有形・

無形の文物を、大河や田村・西村らの説にしたがって、「歴史的遺産」と表記する。  

 

（２）国および自治体による保存・活用施策の変遷  

 近年のこのような歴史的遺産を積極的に捉え直そうとする動きは、都市景観の保全や整

備を目的として歴史的遺産の保存・活用を考える、1970 年代後半からの各地の自治体にお

ける景観条例の制定によって始まった。また、この時期には国レベルでも同様の動きが見

られた。2001（平成 13）年に国土交通省に再編された建設省は、1948（昭和 23）年に設

置されて以来、高度経済成長期を通じて、国土開発・産業基盤整備・都市計画・都市再開

発・生活環境整備など、幅広い行政を担当してきたが、政府が「文化の時代」を標榜しは

じめた 1980 年前後から、国土利用を担っていた国土庁（1974 年発足）とともに、都市環

境整備や景観保全に歴史的遺産や伝統文化を重視する方向を進めていた。（表１－１）  

1982（昭和 57）年に「都市景観形成モデル事業」が創設されたが、丁度この頃から急速

に各自治体の条例制定数も増加していった。続いて 1988（昭和 63）年に「街なみ環境整

備事業」を実施し、1990（平成２）年に、自治体を対象に「地域固有の都市景観の創出に

資する歴史的遺産の保全・活用方策の検討調査」を実施したが、この調査で行われた歴史

的遺産の分類では、「従来は文化財としての評価が低いかあるいは評価されてこなかったも

の」というカテゴリーを設け、自然も含めた幅広い対象を取り上げている。（表１－２）  
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 続いて、1996（平成８）年には、同省の「文化を守り育む地域づくり・まちづくりの基

本方針」、いわゆる「文化政策大綱」が発表された。この大綱では、「文化を守り育む地域

づくり・まちづくり 21 の展開」と称し、具体的な先進事例を引用して、多様なまちづく

りのタイプを列挙しているが、歴史的遺産に関わる項目がほとんどであり、建設行政にお

いて「環境、福祉と同様、文化を内部目的化する」と明記されている。「内部目的化」とは、

建設行政が、従来の開発至上主義から文化を重視する方向へ転換していることを意味する

ものである。（表１－３）さらに 2003（平成 15）年には、国土交通省が「美しい国づくり

政策大綱」を発表し、これを受けて翌 2004（平成 16）年には、「景観法」（第５節で詳述）

が制定されたが、美しく風格ある国土の形成などを目的とした同法の内容は、歴史的遺産

の保存・活用に直結したものといえる。  

 このような歴史的遺産をめぐる考え方の新しい変化は、当時の世界的な動向であり、日

本にも波及してきたものである。文化財の分野では、1992（平成４）年に世界遺産条約（1972

年にユネスコ総会で採択）に「文化的景観 (cultural landscape)」という新しいカテゴリー

が加えられたが、景観に投影された人間の生活や居住のあり方なども含め、総合的に遺産

を捉えようとする試みであり、日本でも、2004（平成 16）年の文化財保護法改正により、

「文化的景観」（第５節で詳述）が保護対象に加えられた。またモダニズム建築のように比

較的、建築年代の新しい近過去の文化財を保護しようという動きもあり、 1996（平成８）

年の文化財保護法改正で創設された「文化財登録制度」（第５節で詳述）も、この主旨が活

かされたものである。  

 次に都市計画の分野についてみると、「風景計画」と呼ばれるものが重視されるようにな

ってきた。都市の象徴となっているランドマークからの眺望や、逆にランドマークを遠望

する「眺望景観」があげられる。また、都市と周辺部の農地との一体的な景観や、都市内

部から望む周辺の自然など「広域景観」も含まれる。このような動きは、欧米諸国でみら

れ、1990 年代における都市計画の一潮流となり、日本でも景観法などによって、国として

の広域景観への対応策が整備された。また、京都市、金沢市はじめ多くの自治体において

も、条例などによって、眺望景観の保護への取り組みが進んでいる。  

 環境分野においても歴史的遺産に関わりの深い概念が生まれている。「持続可能性」や「環

境共生」などの概念には、既存のストックを有効に活用し、環境負荷を減らすことや、地

域固有の材料を用いることが含まれており、歴史的遺産の保存・活用に通じるものである。  

 以上のような動きの特徴は、単独の建造物や町並みのみならず、周囲の市街地や農村、

自然を含めた全体的な環境として歴史的遺産を捉える視点であり、建築年代が浅かったり、

特に有名でもない建造物や工作物についても、身近な遺産、あるいは既存のストックとし

ての価値が認められるようになってきた点も注目される (13)。  

 

（３）「歴史的遺産を活かしたまちづくり」における地域住民と自治体  

 近年各地の市町村において進められているまちづくりは、多くの意味を含んだ言葉であ

るが、その中でも歴史的遺産の保存・活用によるものが大きく取り上げられるようになり、

基本的な手法の一つとして定着してきている。しかし、従来は歴史的遺産といえば 1950

（昭和 25）年に制定された文化財保護法で指定された、国宝や重要文化財を指すもので、

それらはまちづくりとは関係なく、それ自体の歴史的文化的価値として保存されてきた。  
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表１-１　歴史的遺産を活かした都市計画・まちづくり年表　（『歴史的遺産の保存・活用とまちづくり』

(2006年、88ページをもとに筆者作成）　

年 行政関連 民間関連
1895 〔英〕ナショナル・トラスト
1919 市街地建築物法（美濃地区）

旧都市計画法（風致地区）
1949 〔米〕ナショナル・トラスト
1950 文化財保護法
1955 文化保護委員会による民家調査
1957 〔英〕シビック・トラスト
1962 平城京を守る会
1963 鎌倉御谷騒動
1966 古都保存法 妻籠資料保存会
1967 金沢市伝統美観保存条例

文化庁設立
1968 （財）日本ナショナルトラスト
1972 京都市市街地景観条例
1974 全国町並み保存連盟
1975 伝統的建造物群保存地区制度
1976 〔米〕メイン・ストリート・プログラム
1978 伝統的文化都市環境保存地区（国土庁）/神戸

市都市景観条例
第1回全国町並みゼミ

1979 （社）奈良まちづくりセンター
1981 〔英〕グランドワーク・トラスト第一号
1982 歴史的地区環境整備街路事業（建設省）

都市景観形成モデル事業（建設省）
1983 ＨＯＰＥ計画（建設省）

今井町町並み保存対策補助金交付要綱
1985 特定街区の運用基準改正 有田ＨＯＰＥ研究会

〔伊〕ガラッソ法風景計画
1987 川越１番街町づくり規範
1988 街なみ環境整備事業（建設省） 古民家再生工房

函館市西部地区歴史的景観条例
1989 ふるさと資源調査（自治省） ㈱黒壁/谷中学校/〔国際〕ＤＯＫＯＭＯＭＯ
1990 歴史的資産の保全・活用方策調査（建設省）
1991 〔米〕アワニー原則
1992 〔ユネスコ〕世界遺産に「文化的景観」を追加
1993 初の近代文化遺産を重文指定 函館からトラスト/おかげ横丁
1995 奈良町物語館/ＤＮタワー２１
1996 文化政策大綱（建設省）/文化財登録制度/重

要文化財（建造物）の活用について（文化庁）
旧庄屋屋敷保存活用会

1997 第１４回ＰＬＥＡ国際会議
日本民家再生リサイクル協会
芝浦・協働会館を活かす会

1998 中心市街地活性化法
特定非営利活動促進法

1999 旧丸の内ビルディング取り壊し
2000 地球環境・建築憲章
2001 豊郷小学校保存運動
2002 公共建築物の保存・活用ガイドライン（国交省・

文化庁）
旧正田邸保存運動
京町家情報センター
丸井今井邸保存会

2003 美しい国づくり政策大綱（国交省）
2004 重要文化的景観（文化財保護法改正）/景観法

/京都市京町家再生賃貸住宅制度
町家の外観再生プロジェクト

2005 日本橋三井タワー
2008 歴史まちづくり法  
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表１- ２　建設省調査における歴史的遺産の分類　 （建設省都市局「地域固有の都市景観の創出に資する歴史的遺産

　の保全・活用方策の検討調査報告書」１９９１年、２０４ページをもとに筆者作成）

大分類 評価の考え方 事例

神社建築 ～神社

寺院建築 ～の寺、～の塔

城郭建築 ～の城

住宅建築

民家建築

洋風建築

石造・その他

史跡 貝塚、城跡　・・・・・・

名勝 庭園、公園、河川　・・・・・・

天然記念物 動物、植物　・・・・・

住宅、商家等 ～の生家、～の商家等

社寺仏閣 ～の寺、寺院

城郭 城、城跡、城の空間

その他 倉庫、～ビル、火の見やぐら、門等

小規模工作物 地蔵仏、一里塚、石碑、船着場の石段等

中・大規模工作物 煙突、タワー等

まちなみ 住居の群、商家の群、倉庫群

（建築物、建築物等の連続する空間等）

歴史的しかけ 会所、ます型

（歴史的な空間、装置等）

路・街道 ～の路、～の街道

（路や街道により形成される空間等）

単独的自然 河川、湖、山、樹木（並木）、木

連続的自然 山なみ、丘陵地、～連峰

自然的自然 田園風景、運河

公園・緑地等 ～公園、～園、～緑地

そ
の
由
来
が
価
値
を
も
つ
も
の

区分

建造物

史跡・名勝

建造物等

従
来
か
ら
文
化
財
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
も
の

従
来
は
文
化
財
と
し
て
の
評
価
が
低
い
か
あ
る
い
は
評
価
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
も
の

工作物

まちなみ等

自然等

文
化
庁
の
評
価
に
も
と
づ
く
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表１- ３　文化を守り育む地域づくり・まちづくり　２１の展開　（建設省　「文化を守り育む地域づくり・まちづくりの基本方針」

(（１９９６年）をもとに筆者作成)

（１）　地域の歴史文化の息吹を伝え新たな調和を生み出す住宅・社会資本整備

　　１）　古（いにしえ）の文化を偲ばせる史跡等を守り・蘇らせる

例：吉野ヶ里歴史公園（佐賀県神崎町ほか）

　　２）　伝統的まちなみを保全・再生する

例：妻籠宿街並み保存と街道整備（長野県南木曾町）

　　３）　我が国文化を支えた土木施設や建築物を保存・活用する

例 ： 金浜眼鏡橋の修復 （長崎県小浜町）

例 ： 法務省赤れんが棟の復原 （東京都千代田区霞ヶ関）

　　４）心のふるさととしての自然の風景を守る

例 ： 玉川上水・野火止用水の清流復活 （東京都多摩川流域下水道）

例 ： 茂漁川の多自然型川づくり （北海道恵庭市）

（２）　新たな生活空間や地域文化を創出する住宅・社会資本整備

　　１）　社会資本の充実で新たな生活空間・都市文化を創出する

例 ： 新たなハマのシンボル横浜ベイブリッジ （横浜市）

例 ： 赤れんがを活かした札幌ファクトリー （札幌市）

例 ： 漢那ダム伝統イメージの景観設計 （沖縄県宜野座市）

　　２）　新しい住まいやまちなみを創造し生活文化を育む

例 ： アーバンリゾートを目指した臨海副都心住宅シーリアお台場

　　　　（東京都港区）

例 ： 都市型中層住宅を提案する幕張新都心住宅バティオス （千葉市）

例 ： 伝統と地域特性を生かしたコーラル喜界住宅 （鹿児島県喜界町）

　　３）　新しい余暇文化を育み憩える場所や機会を充実する

例 ： 荒川の桜づつみ （埼玉県戸田市）

 （３）　魅力と個性ある地域文化の醸成・発信を支援する場づくり

　　１）　伝統文化や行事を支え現代 （いま） に伝える場をつくる

例 ： 国立能楽堂 （東京都渋谷区千駄ヶ谷）

例 ： 大綱引きの道路 （那覇市）

例 ： 伝統建築技能者を育てる京都国際木造建築カレッジ （京都市）

　　２）　文化交流やふれあいの拠点を創出する

例 ： パスカル清見　「道の駅」　（岐阜県大野郡清見村）

　　３）　国際交流を深めるための場をつくる

例 ： 中国大庭園燕趙園 （鳥取県東郷町）

（４）　地域住民の参加と共感による地域づくり・まちづくりが生活文化を育てる

　　１）　地域の個性あふれる自主的なまちづくり活動を支援する

例 ： 横浜馬車道の街づくり協定 （横浜市）

例 ： 東海道ルネッサンス （静岡県ほか）

　　２）　社会資本の整備や維持管理への地域住民の参加を進める

例 ： 町民一人一石運動による旧東海道金谷坂石畳の整備 （静岡県

　　　金谷町）

１　史跡保存・復元型

２　伝統的まちなみ保存型

３　歴史的土木施設保存・活用型

４　近代建築物保存・活用型

９　伝統モチーフ活用整備型

１１　新たな居住デザイン提案型

１２　伝統を活かした住宅・まちづくり型

５　都市内の緑・水辺の保全・創出型

６　地域の自然風景・名勝の尊重・再生型

７　シンボル景観創出型

８　新たな街の顔創造型

２１　住民参加の整備・管理促進型

１０　都心居住による都市文化醸成型

１７　文化の発信・交流拠点整備型

１８　国際文化交流の場づくり型

１９　自主的ましづくり支援型

２０　歴史文化の地域連携支援型

１３　新余暇空間創出型

１４　伝統工芸・工芸の場づくり型

１５　祭り・行事の舞台づくり型

１６　土木・建築技能の伝承支援型
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しかし、それ以外のもの、たとえば明治時代以降の近代建築などは、時代とともに価値を

失い、非効率なものとして取り壊され、機能的な新しいものに変わっていった。特に、敗

戦後の混乱期から高度経済成長期にかけては、新規のもののみに価値があるとした効率至

上主義と開発偏重の経済論理の下で、戦災で遺ったものも高度成長の波の中で急速に失わ

れていった。また、特別に保存された単体の建築物であっても、その周辺の開発が進むと

全く異なる景観の中に取り遺され、その歴史的な価値を大きく減退させてしまった。都市

の景観は、人々の生活の集積により、長い時間をかけて形成されてきた成果であるが、歴

史的な連続性のない都市においては、市民は刹那的な欲求にしたがって日々の生活を送る

存在となり、自分の住む町に対する愛着や将来のまちづくりを描くこともできなくなって

しまうのである。  

 このような状況に対して、1960 年代から一部の識者から危惧の声が起こっていたが、大

きな声にはなりえなかった。しかし、1970 年代頃からようやく各地で歴史的遺産が「まち

づくり」の面で注目されるようになってきた。それは、政府や自治体ではなく、実際に地

域に関心を持つ市民からであり、開発至上主義に対する抗議でもあり、かれらの市民意識

の成長として注目すべきことであった。歴史的遺産は、単体で保存されていても町全体の

環境と一体となった歴史的環境にならなければ意味がないとして、最初に市民が開発に抗

議したのは、1964（昭和 39）年の鎌倉鶴カ岡八幡宮の裏山開発問題であった (14)。この結

果、２年後の 1966（昭和 41）年、京都・奈良・鎌倉を対象とした「古都保存法」が制定

された。続いて、1967（昭和 42）年、中山道の宿場であった妻籠は開発もなく原型のま

ま宿場町の雰囲気が遺っている例として、高い歴史的価値を評価されたが、実際は放置さ

れ、極度に寂れていた。しかし、これ以後、力を得た地元住民は、町並み保存憲章を作っ

て、積極的なまちづくり活動を展開していった。1975（昭和 50）年には文化財保護法が

改正されて、単体ではなく、多くの建造物を中心に周辺一体の面的保護を目指す伝統的建

造物群保存地区制度（第４節で詳述）が発足して、妻籠はその第１号に指定された (15)。小

樽の運河埋め立て反対運動もそうした市民運動の典型的な事例である。かつて隆盛を誇っ

た時代に造られた運河とその周辺に建ち並ぶ倉庫群は、小樽の繁栄を物語るものであった

が、1970 年代に埋め立て計画に反対した市民運動により、歴史的価値が見直されて町並み

保存運動に発展し、今や最も有名な観光スポットに変身し、戦前の繁栄を伝えるレトロな

街として観光客の注目を集めている (16)。また、小樽の事例と類似した近江八幡市の八幡堀

の埋立反対に始まった町並み保存運動は 1970 年代中頃からはじまり、全国的に注目され

るとともに、現在は多くの観光客を集めており、さらに積極的な景観まちづくり活動を展

開している (17)。  

 以上、事例として揚げた市民運動は、早い時期のものであり、民間の開発や行政の都市

計画に対する市民の反対運動などが主であったが、しだいにまちづくり活動へと発展して

いったのは、歴史的遺産を単体のものとして捉えるのではなく、それらを核として総合的

な「まち」の価値を見直し、評価していったことである。そして、その進展にあわせて、

「市民参加」から「市民主体」の活動への転換が図られていった。1974（昭和 49）年に

結成された市民活動団体である「全国町並み保存連盟」 (18)は、「町並みはみんなのもの、

住民が主体的にまちの将来を考え、その結果出来上がったまちに対して、住民自身が責任

を負う」というスローガンを掲げ、この頃から、町並み保存・まちづくり活動が各地で展
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開されるようになっていった。  

 一方、行政側も全く開発至上主義であったわけではなく、先進的な自治体では、早い時

期から独自に都市計画や景観保全のために歴史的遺産を活かした施策に取り組み、市民の

意識を高めようと誘導してきたが、多くの都市で実践されるようになったのは、バブル経

済崩壊後であった。市民主導、行政主導を問わず、歴史的遺産の活用が、まちづくりの中

に組み込まれることは、その都市の風格が形成され、豊かな心を持つ市民を育てることに

つながる。歴史的遺産を環境として都市の中に定着させることは、個性を磨くことであり、

その結果として、全国各地に多様な個性ある都市が造られていくことが期待される。市民

の主体的な活動が重要な要素であるとともに、行政も地域主権が主張される現代における

市民の意向を受けた市民政府として、その地域ごとに独自の計画と施策を立て、実践して

いかなければならない。そして、その過程で市民との協働が不可欠である (19)。  

 以下に「歴史的遺産を活かしたまちづくり」の要点をまとめる。  

 ① 開発至上主義に対する地域住民の抗議・反対運動  

 ② しだいに地域住民によるまちづくり活動へ発展  

 ③ 「市民参加」から「市民主体」の活動への転換  

 ④ 行政も市民の意向を受けた地域施策へ転換  

 ⑤ 市民と行政の協働によるまちづくりの進展  

 

４．歴史的遺産の保存・活用に対する支援策の進展  

 

 成熟社会を迎えたわが国において、歴史的遺産の概念（対象）が拡大していることとあ

わせて、都市再生のためのまちづくりの基本的な手法としての保存・活用に対する機運が

高まっている。このような趣きのあるまちづくりが各地で展開されるにつれて、それらを

支援するための国の法令や諸制度なども急速に整備されてきており、着実な進展が見られ

るようになってきた。以下にそれらの概要を示すとともに、近年の動向について論考する。  

 

（１）伝統的建造物群保存地区制度（表１－４）  

 伝統的建造物群保存地区（以下、伝建地区とする）制度は、1975（昭和 50）年の文化

財保護法の改正により、発足した。この制度により、高度経済成長期の社会経済状況の大

きな変動の中で、歴史的集落や町並みが急速に失われていく危機的状況に対して、「周囲の

環境と一体をなして、歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で、価値の高いもの」

が文化財の種別の一つに加えられた。個々の伝統的な建造物を単体で文化財として指定す

るのではなく、その集合体を文化財と位置づけた面的保存をめざすものである。そして、

伝統的建造物群及びこれと一体となって価値を形成している環境を保存するために、伝建

地区が定められた。文化財としての伝統的建造物の保存が周囲の環境の保全と一体として

進められること、またそれゆえ保存地区の決定が地域の「まちづくり」と密接に関連づけ

られつつ、市町村の立場で判断されるべきこととされている。国は市町村が決定した伝建

地区について、申出を受けてわが国にとって価値が高いものを重要伝統的建造物群保存地

区（以下、重伝建地区とする）に選定し、市町村が行う保存事業への補助や税制上の優遇

措置などの支援を行っている。  
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 このように、伝建地区制度は、他の文化財保護制度と比べると、市町村の主体性、自主

性を尊重し、また、「まちづくり」の視点を強く持った制度である。伝建地区における修理・

修景などの保存事業は、修理によって、伝統的建造物の外観を保持し、伝建地区の特性の

維持を主目的とするものであり、地区内の一般建造物も外観の修景により、地区全体の歴

史的風致の向上をめざしている。この事業は着実な成果をあげており、郷土資料館として

活用するなど内部の公開も増加しており、これらの施設の運営に地元の保存会が参画し、

行政と一体となって、まちづくり活動に取り組んでいる例も多く見られる。  

 以上のように、地域住民の自主的な保存意識と、自治体の積極的な取り組みを基礎とし

た伝建地区保存事業は、地域の歴史的遺産を活かした「まちづくり」の中核として国民の

間に定着、発展しつつあり、国に選定された重伝建地区は、全国で 2017（平成 29）年２

月 23 日現在、114 地区となり、選定されることを希望する自治体は、今後もさらに増加し

ていくことが、予想される (20)。  

 

（２）文化財登録制度の導入（図１－１）  

 1950（昭和 25）年に制定された文化財保護法は、文化的・芸術的価値の高いものを文

化財として、重点的に厳選し、所有者に厳しい制約を課しながら、貴重な国民の文化財を

保護することを目的とした指定制度であったが、文化財に対する国民的な関心の高まりや

保護に対する制約の大きさ、予算措置の拡大、長期間に渡る文化財の消失などに対処する

ため、1996（平成８）年、文化財保護法が 21 年ぶりに改正された。これは指定制度を補

完するためのものであり、①文化財登録制度の導入（登録対象は、この時点では建造物の

みであったが、2004（平成 16）年に美術工芸品、有形民俗文化財、記念物が加えられた。）、

②地方への権限委任の措置、③重要文化財等の活用の促進を目指す規制緩和措置を３つの

柱として、文化財の概念（対象）や保護の手法に画期的な変革をもたらした。  

 この制度を導入した背景は、わが国の戦後の開発が進む中で、近代の多くの歴史的建造

物が消失していったことにある。文化庁は 1990 年代初めから近代の歴史的建造物の調査

とその文化財としての指定に取り組んだ。1994（平成６）年、文化審議会のもとに組織さ

れた文化財保護企画特別委員会は、「時代の変化に対応した文化財施策の改善について」の

提言をまとめ、特に保護手法の多様化と近代の文化遺産の保護の必要性を強調している。

また、1995（平成７）年の文化政策推進会議報告「新しい文化立国をめざして」では、文

化財の登録制度の導入を提言している。こうした近代の文化財への強い関心と滅失への危

機意識を背景として、所有者の自発性を尊重した緩やかで制約の少ない保護措置、活用を

図ることを重視するという文化財の特質と時代に即応した新しい手法の導入であった。  

 1996（平成８）年には、文化財建造物に限って登録制度が発足した。これは、①文化財

としては、比較的新しいものまで含む（建築後 50 年を経過したもの）、②建築物のほか、

ダム・橋梁・港湾施設などの土木構造物・工作物も積極的に保護の対象とする、③日常生

活の中で親しみやすい、大事にしたいと多くの人が感じているもの、④所有者の同意のも

とで、文化財として社会的に認知する、⑤積極的な活用を通じて保護していく、という「身

近な文化財を幅広く保護へ」を原則とし、以後、文化財建造物の登録は国民の支持を得て

順調に発展し、2016（平成 28）年７月１日現在、10,516 件に登っている (21)。  
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番号 都道府県 地区名称等 種別 選定年月日 選定基準 面積(ha)

1 北海道 函館市元町末広町 港町 平1.4.21 （三） 14.5

2 青森 弘前市仲町 武家町 昭53.5.31 （二） 10.6

3 青森 黒石市中町 商家町 平17.7.22 （一） 3.1

4 岩手 金ケ崎町城内諏訪小路 武家町 平13.6.15 （二） 34.8

5 宮城 村田町村田 商家町 平26.9.18 （一） 7.4

6 秋田 横手市増田 在郷町 平25.12.27 （二） 10.6

7 秋田 仙北市角館 武家町 昭51.9.4 （二） 6.9

8 福島 下郷町大内宿 宿場町 昭56.4.18 （三） 11.3

9 福島 南会津町前沢 山村集落 平23.6.20 （三） 13.3

10 茨城 桜川市真壁 在郷町 平22.6.29 （二） 17.6

11 栃木 栃木市嘉右衛門町 在郷町 平24.7.9 （二） 9.6

12 群馬 桐生市桐生新町 製織町 平24.7.9 （二） 13.4

13 群馬 中之条町六合赤岩 山村・養蚕集落 平18.7.5 （三） 63

14 埼玉 川越市川越 商家町 平11.12.1 （一） 7.8

15 千葉 香取市佐原 商家町 平8.12.10 （三） 7.1

16 新潟 佐渡市宿根木 港町 平3.4.30 （三） 28.5

17 富山 高岡市山町筋 商家町 平12.12.4 （一） 5.5

18 富山 高岡市金屋町 鋳物師町 平24.12.28 （一） 6.4

19 富山 南砺市相倉 山村集落 平6.12.21 （三） 18

20 富山 南砺市菅沼 山村集落 平6.12.21 （三） 4.4

21 石川 金沢市東山ひがし 茶屋町 平13.11.14 （一） 1.8

22 石川 金沢市主計町 茶屋町 平20.6.9 （一） 0.6

23 石川 金沢市卯辰山麓 寺町 平23.11.29 （二） 22.1

24 石川 金沢市寺町台 寺町 平24.12.28 （二） 22

25 石川 輪島市黒島地区 船主集落 平21.6.30 （二） 20.5

26 石川 加賀市加賀橋立 船主集落 平17.12.27 （二） 11

27 石川 加賀市加賀東谷 山村集落 平23.11.29 （三） 151.8

28 石川 白山市白峰 山村・養蚕集落 平24.7.9 （三） 10.7

29 福井 小浜市小浜西組 商家町・茶屋町 平20.6.9 （二） 19.1

30 福井 若狭町熊川宿 宿場町 平8.7.9 （三） 10.8

31 山梨 甲州市塩山下小田原上条 山村・養蚕集落 平27.7.8 （三） 15.1

32 山梨 早川町赤沢 山村・講中宿 平5.7.14 （三） 25.6

33 長野 長野市戸隠 宿坊群・門前町 平29.2.23 （二） 73.3

34 長野 塩尻市奈良井 宿場町 昭53.5.31 （三） 17.6

35 長野 塩尻市木曾平沢 漆工町 平18.7.5 （二） 12.5

36 長野 千曲市稲荷山 商家町 平26.12.10 （二） 13

37 長野 東御市海野宿 宿場・養蚕町 昭62.4.28 （一） 13.2

38 長野 南木曽町妻籠宿 宿場町 昭51.9.4 （三） 1245.4

39 長野 白馬村青鬼 山村集落 平12.12.4 （三） 59.7

40 岐阜 高山市三町 商家町 昭54.2.3 （一） 4.4

41 岐阜 高山市下二之町大新町 商家町 平16.7.6 （一） 6.6

42 岐阜 美濃市美濃町 商家町 平11.5.13 （一） 9.3

43 岐阜 恵那市岩村町本通り 商家町 平10.4.17 （三） 14.6

44 岐阜 郡上市郡上八幡北町 城下町 平24.12.28 （三） 14.1

45 岐阜 白川村荻町 山村集落 昭51.9.4 （三） 45.6

46 静岡 焼津市花沢 山村集落 平26.9.18 （三） 19.5

47 愛知 名古屋市有松 染織町 平28.7.25 （一） 7.3

48 愛知 豊田市足助 商家町 平23.6.20 （一） 21.5

49 三重 亀山市関宿 宿場町 昭59.12.10 （三） 25

50 滋賀 大津市坂本 里坊群・門前町 平9.10.31 （三） 28.7

（平成29年2月23日現在）
表１－４　重要伝統的建造物群保存地区一覧　（文化庁資料をもとに筆者作成）
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番号 都道府県 地区名称等 種別 選定年月日 選定基準 面積(ha)

51 滋賀 彦根市河原町芹町地区 商家町 平28.7.25 （二） 5

52 滋賀 近江八幡市八幡 商家町 平3.4.30 （一） 13.1

53 滋賀 東近江市五個荘金堂 農村集落 平10.12.25 （三） 32.2

54 京都 京都市上賀茂 社家町 昭63.12.16 （三） 2.7

55 京都 京都市産寧坂 門前町 昭51.9.4 （三） 8.2

56 京都 京都市祇園新橋 茶屋町 昭51.9.4 （一） 1.4

57 京都 京都市嵯峨鳥居本 門前町 昭54.5.21 （三） 2.6

58 京都 南丹市美山町北 山村集落 平5.12.8 （三） 127.5

59 京都 伊根町伊根浦 漁村 平17.7.22 （三） 310.2

60 京都 与謝野町加悦 製織町 平17.12.27 （二） 12

61 大阪 富田林市富田林 寺内町・在郷町 平9.10.31 （一） 11.2

62 兵庫 神戸市北野町山本通 港町 昭55.4.10 （一） 9.3

63 兵庫 豊岡市出石 城下町 平19.12.4 （二） 23.1

64 兵庫 篠山市篠山 城下町 平16.12.10 （二） 40.2

65 兵庫 篠山市福住 宿場町・農村集落 平24.12.28 （三） 25.2

66 奈良 橿原市今井町 寺内町・在郷町 平5.12.8 （一） 17.4

67 奈良 五條市五條新町 商家町 平22.12.24 （一） 7

68 奈良 宇陀市松山 商家町 平18.7.5 （一） 17

69 和歌山 湯浅町湯浅 醸造町 平18.12.19 （二） 6.3

70 鳥取 倉吉市打吹玉川 商家町 平10.12.25 （一） 9.2

71 鳥取 大山町所子 農村集落 平25.12.27 （三） 25.8

72 島根 大田市大森銀山 鉱山町 昭62.12.5 （三） 162.7

73 島根 大田市温泉津 港町・温泉町 平16.7.6 （二） 36.6

74 島根 津和野町津和野 武家町・商家町 平25.8.7 （二） 11.1

75 岡山 倉敷市倉敷川畔 商家町 昭54.5.21 （一） 15

76 岡山 津山市城東 商家町 平25.8.7 （一） 8.1

77 岡山 高梁市吹屋 鉱山町 昭52.5.18 （三） 6.4

78 広島 呉市豊町御手洗 港町 平6.7.4 （二） 6.9

79 広島 竹原市竹原地区 製塩町 昭57.12.16 （一） 5

80 山口 萩市堀内地区 武家町 昭51.9.4 （二） 55

81 山口 萩市平安古地区 武家町 昭51.9.4 （二） 4

82 山口 萩市浜崎 港町 平13.11.14 （二） 10.3

83 山口 萩市佐々並市 宿場町 平23.6.20 （二） 20.8

84 山口 柳井市古市金屋 商家町 昭59.12.10 （一） 1.7

85 徳島 美馬市脇町南町 商家町 昭63.12.16 （一） 5.3

86 徳島 三好市東祖谷山村落合 山村集落 平17.12.27 （三） 32.3

87 徳島 牟岐町出羽島 漁村集落 平29.2.23 （三） 3.7

88 香川 丸亀市塩飽本島町笠島 港町 昭60.4.13 （三） 13.1

89 愛媛 西予市宇和町卯之町 在郷町 平21.12.8 （二） 4.9

90 愛媛 内子町八日市護国 製蝋町 昭57.4.17 （三） 3.5

91 高知 室戸市吉良川町 在郷町 平9.10.31 （一） 18.3

92 高知 安芸市土居廓中 武家町 平24.7.9 （二） 9.2

93 福岡 八女市八女福島 商家町 平14.5.23 （二） 19.8

94 福岡 八女市黒木 在郷町 平21.6.30 （三） 18.4

95 福岡 うきは市筑後吉井 在郷町 平8.12.10 （三） 20.7

96 福岡 うきは市新川田篭 山村集落 平24.7.9 （三） 71.2

97 福岡 朝倉市秋月 城下町 平10.4.17 （二） 58.6

98 佐賀 鹿島市浜庄津町浜金屋町 港町・在郷町 平18.7.5 （二） 2

99 佐賀 鹿島市浜中町八本木宿 醸造町 平18.7.5 （一） 6.7

100 佐賀 嬉野市塩田津 商家町 平17.12.27 （二） 12.8  
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番号 都道府県 地区名称等 種別 選定年月日 選定基準 面積(ha)

101 佐賀 有田町有田内山 製磁町 平3.4.30 （三） 15.9

102 長崎 長崎市東山手 港町 平3.4.30 （二） 7.5

103 長崎 長崎市南山手 港町 平3.4.30 （二） 17

104 長崎 平戸市大島村神浦 港町 平20.6.9 （二） 21.2

105 長崎 雲仙市神代小路 武家町 平17.7.22 （二） 9.8

106 大分 日田市豆田町 商家町 平16.12.10 （二） 10.7

107 宮崎 日南市飫肥 武家町 昭52.5.18 （二） 19.8

108 宮崎 日向市美々津 港町 昭61.12.8 （二） 7.2

109 宮崎 椎葉村十根川 山村集落 平10.12.25 （三） 39.9

110 鹿児島 出水市出水麓 武家町 平7.12.26 （二） 43.8

111 鹿児島 薩摩川内市入来麓 武家町 平15.12.25 （二） 19.2

112 鹿児島 南九州市知覧 武家町 昭56.11.30 （二） 18.6

113 沖縄 渡名喜村渡名喜島 島の農村集落 平12.5.25 （三） 21.4

114 沖縄 竹富町竹富島 島の農村集落 昭62.4.28 （三） 38.3

合計43道府県94市町村114地区 3877.2

重要伝統的建造物群保存地区選定基準（昭和50年11月20日文部省告示第157号）

伝統的建造物群保存地区を形成している区域のうち次の各号の一に該当するもの

(1)伝統的建造物群が全体として意匠的に優秀なもの

(2)伝統的建造物群及び地割がよく旧態を保持しているもの

(3)伝統的建造物群及びその周囲の環境が地域的特色を顕著に示しているもの
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図１- １　文化財保護の体系　（文化庁資料をもとに筆者作成）

有形文化財 重要文化財 国宝

重要なもの文化財の種類 特に価値の高いもの

【建造物】
【美術工芸品】 絵画 ・ 彫刻 ・ 工芸品 ・ 書跡 ・ 典籍 ・ 古文書 ・ 考古資料 ・ 歴史資料等

登録有形文化財

（指定）

無形文化財

【美術工芸品】

【建造物】

重要無形文化財

【演劇 ・ 音楽 ・ 工芸技術等】

重要無形民俗文化財

重要有形民俗文化財

民俗文化財

【無形の民俗文化財】
衣食住 ・ 生業 ・ 信仰 ・ 年中行事等に関する風俗慣習 ・ 民俗芸能 ・ 民俗技術

【有形の民俗文化財】
無形の民俗文化財に用いられる衣服 ・ 器具 ・ 家具等

登録有形民俗文化財（登録）

文
化
財 記念物

史 跡

名 勝

天然記念

特別史跡

特別名勝

特別天然記念物

（登録） 登録記念物

【遺跡】
貝塚 ・ 古墳 ・ 都城跡 ・ 旧宅等

【名勝地】

庭園・橋梁・峡谷・海浜・山岳等

【動物 ・ 植物 ・ 地質鉱物】

文化的景観

都道府県又は
市町村の申出
に基づき選定

重要文化的景観

【地域における人々の生活又は生業及び地域の風土により形成された景観地】
棚田 ・ 里山 ・ 用水路等

伝統的建造物群

市町村が
条例等に
より決定

【周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群】

宿場町・城下町・農漁村等

文化財の保存技術

埋蔵文化財

【文化財の保存に必要な材料
製作、修理、修復の技術等】

伝統的建造物
群保存地区

重要伝統的建造
物群保存地区

市町村の
申出に基
づき選定

選定保存技術（選定）

重要なものを重要文化財に、世界文化の見地から価値の高いもので、

保存と活用が特に必要なものを登録

重要なものを重要無形文化財に指定

特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定

特に重要なものを重要有形民俗文化財に指定

保存と活用が特に必要なものを登録

重要なものを史跡に、特に重要なものを特別史跡に指定

重要なものを名勝に、特に重要なものを特別名勝に指定

重要なものを天然記念物に、特に重要なものを
特別天然記念物に指定

保存と活用が特に必要なものを登録

特に重要なものを重要文化的景観として選定

我が国にとって価値が特に高いものを
重要伝統的建造物群保存地区として選定

保存の措置を講ずる必要があるものを
選定保存技術として選定

（指定）

（登録）

（指定）

（指定）

（指定）

（指定）

（指定）

（指定）
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（３）景観法の制定と文化的景観  

 2004（平成 16）年は、歴史的遺産の保存・活用に大きく関わる文化財保護法の大改正

が行われたことと、都市、農山漁村等の良好な景観形成と保全を図るわが国で初めての景

観に関する総合的な法律である景観法が制定されたことで、画期的な年となった。景観法

は、直接的に歴史的遺産の保存・活用を目的とする法律ではないが、地域の歴史的景観の

保全や歴史的遺産の保存にも大いに活用できるものである。わが国の高度経済成長期以後

の急速な都市化の進展の中で経済性や効率性、機能性を重視し、美しさへの配慮を欠いて

いたとの反省に立ち、また近年、美しい町並みなど良好な景観への国民の関心が高まって

きたことを背景に、制定されたものである。  

したがって、景観法は、地域政策に画期的な転換をもたらしたもので、その基本理念は、

①「良好な景観は、現在及び将来における国民共通の資産」（第２条１項）として整備・保

全が図られるべきこと。②「良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経

済活動等との調和により形成される」（第２条２項）として、適正な制限の下にある土地利

用によって実現されるべきこと。③良好な景観は、地域固有のものであり、地域住民の意

向を踏まえ、多様な形成が図られるべきこと。④良好な景観の形成には、地域の活性化に

資するよう、自治体、事業者、住民の協働による取り組みが重要なこと。⑤良好な景観の

形成は、景観の保全のみならず、創出も含むべきこと。の五つとされ、国、地方公共団体、

事業者、住民の責務についても規定された。地域の個性を積極的に認めており、それ以前

に制定されていた多くの先進自治体の景観条例による規制に対して、法的強制力を与えた

ものであり、その意味では、まちづくり活動を前提とした法律であるといえるが、景観行

政の主体はあくまでも地方自治体であり、国はそれを支援する役割を担うという立場をと

っている。したがって優れた景観を創出するためには、そこに居住している人々の努力の

積み重ねが不可欠であり、住民の主体的な取り組みが必要とされるのである (22)。  

 また、「文化的景観」は文化財の保護対象の拡大をめざした文化財保護法の改正により導

入されたもので、「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された

景観地で、わが国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの」（第２条１項５

号）であるとされた。人と自然との関わりの中で創り出された景観を「文化的景観」とし

て新たに文化財として位置づけ、都道府県や市町村において保護措置がとられたもので、

特に重要なものを、自治体からの申出を受けて国が「重要文化的景観」として選定し、国

としての保護措置をとるものである（第 134 条）。地域の生活または生業および独特の風

土などの典型的な形態を顕著に示すもの等が対象とされており、2017（平成 29）年２月

９日現在、51 件が選定されている。（表１－５）しかし、「文化的景観」は、その地域の人々

にとってはごく普通の景観であり、その価値の理解が必要となる。また、それを保護する

ことによって、その地域の特性を発揮することができ、付加価値を高めることができると

いうことが認知されるにはかなりの時間と説明が必要である。  

 文化的景観を保存・活用していくには、対象地域がかなりの広域にわたる事例が多く、

文化財保護とは異なった地域全体の総合的な文化政策という観点から見ていかなければな

らない。文化として景観を捉え、まちづくりに活かしていくことである。その活動を通じ

て住民の地域への誇りや愛着が高まり、また都市の個性を磨くことにも通じるものである

(23)。  
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平成19年7月26日

平成28年3月1日追加

遠野 平成20年3月28日

荒川高原牧場 平成21年2月12日追加

土淵山口集落 平成25年3月27日追加/名称変更

平成18年7月28日

平成27年１月26日追加

4 最上川の流通・往来及び左沢町場の景観 山形県西村山郡大江町 平成25年3月27日

関東地方 5 利根川・渡良瀬川合流域の水場景観 群馬県邑楽郡板倉町 平成23年9月21日

6 佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観 新潟県佐渡市 平成23年9月21日

7 佐渡相川の鉱山及び鉱山町の文化的景観 新潟県佐渡市 平成27年10月7日

8 金沢の文化的景観　城下町の伝統と文化 石川県金沢市 平成22年2月22日

9 大沢/上大沢の間垣集落景観 石川県輪島市 平成27年10月7日

10 姨捨の棚田 長野県千曲市 平成22年2月22日

11 小菅の里及び小菅山の文化的景観 長野県飯山市 平成27年1月26日

12 長良川中流域における岐阜の文化的景観 岐阜県岐阜市 平成26年3月18日

平成18年1月26日

平成18年7月28日追加

平成19年7月26日追加

14 高島市海津・西浜・知内の水辺景観 滋賀県高島市 平成20年3月28日

15 高島市針江・霜降の水辺景観 滋賀県高島市 平成22年8月5日

16 東草野の山村景観 滋賀県米原市 平成26年3月18日

17 菅浦の湖岸集落景観 滋賀県長浜市 平成26年10月6日

18 大溝の水辺景観 滋賀県高島市 平成27年1月26日

19 宇治の文化的景観 京都府宇治市 平成21年2月12日

平成26年3月18日

平成27年1月26日追加/一部解除

21 京都岡崎の文化的景観 京都府京都市 平成27年10月27日

22 日根荘大木の農村景観 大阪府泉佐野市 平成25年10月17日

23 生野鉱山及び鉱山町の文化的景観 兵庫県朝来市 平成26年3月18日

24 奥飛鳥の文化的景観 奈良県高市郡明日香村 平成23年9月21日

25 蘭島及び三田・清水の農山村景観 和歌山県有田郡有田川町 平成25年10月17日

中国地方 26 奥出雲たたら製鉄及び棚田の文化的景観 島根県奥出雲町 平成26年3月18日

平成22年2月22日

平成25年10月17日追加/名称変更

28 遊子水荷浦の段畑 愛媛県宇和島市 平成19年7月26日

29 奥内の棚田及び農山村景観 愛媛県北宇和郡松野町 平成29年2月9日

平成21年2月12日

平成24年1月24日追加

31 四万十川流域の文化的景観 上流域の山村と棚田 高知県高岡郡梼原町 平成21年2月12日

平成21年2月12日

平成23年2月7日追加

平成21年2月12日

平成23年9月21日追加

35 久礼の港と漁師町の景観 高知県高岡郡中土佐町 平成23年2月7日

36 求菩提の農村景観 福岡県豊前市 平成24年9月19日

37 蕨野の棚田 佐賀県唐津市 平成20年7月28日

平成22年2月22日

平成22年8月5日追加

平成23年2月7日

平成23年9月21日追加

40 佐世保市黒島の文化的景観 長崎県佐世保市 平成23年9月21日

41 五島市久賀島の文化的景観 長崎県五島市 平成23年9月21日

42 新上五島町北魚目の文化的景観
長崎県南松浦郡新上五島
町

平成24年1月24日

43 長崎市外海の石積集落景観 長崎県長崎市 平成24年9月19日

44 新上五島町崎浦の五島石集落景観
長崎県南松浦郡新上五島
町

平成24年9月19日

天草市﨑津・今富の文化的景観 平成23年2月7日

（旧名称：天草市﨑津の漁村景観） 平成２４年９月１９日追加/名称変更

平成20年7月28日

平成21年7月23日追加

平成22年2月22日追加

47 三角浦の文化的景観 熊本県宇城市 平成27年1月26日

平成20年3月28日

平成22年2月22日追加

49 田染荘小崎の農村景観 大分県豊後高田市 平成22年8月5日

50 別府の湯けむり・温泉地景観 大分県別府市 平成24年9月19日

51 酒谷の坂元棚田及び農山村景観 宮崎県日向市 平成25年10月17日

※重要文化的景観選定基準

一…（1）水田・畑地などの農耕に関する景観地
（2）茅野・牧野などの採草・放牧に関する景観地
（3）用材林・防災林などの森林の利用に関する景観地
（4）養殖いかだ・海苔ひびなどの漁ろうに関する景観地
（5）ため池・水路・港などの水の利用に関する景観地
（6）鉱山・採石場・工場群などの採掘・製造に関する景観地
（7）道・広場などの流通・往来に関する景観地
（8）垣根・屋敷林などの居住に関する景観地
二…前項各号に掲げるものが複合した景観地

選定年月日

（平成２９年２月９日現在）

名称 所在地

四国地方

2

アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化
的景観

北海道沙流郡平取町

27 樫原の棚田

48

九州・沖縄
地方

45 熊本県天草市

平戸島の文化的景観

熊本県上益城郡山都町46

小鹿田焼の里 大分県日田市

通潤用水と白糸台地の棚田景観

表１- ５　重要文化的景観一覧　（文化庁資料をもとに筆者作成）

中部地方

13

近畿地方

ＮＯ都道府県名

北海道・
東北地方

1

近江八幡の水郷 滋賀県近江八幡市

岩手県遠野市

3 一関本寺の農村景観 岩手県一関市

20 宮津天橋立の文化的景観 京都府宮津市

高知県四万十市 平成21年2月12日

徳島県勝浦郡上勝町

30 四万十川流域の文化的景観 源流域の山村 高知県高岡郡津野町

32
四万十川流域の文化的景観 上流域の農山村と流
通・往来

高知県高岡郡中土佐町

38 長崎県平戸市

39 小値賀諸島の文化的景観 長崎県北松浦郡小値賀町

33
四万十川流域の文化的景観 中流域の農山村と流
通・往来

高知県高岡郡四万十町

四万十川流域の文化的景観 下流域の生業と流通・
往来34
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（４） 歴史まちづくり法による歴史都市の認定（図１－２、図１－３、表１－６）  

 我が国の都市は豊臣秀吉の全国統一から江戸時代初期に、全国一斉に建設された城下町、

宿場町、港町などに起源をもつものが多いが、20 世紀の都市政策を振り返ると、400 年の

歴史と文化の蓄積、町並みの趣や佇まいについては、ほとんど価値を感じず、無関心であ

ったといっても過言ではない。1966（昭和 41）年に古都保存法が制定されたが、その対

象は飛鳥時代から室町時代までの朝廷、幕府の所在地（京都・奈良・鎌倉など）に限定さ

れており、それ以外の都市には国の支援は及んでいなかった。しかし、わが国には、著名

な日本史の舞台となったり、歴史や文化を今日に伝え、地元の人々が誇りを持って暮らし

ている都市が全国各地に数多く存在している。しかし、古都以外の都市においても、金沢

市・萩市・犬山市などでは、地元自治体が独自の政策と条例制定により、歴史的景観保持

とまちづくりを推進してきた。このような情勢を背景として、2006（平成 18）年、国（国

土交通省、歴史風土部会、古都保存行政の理念の全国展開小委員会）において古都以外に

も優れた歴史的文化的遺産を今に伝える都市は多数存在し、これを国民共有の資産として、

保存・継承が図られるよう支援すべきという報告がなされた。また、この議論の際には、

歴史的・文化的遺産を有する都市や法制度について、図１－３のように考えられており、

この全体が歴史まちづくり法の対象として継承されている。  

 一方、国土交通省、歴史風土部会の報告とほぼ同時期に、文化庁においても「文化財の

保存・活用とまちづくり」に関する大きな動きがあった。2007（平成 19）年 10 月の文化

審議会文化財分科会企画調査会の提言にもとづき、2008（平成 20）年度から「文化財総

合的把握モデル事業」を開始し、地域にある文化財の総合的な調査を３年間行える事業を

全国で 20 件程度当該市町村へ委託して、それぞれが「歴史文化基本構想」を策定し、そ

の成果は当該市だけでなく、全国的な歴史まちづくり事業等に活用されることとなった。  

「歴史文化基本構想」にもとづく歴史・文化を活かしたまちづくりを進めるにあたっては、

歴史まちづくり法との連携を図ることが有効であるとされ、文化財行政とまちづくり行政

の連携がはかられている。  

 2008（平成 20）年に制定・施行された「地域における歴史的風致の維持及び向上に関

する法律」（愛称：歴史まちづくり法）は、歴史的遺産を活かした町並み整備を支援・維持・

向上させ、後世に継承するために、文部科学省（文化庁）、農林水産省、国土交通省の三省

共管によるものである。「歴史的風致」とは、「地域における固有の歴史及び伝統を反映し

た人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一

体となって形成してきた良好な市街地の環境」（第１条）と定義されており、ハードである

城や神社仏閣等の歴史上価値の高い建造物や、周辺の伝統的な家屋が建ち並ぶ市街地と、

ソフトであるそこで営まれる伝統行事などの人々の活動が一体となった概念である。現在、

様々な理由で歴史的な建造物などが急速に減少してきており、「歴史的風致」が失われてき

ている状況を踏まえて、文化財行政とまちづくり行政が連携し、「歴史的風致」を後世に継

承するまちづくりの取り組みを国が支援するための法律である。この点が規制措置の多い

景観法と好対照をなしており、自治体は、対象地域や事業を盛り込んだ「歴史的風致維持

向上計画」を策定し（期間は５年～ 10 年）、国が認定すれば、事業費の半分から３分の１

の助成を国から受けることができる。2009（平成 21）年１月に金沢市（石川県）、亀山市

（三重県）、高山市（岐阜県）、彦根市（滋賀県）、萩市（山口県）の５市が認定され、2017
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（平成 29）年５月１日現在、62 の市町が認定されている。表１－６に見られるように、

認定された都市は政令指定都市（京都市）や中核市（金沢市・川越市）のような大都市も

あるが、むしろ例外的で、多くは地方の中小都市であり、歴史まちづくり法による歴史都

市の認定は両者の格差を是正する都市政策としての役割があるとともに、地方都市の個性

を引き出す大きな転機となって、歴史まちづくりの機運がさらに高まることが期待できる

(24)。  

 

５．まとめ  

 

 近年の歴史的遺産を活かしたまちづくりは、地域住民の合意が比較的得やすい活動であ

り、すでに全国各地で活発に展開されており、まちづくりの基本的な手法として定着して

きている。また、その手段であり、対象でもある歴史的遺産の概念が、拡大、多様化して

きていることは、明らかであり、文化財保護制度における文化財の概念（対象）も同様で

ある。あわせて、現状を維持する保存から、より積極的に活用していくことが重視される

ようになってきたことも新しい傾向である。  

 地域に存在する身近な歴史的遺産は、かけがえのない歴史的・文化的価値があり、これ

を地域再生のために活用するためには、住民の理解や認識を深めて、価値を共有すること

が最大の課題である。このような歴史的遺産の保存・活用は、わが国における従来の大量

消費型社会から、ストックを重視する持続型、循環型社会への転換の道筋にも沿っており、

今後ますます大きな潮流となっていくであろう。あわせて地域全体の総合的な文化政策と

してのまちづくりに対する国など第３者による評価（重伝建地区、重要文化的景観の選定

など）は地域住民にとって大きな励みであり、支援となるものである。  

 このようなまちづくりを支援するために、国の法令や諸制度、補助事業、地方自治体の

条例・要綱なども急速に整備されてきたが、地方の独自性を裏付けるように、まちづくり

行政はすべて地方自治体が主体的に実施し、国はこれらを支援する立場に徹している。ま

た、国・自治体を問わず単独の省庁・部署のみでは適切な対応ができず、多くの省庁・部

署がかかわる必要があり、近年はその傾向が一段と顕著である。  

さらに、まちづくりの主体も多様化しており、住民と行政のみならず、地元の企業、各

種団体、さらに中間セクターとしての活動が重要性を増しているＮＰＯなど、多くの主体

が協働し、相互の連携を深めて、地域再生という公共性の高い共通の目的をもった活動を

着実に進展させていくことが必要とされている。  
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図１- ３　歴史まちづくり法のスキーム　　（文化庁資料をもとに筆者作成）
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表１－６　歴史的風致維持向上計画認定状況　（文化庁資料をもとに筆者作成）

項 都道府県名 市町村名 認定日 項 都道府県名 市町村名 認定日

1 石川県 金沢市 32 広島県 尾道市 H24. 6. 6

2 岐阜県 高山市 33 広島県 竹原市

3 滋賀県 彦根市 34 三重県 明和町

4 山口県 萩市 35 長野県 東御市

5 三重県 亀山市 36 岐阜県 岐阜市 H25.4.11

6 愛知県 犬山市 37 長野県 長野市

7 長野県 下諏訪町 38 島根県 津和野町

8 高知県 佐川町 39 大阪府 堺市 H25.11.22

9 熊本県 山鹿市 40 山形県 鶴岡市

10 茨城県 桜川市 41 宮崎県 日南市

11 岡山県 津山市 H21. 7.22 42 岐阜県 郡上市 H26.2.14

12 京都府 京都市 H21.11.19 43 愛知県 名古屋市

13 茨城県 水戸市 44 奈良県 斑鳩町

14 滋賀県 長浜市 45 大分県 竹田市 H26.6.23

15 青森県 弘前市 46 福岡県 添田町

16 群馬県 甘楽町 H22. 3.30 47 京都府 向日市

17 岡山県 高梁市 48 福島県 国見市

18 福岡県 太宰府市 49 奈良県 奈良市

19 徳島県 三好市 50 神奈川県 鎌倉市

20 福島県 白河市 51 福島県 磐梯町

21 島根県 松江市 52 福島県 桑折町

22 岐阜県 恵那市 53 和歌山県 湯浅町

23 富山県 高岡市 54 三重県 伊賀市

24 神奈川県 小田原市 55 長野県 千曲市

25 長野県 松本市 56 愛知県 岡崎市

26 埼玉県 川越市 57 新潟県 村上市

27 宮城県 多賀城市 H23.12. 6 58 和歌山県 広川町

28 京都府 宇治市 H24. 3. 5 59 静岡県 三島市

29 愛媛県 大洲市 60 秋田県 大館市

30 岐阜県 美濃市 61 山梨県 甲州市

31 佐賀県 佐賀市 62 熊本県 湯前町

H23. 6. 8

H27.2.23

H28.1.25

H28.3.28

合計：62都市

H23. 2.23

H28.5.19

H28.10.3

H29.3.17

（平成２９年５月１日現在）

H22.11.22

H21. 1.19

H21. 3.11

H22. 2. 4
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第２章 「歴史的遺産を活かしたまちづくり」の担い手のあり方と合意形成の要件  

 

１．課題の提起 

 

 前章では、まちづくりの基本的な概念や歴史的な発展過程を明らかにするとともに、本

研究のキーワードである「歴史的遺産」の特質や保存・活用の意義について考察した。ま

た、「歴史的遺産」の概念が拡大するとともに、これを活用したまちづくりは、今日、基

本的な手法として定着しており、各地で多様な活動が展開されていること、あわせて、そ

れらを支援するための諸施策（法令・制度など）の概要についても、論述した。  

 本章では、歴史的遺産を活かしたまちづくりにおける多様な担い手、なかでも市民と行

政の協働のあり方について論考するとともに、まちづくりのプロセスにおける最大の課題

である合意形成の要件について考察し、第３章以降の事例研究に向けた課題提起としたい。 

 

２．協働のまちづくりにおける担い手（主体）のあり方  

  

  すでに前章第２節第２項において述べたとおり、1990 年代末以降の近年のまちづくりに

おいては、地域住民や行政、住民団体、事業者、専門家など多様な主体の協働によるまち

づくりが時代の要請であるとともに、必然的なものとして定着してきたといえる。  

 そこで本節では、「協働のまちづくり」とはいかなるものか、またその中核的な主体で

ある「市民」と「行政」のあり方や役割、および相互関係について論考する。  

 

（１）協働の必要性とその社会的背景  

 「協働」の意味や、「協働が求められる社会的背景」について考察するため、以下に「協

働」に関する代表的な論考を挙げる。西村幸夫（ 2007）は、「まちづくりと都市計画の、

あるいはより広く民と官の協働は、単に同じ現場で一緒に汗を流すといった性格のもので

はない。互いの役割分担をわきまえながら同じ目的を違う方向から目指すことに意味があ

るもので、それこそが真の意味での協働である」 (1)として、まちづくりと都市計画は対立

関係にあるのではなく、補完関係になりうると述べている。石塚雅明（ 2010）は、「行政

として、住民とのパートナーシップによるまちづくりを進める必要性はどこにあるのか、

市民自治の視点からの必要性があげられる。まちづくりは、市民と行政が、それぞれに果

たすべき責任と役割を分担しながら相互に補完し、および協力して進めることを基本とす

る」 (2)と協働の必要性を強調している。また、久隆浩（ 2011）は、「きょうどう」という

読みをする漢字に「共同」「協同」「協働」があり、「『共同』は、複数の人や団体が、

同じ目的のために一緒に事を行ったり、同じ条件・資格でかかわったりすること、『協同』

は、複数の人または団体が、力を合わせて物事を行うこと、『協働』は、同じ目的のため

に、対等の立場で協力して共に働くことと定義されている。」 (3)として、「対等の立場」

が重要であると指摘している。  

 このように、「協働」という意味については、どの視点から定義するかによって異なっ

ているが、共通するのは、「地域課題に取り組むために、多様な主体が連携し、同じ活動

を担わないが、目的を共有し、対等の立場で、それぞれの役割を果たし、それらが重なり
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合って目的が達成される」という考え方である。  

 また「協働が求められる社会的背景」の第一は、市民ニーズの多様化・個別化の進行で

ある。高度経済成長期には、所得の増大が典型のように、量的拡大が市民ニーズの主流で

あったが、量的な満足が満たされると、人々のニーズは生活の質的向上に向かうが、これ

は個々人で異なってくる。これがニーズの「個別化」であり、さまざまなニーズが社会に

存在するという意味で「多様化」である。第二は、行政は公平・公正が求められており、

こうした多様なニーズに対応することは困難なことが多く、「公的対応の限界」がある。

さらにこれに拍車をかけたのが「財政状況の悪化」である。社会保障費などが増大する中

で、行政としては対応できなくなっていることがらが多い。第三は、社会問題が複雑化、

高度化しており、住民一人ひとりが自ら問題解決にあたる「自助」の限界も顕著になって

きていることである。こうした社会の変化のなかで、ＮＰＯ活動の台頭など、「市民社会

の成熟化」に伴う新しい動きも起きており、地域や市民の力を活かしたまちづくりを行う

ことが求められる時代となってきた (4)。 

 

（２）「歴史的遺産を活かしたまちづくり」の主体としての市民  

 「歴史的遺産を活かしたまちづくり」の担い手（主体）としての「市民」とはどのよう

な人々か、またどのような存在として捉えるべきか、近年は「市民主体のまちづくり」と

いう表現が広く一般的に使用されている。先述した「協働のまちづくり」における中核的

な主体である「市民」を念頭において、一般的な意味も含めて論考を進めていきたい。  

 まず「まちづくりの主体」としての「市民」は、①活動の中核であるリーダー、②仲間・

有志（フォロアー）、③一般市民（地域住民）の三層構造からなると考える。  

①のリーダーについては、従来のまちづくりには有能なリーダーが必要であると言われて

きたし、成功したまちづくりにおいて、リーダーの存在によって導かれた事例は非常に多

い。しかし、リーダー先導型の活動は、リーダーに依存する部分が強く、リーダーが交替

したり、いなくなると、たちまち活動が滞ることも少なくなかった。今日の多様な主体に

よる協働のまちづくりにおいてリーダーに要求される役割とは、第一に、地域の歴史や文

化の特性を読み取ること、第二に、地域に遺された歴史的遺産を見出して、まちづくりに

活用していくこと、第三に、それらを組み合わせて、新たな価値を創造していくこと、第

四に、多様な主体間のつながりを調整すること、そして第五に、市民のまちづくりへの参

画意識を高めるための啓発活動をしたり、説得したりすることである。したがって、協働

のまちづくりにおけるリーダーは、ＮＰＯなど組織的なまちづくりの主体も含めて、市民

の自主性・自律性を促すファシリテーターやコーディネーターとしての役割が要求されて

いる。 

 ②の仲間・有志（フォロアー）は何らかの組織上の制約がない自由な意志により、まち

づくりに自主的に参画し、リーダーと対等の関係で意志疎通を図りながらまちづくりを担

う人々である。どんなに優れたリーダーであっても、一人でまちづくりに取り組むことは

不可能であり、また一般市民とも近い関係を築きやすいことから、フォロアーの意識や役

割は極めて重要である。 

 次に③の一般市民（地域住民）であるが、まず「市民」とは何かについて、先行研究に

基づいて明らかにし、次に「まちづくり」における「市民」について考察する。  
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 田村明（2000）は、「『市民』とは地方自治体が成立する絶対の条件であり、『治めら

れる』から脱却して、『自ら治めるもの』であり、身近な単位である。村・町・市を問わ

ず、ただそこに住んでいるだけで、とくに地域への意識のない受動的な人々を『住民』と

するならば、それとは明らかに異なった積極的な意志をもって、地域共同体に参加し、そ

の構成員としての責任を果たそうという人々、自分たちが共同社会の権利者であり、責任

者であることを自覚している人々であり、いかにして、『市民』を育てるかが、今後の自

治体の課題となる」(5)と指摘している。また田村（ 1999）は、「『まちづくり』の主体は、

自覚と責任ある市民でなければならない。残念ながら、日本の自治の歴史、都市の歴史で

は、『市民』が生まれる土壌は少なかった。（中略）『まちづくり』の実践を通じて、『住

民』は『市民』に成長しつつあるし、自治体も変わってきた」 (6)と、まちづくりという活

動を通して、地域の人々は政治的、社会的に成長すると述べている。  

 さらに、藤田忍（ 2007）は、「市民」をまちづくりの現場で考えてみると、「この 30

年ほどのまちづくりの進展の中で、市民が生まれ成長し、定着しつつある。市民となった

人は何をするか、当事者としての主権を行使する、行使できる能力を身につける。それは、

その地域（まち）を共同で統治すること、すなわちガバナンス（共治）である。そのまち

の住民が協働で外敵からまちを守ること、さらに守るだけでなく、まちの宝物を認識し、

それを大事にし、活かし、増やしていくこと、こうしたことを総称してガバナンスという。

市民がガバナンスを協働して行う仕組みが求められている。『住民が市民になる』とは、

個人のレベルでは意識と行動が変わる、集団としては、ガバナンスの仕組みをつくり上げ

ることである。」（略）「市民はいかなる能力をもち、どのような役割を果たさねばなら

ないのだろう。そのまちについて自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、そのまちの問題

をよりよく解決する資質や能力をもつ、そしてそのまちの情報を集め、調べ、まとめ、報

告や発表・討論をする。そのまちの問題の解決に主体的・創造的に取り組む、その結果、

各々の自己の生き方についての自覚を深める。こうした立場に立ち、こうした能力をもつ

ことによって、そのまちのガバナンスに携わる人々は、すなわち市民といってよいのでは

ないだろうか」 (7)として、市民が行政と協働してガバナンスに携わること、および市民の

主体的・創造的なまちづくりへの取り組みの重要性を主張している。まちづくりの主体で

ある市民は、当事者として問題解決に関わっていくには、リスクもあり、苦悩も多いが、

一人ひとりがそれを回避することなく、立ち向かっていってこそ、主体性のある市民が基

盤となった新しい社会がつくられるのである。  

 以上の先行研究において述べられていることと、本項の目的とを関連させると、「歴史

的遺産を活かしたまちづくり」における担い手（主体）としての「市民」とは、地域に遺

されている歴史的遺産の存在に気付き、認識し、評価してまちづくりに活かすために、地

域の歴史を学ぶことにより、その価値を共有し、当事者意識を持ってまちづくりに主体的

に参画する。そして、「町並みはみんなのもの」という社会性・公共性に富んだ意識を持

ち合わせている人々と結論づけることができる。したがって、本項で設定したまちづくり

の主体の三層、①リーダー、②仲間・有志、③一般市民のすべてを含めて「市民」とする。

ただし、本研究の論考を進めていくにあたって、実際のまちづくりは都市全体ではなく、

都市の中の各地域ごとに活動が展開されているので、「地域住民」または「住民」と表現

することとする。  
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（３）行政の役割と「新しい公共」  

 「市民との協働のまちづくりを進める上で、行政は何をすべきか」については、先述し

たとおり協働が必要とされるようになった社会的背景にもとづいて捉えなければならない。 

 新たな行政の役割に関する論考として、久隆浩（ 2011）は、社会が多様化・複雑化する

なかで、市民の行政への期待や要求はますます大きくなっているが、行政はそれにすべて

対応できる状況ではない。一方で、自発的に活動したいという市民も増加しており、この

自発性を大切にし、公益活動に関わってもらうためには、行政の役割も転換していかなけ

ればならないとして、「自らは事業提供者ではなくなったものの、『情報提供』『相談』

『評価』『コーディネート』といった新たな役割が行政に求められている。」さらに、「行

政に求められる役割の転換を指すことばに『新しい公共』がある。従来、行政が専ら提供

してきた公共サービスを、市民や民間事業者など、さまざまな主体が担っていくことであ

る。さまざまな主体が対等な立場で協働していくことは、ネットワークすることである。

従来は、組織として公共事業を展開してきた行政は、ネットワークに対応するために役割

や事業のやり方を転換していく必要がある」 (8)と述べており、行政の新たな役割は、市民

のまちづくり活動を支援するとともに、多様な主体との協働による「新しい公共」をつく

りあげていくことであると提唱している。  

 藤田忍（2007）も同様に、自立する市民、これを行政はどう支えるか、一時期行政のま

ちづくり担当部局の名称には「まちづくり推進」というものが多かったが、近年では、「ま

ちづくり支援」の方が主流となっているようであるとして、「まちづくりの主役は市民で

あり、行政は支援者であるというメッセージがそこに込められている。さらに一歩進めて、

行政が市民を支援するだけでなく、関係する主体全体が協働して『新しい公共』をつくり

あげていくという論が、近年出現している」と述べている。そしてこれらを実現するため

に、多様な主体の穏やかな「出会いの場」、すなわちプラットホームをつくり、また、自

立した市民とそれを支える行政のパートナーシップという仕組みをつくり上げていくこと

の必要性を指摘している (9)。 

 石塚雅明（ 2007）は、行政の役割について「行政は、黒子に徹する」という非常に的確

な表現している。「まちづくりは長い目でみることが大切であり、黒子は何もしないとい

うことではなく、住民から主体的に投げかけられる相談に対しては親身に対応している」

（略）「地域の自助力だけではまちづくりが進まない場合には、課題解決の経験が豊富な

ＮＰＯなど地域外の助けも借りなければならない。行政がそれらのコーディネート役を担

うことも必要な場合がある」(10)また（2010）、住民との協働によるまちづくりの第一歩と

して大切なのは、適切な住民参加の「話し合いの場」を設けることであり、ワークショッ

プを開いて、創造的な議論により信頼関係を築いていくことであると述べている (11)。 

 以上のように、行政は市民のまちづくり活動を支援する立場をとりつつ、関係主体全体

の協働による「新しい公共」をつくりあげていくという役割を担っている。そして、その

ために多様な主体の出会いや交流の「場」を設けることが重要であり、行政やＮＰＯが用

意することもあるだろうが、誰でも意見が言いやすい「場」の設定や雰囲気づくり、そこ

での透明で公正な議論による実現可能な目標の設定、地域のルールづくりなど、まちづく

りの多様な主体間の合意形成を図っていくことは決定的に重要なことである。  
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３．「歴史的遺産を活かしたまちづくり」における合意形成の要件  

 

 前節で結論づけたように、まちづくりのプロセスにおいて、最も重要かつ困難な課題は  

多様な主体間の合意を形成することである。そこで本節においては、「合意形成の要件と

はいかなるものか」について考察する。そのために、「歴史的遺産を活かしたまちづくり」

の最も典型的な事例として捉えることができる「重要伝統的建造物群保存地区の選定」に

向けての地域住民の合意形成過程と、その阻害要因や問題点を明らかにすることにより、

合意形成の要件について、分析・考察する。  

 

（１）伝統的建造物群保存地区制度と住民の合意形成の重要性  

 1960 年代後半に日本で町並み保存運動が始まった当初は、文化財保存の性格が強かった

が、近年では、町並みを活かしたまちづくりが全国的に展開されている。このようなまち

づくりの必要性が、社会的認識として定着してきた結果である。前章第４節第１項でも示

したとおり、伝統的建造物群保存地区制度は、1975（昭和 50）年の文化財保護法の改正に

より発足した制度であり、伝統的な建造物を単体で文化財として指定するのではなく、そ

の集合体を文化財と位置づけた面的保存をめざすものである。そして、伝統的建造物群及

びこれと一体となって価値を形成している環境を保存するために、伝統的建造物群保存地

区が定められた。そこでは、住民が実際に日々生活しつつ、町並みを保存していく動態保

存であるため、生活に対する規制が問題となる。  

 また、伝統的建造物群保存地区は、都市計画法によって地方自治体が「伝統的建造物群

保存地区（以下、伝建地区）」に指定したのち、国が地方自治体の申請を受けて文化財保

護法によって「重要伝統的建造物群保存地区（以下、重伝建地区）」に選定するという２

段構えになっている。さらに「伝建地区」に指定された地区は、ほぼ「重伝建地区」に選

定されており、伝建地区制度は、都市計画行政と文化財行政をつなぐ役割を担っている。  

 このように、伝建地区では、建築行為が許可制で、国庫補助や税制優遇措置があるため、

規制力も事業費も大きい。従がって指定後は、安定した事業を推進できるが、地区住民の

建築行為を規制することになる。まちづくりという視点からは、住民が自主的に自分のま

ちについて考え、改善のための行動を起こすことに意義があるが、伝建地区指定をめぐっ

ては、住民の合意形成が特に重要である。しかし、実際には、建築規制を伴う合意形成は

必ずしも容易ではなく、一部住民の反対が顕著な阻害要因となる場合がある。このような

紛争状態に対して意見調整により合意形成にこぎつけた事例をもとに、阻害要因や合意形

成の問題点を明らかにすることにより、合意形成の要件について、分析・考察する。  

 

（２）二つの事例対象地区における合意形成過程の比較・検証  

 本項で事例対象として取り上げた二つの地区は、「伝建地区」指定に向けての合意形成

過程において反対運動が起こり、指定が停滞した地区である。これらは、いずれも開発圧

力が強く、地区住民の利害対立も激しい大都市圏に含まれる地区である。一つは「奈良県

橿原市今井町地区」（大阪通勤圏）（以下、Ａとする）であり、もう一つは「埼玉県川越

市一番街周辺地区」（東京のﾍﾞｯﾄﾞﾀｳﾝ）（以下、Ｂとする）である。二つの地区の概要と
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「伝建地区」指定に向けての地区住民の合意形成過程をまとめる（表２－１）とともに、

そのプロセスにおける多様な主体間の合意形成の要件について分析・考察するために、阻

害要因や合意形成の問題点を明らかにする。  

 

表２－１  「伝統的建造物群保存地区」指定に向けての合意形成をめぐる事例対象地区  

 Ａ  奈良県橿原市今井町地区  Ｂ  埼玉県川越市一番街商店街周辺地区  

重伝建地区  

選定時期  

１９９３（平成５）年１２月  

現在、年間約 10 万人の観光客  

１９９９（平成１１）年１２月  

小江戸と呼ばれ、年間 660 万人の観光客  

歴史と概要  室町時代後期（中世末）、浄土真宗寺院を

中心として、寺内町を形成。自治の気風が

強く、自治都市の成立。  

江戸時代、在郷町として繁栄。  

近代以降、鉄道の開通により町が衰退。  

発展から取り残され、歴史的町並みが残っ

た。空襲・震災に遭わず、昭和 30 年代か

ら歴史的価値が注目されていた。  

江戸時代、物資の集散地として、利根川で

江戸と結ばれて繁栄。  

明治時代、埼玉県の商業の中心地。  

しかし、鉄道の幹線からはずれた。  

戦後の高度経済成長期、商業の中心地は、

川越駅周辺（南部地域）に移動し、  

昭和末期、町の衰退が顕著となる。しかし、

蔵造りの町並みは、専門家から注目され、

保存の必要性が叫ばれていた。  

町並み保存と  

伝建地区指定  

へ向けた過程  

・ 1955 年、学術調査開始  

・ 1971 年、「今井町を保存する会」結成  

・ 1988 年５月、「住民協議会」が  

 「今井町町並み保存会」に改名  

・ 1989 年９月、伝建地区保存条例制定  

 直後に反対運動が勃発  

・ 1990 年３月、「今井町町並み保存を  

 再考する会」結成、紛争状態の激化  

・ 1991 年８月「町並み保存協議会」開催  

・ 1992 年４月「町並み保存住民審議会」  

 発足、行政との連携・協働の強化  

・ 1993 年３月、住民合意、伝建地区指定  

・ 1971 年、蔵造りの家取り壊し反対運動  

 により、町並み保存運動のはじまり  

・ 1983 年、「川越蔵の会」結成  

・ 1987 年、「町並み委員会」発足  

・ 1988 年、「町づくり規範」策定  

・ 1989 年４月、都市景観条例制定  

 地区指定の前提となり直後に反対運動  

 勃発（幸町自治会委員会）  

・ 1990 年代、「町並み委員会」と行政と  

 の協働・連携の強化、自治会の合意  

・ 1999 年４月、住民合意、伝建地区指定  

（Ａ－①・②・③、Ｂ－①・②・③の先行研究および文献資料をもとに筆者作成）  

 

上記のＡ・Ｂの地区における合意形成過程の比較・検証に参考とした先行研究  

Ａ  ①「歴史的町並みを活かしたまちづくりにおける合意形成過程に関する事例研究」  

    －－橿原市今井町地区の伝建地区指定を対象として－－  

    岡崎篤行・原科幸彦  1995 年、第 30 回日本都市計画学会学術研究論文集 337 

  ②「寺内町におけるコミュニティと住民合意の形成をめぐって」  

    －－今井町・富田林市の景観保存とまちづくり－－  

    鈴木裕範  2010 年、和歌山大学経済学会『研究年報』第 14 号  

  ③「歴史的な町並みを活かしたまちづくりについて」  
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    －－橿原市今井町重要伝統的建造物群保存地区の整備事業－－  

    杉本佳史  2003 年、今井町町並保存整備事務所整備事業係長  

Ｂ  ①「歴史的町並みを活かしたまちづくりのプロセスにおける合意形成に関する研究」  

    －－川越一番街商店街周辺地区を対象として－－  

    岡崎篤行・原科幸彦  1994 年、第 29 回日本都市計画学会学術研究論文集 697 

   ②「川越の街づくりと合意形成」  

    －－「パターン・ランゲージ」の役割と今後の展望－－  

    斉藤雄一  2011 年、日本地域学会『地域学研究』Ｖｏｌ .41，№ 2 

   ③「川越式ネットワーク：住民と行政と専門家のパートナーシップによるまちづくり」  

    －－川越・一番街が重要伝統的建造物群保存地区に選定されるまでの過程から－－  

    高田昭彦  2008 年、成蹊大学文学部紀要 43 

 

（３）合意形成過程における阻害要因と問題点  

 前項の二つの事例対象地区の合意形成過程における阻害要因や問題点について、以下の

ようにまとめることができる。  

Ａ－１ 伝建地区指定に合意するに至るまでの住民意識の変容（紛争勃発前）  

  ① 建造物の外観保存、内部自由という伝建地区制度の特徴やまちづくりの一環とし  

   ての位置づけに関して、具体的なイメージを示したことにより、住民の町並み保存  

   および伝建地区に対する理解が深まったこと。  

  ② 初期に一部で考えられていた観光による活性化ではなく、多くの住民が望む、住  

   環境の向上を目標に設定したこと。  

  ③ 全住民的組織である「町並み保存会」が活発な啓発活動を経て、意見集約を行っ  

   たこと。  

Ａ－２ 合意形成の阻害要因となった、紛争における意見対立   

  ① 今井町では、全 750 棟のうち、504 棟が伝統的建造物で、国の重要文化財が９棟  

   存在する。しかし、借家が住居全体の４割を占め、所有者が自由な処分や改築に不  

   便を来たすという理由で反対した。  

  ② 伝建地区制度の規制を実際以上に厳しく捉えていて、制度に対する誤解があった。 

  ③ 国・自治体（橿原市）主導で進められた手続きが、今井町伝統の自治の精神に反  

   するとして、行政に対する不信感が強まった。  

Ａ－３ 紛争緩和・解決の要因  

  ① 行政および賛成、反対両派の住民代表が参加する意見調整のための「町並み保存  

   協議会」が設置され、９回におよぶ話し合いの場が持たれたこと。規制・補助金な  

   ど制度の内容に関して再度詳しい情報を共有し、意見を交換する場であった。  

  ② さらに発展して発足した「町並み保存住民審議会」は、従来の自治会に代わって、  

   「今井青年会」が中心となって、今井町の各種団体がすべて参画した独自の合意形  

   成機関として、行政との連携・協働が可能となった。  

Ａ－４ 合意形成過程における問題点  

   制度化の事前に争点を具体化できず、反対意見者の議論参加が不十分であったため、 

  紛争が激化した。借家所有者は、紛争には介入せず、最後は「折り合い」をつけた。       
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Ｂ－１ まちづくり活動における関係主体の状況  

  ① 川越市の一番街商店街は市内北部にあり、蔵造りの町並みを保存・活用すること  

   は、衰退した商店街を活性化することと不可分の関係にあった。 1971 年の町並み  

   保存運動の当初から、多くの地区内外の活動グループがまちづくりに関係していた。 

  ② 1983 年に結成された「川越蔵の会」は、商店主を中心とした住民組織であった  

   が、当初から行政（市の若手職員）とのつながりが強いまちづくり活動を行った。  

  ③ 1987 年に発足した「町並み委員会」は、地元住民・行政・専門家が相互理解を  

   深めつつ、対等の関係で討議する場であり、行政との連携・協働によるまちづくり  

   活動を展開した。 

Ｂ－２ 合意形成における関係主体の状況に関わる阻害要因  

  ① 地区内に強力な推進母体となるような組織が存在しなかったこと。一番街商店街  

   は「線」であるが、伝建地区は「面的保存」であり、「蔵の会」は、地区内住民の  

   占める割合は低いため、まちづくりに対する意思決定権はなかった。「町並み委員  

   会」は、商店街の内部組織で、行政との協働を進めるためのもので、自治会が欠席  

   しがちであった。「自治会」は一般住民も含めた、地域全体を代表するはずである  

   が、当地区では、４つに分かれていた。  

  ② 伝建地区指定をめざした都市景観条例の制定時期に多様な関係主体の意見調整  

   ができず、反対意見者に議論参加の機会が十分与えられていなかったため、反対運  

   動が発生し、計画が停滞した。  

  ③ 伝建地区指定による規制に対する反発。規制がなくても「町づくり規範」により、  

   町並みは守れると主張。条例制定により、正式に地区全体が対象となり、規制力が  

   増すという不安があった。  

  ④ 伝建地区指定による町並み保存・活用の目的（価値）に関する対立。文化財保護  

   と商業活性化・居住環境の向上のためというの目的（価値）の対立。また、これら  

   の価値を調整する機関がなかったこと。  

  ⑤ 心情的対立によるもの。行政が地区全体に事前の説明なく、条例を制定したこと  

   など商店街・行政・専門家による計画遂行に対して住民が反発した。  

Ｂ－３ 紛争緩和・解決の要因  

  ① 東京のベッドタウンである川越市は、マンション建設問題への対応に迫られるこ  

   とが多く、建設阻止のために、自治会・商店街・行政など関係主体が伝建地区指定  

   による規制の方向をめざすことで一致した。  

  ② 伝建地区指定に向けて、行政による地元住民への説明会の開催や、埼玉県や川越  

   市からの「町並み委員会」への補助金支給により、まちづくり活動が活発化した。  

Ｂ－４ 合意形成過程における問題点  

   伝建地区に指定される範囲が商店街中心であったので、商店主と行政主導による合  

  意形成に向けての活動が、地区全体の一般住民の反発を招くことが多く、さらにこれ  

  らの意見調整を行う組織も存在しなかったこと。  

 

 以上のとおり、「伝建地区」指定に向けての合意形成に関するＡ（今井町）・Ｂ（川越

市一番街）の事例をあげて、比較・検証した結果、阻害要因としては、Ａ・Ｂとも、①規
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制強化により、私権を制限されることに対する不安や反発、②国や市（行政）主導による

指定制度導入に対する住民の反発、③合意形成に向けての強力な推進母体がなく、多様な

意見を集約・調整することができなかったこと、④伝建地区指定は何を目的とするのかと

いう、住民間での価値の対立、⑤多様な主体、特に反対意見者が議論に参加する機会が十

分でなく、行政や他の住民団体との間で、不信感が増大したことが、ほぼ共通する点とし

て挙げられる。  

 紛争緩和・解決の要因としては、Ａでは、行政および住民代表が参加する意見交換や情

報共有の「場」をもったこと、伝建地区指定の直前に発足した「町並み保存住民審議会」

は、その後、従来の自治会に代わって、まちづくりの中核的な存在となり、行政との連携・

協働も強化された。Ｂでは、マンション建設阻止のために、行政や住民が伝建地区指定に

よる規制の方向をめざすことで一致したこと、行政による住民への説明会の開催や、「町

並み委員会」が発足以来、行政・住民・専門家の協働によるまちづくりの中核的な組織と

なって、活動を展開していったことである。   

 

４．まとめと合意形成の要件  

  

 まちづくりという言葉が使われはじめて、今日のように市民権を得るまでに、数十年が  

経過したが、この間の社会の変化は多大なものがあり、それらにあわせて、まちづくりの

あり方も変化してきている。近年は、多様な主体による「協働のまちづくり」が時代の要

請であるとともに、必然的なものとして定着してきたといえる。「協働」という意味につ

いては、「地域課題に取り組むために、多様な主体が連携し、同じ活動を担わないが、目

的を共有し、対等の立場で、それぞれの役割を果たし、それらが重なり合って目的が達成

される」という考え方である。  

 また、その中核的な主体である「市民」、特に本研究における「歴史的遺産を活かした

まちづくり」における担い手（主体）としての「市民」とは、地域に遺されている歴史的

遺産の存在に気付き、認識し、評価してまちづくりに活かすために、地域の歴史を学ぶこ

とにより、その価値を共有し、当事者意識を持ってまちづくりに主体的に参画する。そし

て、「町並みはみんなのもの」という社会性・公共性に富んだ意識を持ち合わせている人々

と結論づけることができる。したがって、第２節第２項で設定したまちづくりの主体の三

層、①リーダー、②仲間・有志、③一般市民のすべてを含めて「市民」とする。 

 一方、「協働のまちづくり」における行政は、市民のまちづくり活動を支援する立場を

とりつつ、関係主体全体の協働による「新しい公共」をつくりあげていくという役割を担

っている。そして、そのために多様な主体の出会いや交流の「場」を設けることが重要で

あり、ワークショップなどのように誰でも意見が言いやすい「場」の設定や雰囲気づくり、

そこでの透明で公正な議論による実現可能な目標の設定、地域のルールづくりなど、まち

づくりの多様な主体間の合意形成を図っていくことは決定的に重要なことである。  

 このような多様な主体間における合意形成を図ることの要件とは何か、を明らかにする

ために第３節で奈良県橿原市今井町と、埼玉県川越市一番街商店街を事例対象地区として、 

比較・検証した。いずれも合意形成過程において、住民の反対運動が起こって、合意形成

が停滞した地区である。その結果、両地区にほぼ共通してみられる重要な阻害要因は、前
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節第３項で結論づけた①～⑤である。中でも「⑤多様な主体、特に反対意見者が議論に参

加する機会が十分でなく、行政や他の住民団体との間で不信感が増大したこと」は、他の

①～④の原因にもなりうることである。したがって、この阻害要因を取り除くためには何

が必要かについて考察することは、「合意形成」の要件を導き出すことにつながる。  

 多様な主体の協働によるまちづくり活動における地域住民の「合意形成」の要件として、

社会学的にみれば、「①利害の一致によるもの、②他者への同調性によるもの、③価値の

共有によるもの」の３つが考えられるが、①はお互いの利害が一致する場合には合意に至

るという功利主義的な考え方、②は地域住民が自分自身の意思より住民相互の人間関係を

重視して、対立を回避する考え方、③は地域住民が何を「価値」として「共有」するかと

いう考え方にもとづくものである。これらのうち、地域住民にとって自らが居住する社会

のあり様を重視した、すなわち事例で示した紛争緩和・解決の要因につながった③の考え

方にしたがって、論考を進める。  

 社会学者のＴ.パーソンズは、「共有価値」という考え方を提示した。人間の行為には、

社会成員全体が共有する規範的要素が含まれている。これは人間の行為を規制する内面的

なルールのことであり、その社会が築き上げてきた「共有価値」が含まれている。諸個人

が自主的に行為しながら結果的に比較的安定した社会秩序が形成されるのは、お互いの価

値が共有できているからである。言い換えれば、人々の相互作用により、行為者が「共有

価値」を含む規範的要素にもとづいて行為を選択するからであるという考え方である (12)。 

 では、「価値の共有」はどのようにして形成されるのであろうか。この点をより明確に

したのは哲学者・社会学者のＪ .ハバーマスであり、彼は「『コミュニケーション的行為』

によって『市民的公共圏』が生まれる。すなわち市民が対等の立場で、利害関係に縛られ

ない自由で民主的な議論（コミュニケーション）を積み重ねることによって、公共的な価

値観が創生され、共有されていくということ、そして協議の過程の成果として、正統な決

定がなされる」と述べている (13)。 

 このように「コミュニケーション」の積み重ねは、議論への参加者相互の意思疎通・相

互理解・心や気持ちの通じ合いなどにより、信頼関係が深まり「共感」につながっていく。

さらに、経済学者のＡ．センは、人は功利主義のみによって行動するのではなく「共感」

と「関与」が重要であると述べている (14)。まちづくり活動は、まさしく「共感」と「関与」

による行動であるといえる。  

 以上三者の考え方を事例として取り上げた「重伝建」選定に向けた規制（ローカル・ル

ール）に当てはめて考えると、地区住民が規制に合意する要件（根拠）としての「価値」

とは何か。地区内のそれぞれの建造物は個人の私有物であったとしても、それらが創り出

す地区全体の景観は公共のものである、すなわち、「町並みはみんなのもの」という景観

の公共性を認識することが「価値」であり、これを「共有」することが合意形成の要件で

ある。また、「町並みはみんなのもの」という「みんな」とは、「自分も含まれる、自分

たちのもの」という意味である。住民ひとり一人が、景観を創り出す当事者として、「自

分事」としての意識を高めることであり、合意形成に向けての住民と行政による丁寧で民

主的な議論の積み重ねを通して成り立っていくものである。このことについて西村幸夫

（2008）は、合意形成は「ルールの内容にあるのではなく、ルールのあり方に見出される

のではないだろうか。つまり、答えはルールを合意するに至るプロセスをマネジメントす
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ること、すなわち合意形成の仕組み自体にあるといえる」(15)と指摘している。プロセスの

マネジメントとは、ワークショップなど住民と行政、専門家との意見交換や交流の場にお

いて、コミュニケーションを活発化し、信頼関係を構築していくことである。  

 このような民主的な議論を積み重ねることが住民の公共性の認識、すなわち「価値の共

有」のために必要な絶対的な条件であり、その協議の結果として出されたものが公共性の

高い答えである。したがって、多様なまちづくりの主体が協議を行う「場」が必要である。  

そこに集まった人々が交流や情報の交換・共有を行うことで、新たなつながりが生み出さ

れて、さらに継続することにより参加者同士に信頼関係が生まれる。これらを通して、ま

ちづくりの目的や課題を共有し、一人ひとりが活動を積み重ねていくことによって、自ら

の「存在価値」や「生きがい」を感じることができるのである。これからは、市民一人ひ

とりが当事者となって、自ら問題解決にあたることが大切になってくる。つまり、熟議に

よって合意を形成し、自律的に秩序を形成していくことが求められるのである。  
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第３章 石川県加賀市の歴史的変遷と新たなまちづくりへの取り組み  

 

１．はじめに 

 

 1970 年代以降、約 40 年間にわたるまちづくり活動の展開を通じて、その形態や目的も

多様なものが見られるようになってきたが、成熟社会を迎えたわが国において、近年、国

民の歴史・文化や文化財保存への関心が高まっており、それに伴い歴史的遺産を活かした

まちづくりが全国各地で展開されている。また第１章で述べたように、これらの活動に対

する国や地方自治体の支援策も 1990 年代以降、整備・充実がはかられてきた。  

 本章では、本研究における事例対象とした石川県加賀市の歴史的変遷、産業構造の特色、

観光政策の転換、および文化庁の新たな文化財保護施策にもとづく歴史文化基本構想の策

定とまちづくりへの活用について、論考する。  

 石川県加賀市は、人口約 68,000 人の北陸の地方都市である。戦後の高度経済成長期から

バブル経済期にかけて、大規模温泉観光地として活況を呈していたが、バブル経済崩壊後

の衰退により、新たな視点からの都市の再生を図ってきた。すなわち、地域に遺されてい

る多様な歴史的遺産を活かしたまちづくりに取り組み、現在もその途上にある。また、加

賀市は昭和・平成の２度の合併を通じて、より統合された地方自治体として発展すること

をめざしている。  

 

２．加賀市の歴史的変遷 (1) 

 

（１）石川県（加賀・能登）の地形・気候と風土  

 石川県は、日本列島の本州中央部、日本海側にあって、南北の長さ約 200 ㎞におよぶ細

長い形をしており、北半分は能登地方、南半分は加賀地方である。地形は加賀と能登では

大きく異なっている。加賀は山と平野からなり、南東端に白山三峰がそびえ、その白山山

系から流れ出る浅野川、犀川、手取川、大聖寺川などの河川がつくる加賀・金沢平野が大

きく開け、この平野部は白山の豊かな水を恵みとして、古代から稲作が盛んで、現在は早

場米の産地である。また、白山は加賀地方の人々の信仰の対象でもあった。この信仰は、

北陸一帯を中心に本州全体に展開し、 2700 以上の白山神社がある。 

 能登は加賀と地形的にも異なり、丘陵性の準平原であるが、平坦面は少なく、海成段丘

が多くみられる。半島西側の外浦は荒々しい景観をなし、東側の富山湾に向く内浦はおだ

やかな海であり、半島の中間を帯状に邑知潟地溝帯が横切っている。西側の羽咋にある気

多大社は海を守る神として、能登地方の信仰の中心であった。  

 北陸の気候は多雨・多雪で、冬期に湿度が高いという共通の特徴がある。大陸の乾燥し

た空気が日本海の上で熱と水蒸気を吸い上げ、中央脊梁山脈にぶつかって西側に大量の雪

を降らせるのである。毎年 11 月頃に「雪起こしの雷」が鳴って、北陸の人々に冬の到来を

知らせる。最近は積雪が少なくなったが、昭和 38 年（1963）の豪雪（三八豪雪）は今も記

憶され語られている。石川・福井県間の山間部は、富山・新潟県間の山間部とともに、４

メートルを超える、世界でも稀な豪雪地帯である。  

 しかし、この湿潤な雪深い風土は、石川県にふさわしい文化を育てたといえる。そして
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忍耐強いこと、これもたゆまず努力して仕上げる芸術家や職人の仕事につうじるものがあ

る。石川県は加賀百万石の技術の伝統をうけついで、工芸が盛んである。国指定の伝統工

芸品に、輪島塗・山中漆器・加賀友禅・九谷焼・金沢仏壇・金沢箔・金沢漆器・七尾仏壇・

牛首紬・加賀繍があるが、いずれも手間ひまのかかる根気のいる仕事である。また、水の

よさが、米ばかりでなく、酒や和菓子のうまさを作っている。  

 学問・教育も盛んで、百万石文化の残照がまだあった近代において、三宅雪嶺・鈴木大

拙・西田幾太郎・泉鏡花・徳田秋声・室生犀星らの学者・思想家・文学者が輩出した。  

 

（２）古代・中世の加賀・能登  

 古代律令国家の時代にコシ（越）と称されていた北陸は、畿内からは近江・越前境のけ

わしい愛発峠を越えねばならず、越前国の北辺を占める辺境の地とみなされていた。しか

し、渤海国 (2)との交渉や蝦夷征討のために重要な地域であり、しだいに中央権力の力がお

よんで７世紀末には北陸道とよばれる行政区域になり、８世紀初頭（ 718）に能登国が、９

世紀前期（ 823）に越前国から江沼郡・加賀郡をさいて加賀国が立国した。律令制下におい

ては、これが最後の立国となった。中央権力に従属した地方は、政治的自立性を奪われ、

文化も中央へ求心的に組織されて編成し直された。  

 12 世紀末､平氏政権の打倒をめざした、源平の争乱の後、加賀・能登を含む北陸道諸国

は、鎌倉殿（源頼朝）の派遣した守護の統制をうけることになり、鎌倉幕府の支配下に組

み込まれた。  鎌倉時代後期になって、宗教的平等性と厳正な求道心を説く、鎌倉仏教の

宗祖たちによって開かれた念仏と禅と題目の新しい教えが、加賀・能登の地に相次いで伝

播した。阿弥陀仏の救いを説く念仏の信仰は、北陸の人々に親しみ深い存在であり、真宗

諸派の教線も室町時代には加賀の地に相次いで及んでいたが、室町後期の 1471（文明３）

年 6 月、本願寺 8 世蓮如 (3)が、加賀・越前国境の吉崎に下向し、道場をかまえて布教活動

をおこなうと、それまでの北陸の宗教事情に大きな変化が生まれた。  

 蓮如の吉崎滞留は 4 年余であったが、この間たびたび加賀に赴き布教にあたった。1473

（文明５）年９月、蓮如は江沼郡の山中温泉に湯治し、信心の意味や六字の名号について

の「御文」を書いている。このわずかの間に爆発的に真宗は広まって、加賀を中心に農民

はほとんど本願寺派の門徒になり、「南無阿弥陀仏」の称名念仏が唱えられた。  

 1474（文明６）年 10 月、加賀守護富樫氏の内紛に際して、門徒が介入し、宗勢は一層増

大したが、蓮如は門徒のこの行動を悪行と決めつけ、きびしく譴責を加えている。加賀の

本願寺門徒の勢力はその後も伸長し、1481（文明 13）年頃には守護富樫氏の支配はしだい

に形骸化し、すでに加賀は「無主の国土」の状態だともいわれていた。本願寺教団は、い

まや守護権力をおびやかす存在となり、 1488（長享２）年 5 月、本願寺の坊主・門徒武士

に率いられた「加賀の一向一揆」は、越中・能登・越前の門徒らの支援も得て、翌 6 月、

富樫正親を自害させるに至った。以後、中世末期の約 1 世紀にわたって、加賀国は「百姓

の持ちたる国」となって、その後の戦国大名勢力とも対決した。これは地域の主体性の主

張、発揮をこえて、その確立をめざした日本史上でも注目すべき出来事であった。  

 

（３）近世 加賀藩（金沢本藩）・富山藩・大聖寺藩（支藩）の創設  

 中世末（15 世紀末～ 16 世紀末、応仁の乱後）、加賀国は一向一揆により、約 100 年間に
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及ぶ本願寺門徒の自治が実現したが、これを終結させたのは、全国統一をめざす織田信長

であった。1575（天正３）年、信長勢は、越前国境を越えて江沼・能美郡に侵入、占領し、

北陸総司令官として宿老の柴田勝家を越前北庄（福井）に据え、檜屋城・大聖寺城を前進

基地として、江沼郡の占領にあたった。 1580（天正８）年、柴田勝家は、再度大軍を南加

賀に進め、この地を完全に平定したが、この時佐久間守政は、金沢御坊を攻略して居城（後

の金沢城）とした。  

 1582（天正 10）年、本能寺の変が起こると、越前・南加賀の情勢は一変した。柴田勝家

は覇権争いとなった賤ケ岳の戦いに敗れ、越前北庄で自害し、ここに羽柴秀吉の覇権が確

立した。秀吉は論功行賞を行い、前田利家に石川・河北２郡を与え、丹羽長秀を北庄にお

いて越前、若狭の一部と加賀の江沼・能美２郡を統轄させた。長秀の与力には、尾張出身

の溝口秀勝を大聖寺に置き、４万 4000 石を支配させた。秀勝の大聖寺在住は 15 年間であ

るが、その治政には近世封建制の胎動がうかがわれ（検地・刀狩・身分統制令などによる

兵農分離）、この間に城下町大聖寺の基礎ができたといわれる。続いて、 1598（慶長３）

年、筑前・筑後両国（福岡県）の領主、小早川秀秋が北庄に移封され、江沼郡も領するこ

とになった。その後、秀秋は旧領に復したが、この小早川家の筆頭家老として大聖寺城に

配され、江沼郡７万石を支配したのが山口玄蕃頭宗永であるが、この時、秀秋の家臣から

豊臣の直臣に転じたものと思われる。秀吉の死後、徳川家康と石田三成の対立が表面化し

た。1600（慶長５）年、加賀藩２代藩主前田利長は、東軍につき、家康の命を受けて、石

田方の西軍に与していた大聖寺城に総攻撃を加え、山口宗永を討ち果たした。  

 関ケ原の戦いの後、家康は利長の戦功を賞し、能美郡８万石、石川郡４万石、江沼郡７

万石、そのほかに能登の一部を加えて、総計 120 万石の所領を認めた。これにより、加賀

藩の藩領と石高が確定され、金沢は加賀・能登・越中三国の中心となり、江戸・大坂・京

都に次ぐ人口を擁する城下町として発展していった。また、大聖寺を中心とした江沼郡は

これ以後、1615（元和元）年の一国一城令で、大聖寺城が廃されるまで、加賀藩より派遣

された城代が支配した（関ケ原の戦いから、前田利治が大聖寺藩祖となるまでの約 40 年間

は、加賀藩の歴史に含められた）。  

 加賀藩祖前田利家が豊臣秀吉と親しく、五大老の一人として徳川家康に次ぐ実力者であ

ったことは、利家没後、徳川幕府の強い圧迫となってはね返り、２代利長・ 3 代利常を苦

悩させ、常に幕府対策に腐心しなければならなかった (4)。このため、1639（寛永 16）年、

利常は 47 才で隠居し、所領のうち 80 万石を長男光高に譲り、本藩として金沢城を与え、

次男利次には、10 万石をもって富山藩を立て富山城に、三男利治には加賀国江沼郡を中心

とする７万石をもって大聖寺藩を立て大聖寺館に、自らは 22 万石を隠居領として小松城に

はいることを幕府に願い出て許可された（図３－１、図３－２）。このように、加賀藩の

分藩は、幕府からみれば取潰しの思惑をはずされたことになり、前田氏からみれば、お家

安泰のための遠謀成功のシンボルであった。このため、金沢本藩は大聖寺藩の財政その他

について藩政期をとおし援助を余儀なくされた。また、大聖寺藩は常にあらゆる面で支藩

としての立場を守らなければならなかった。以後、外様の大藩であり、幕府から常に警戒

されていた加賀藩歴代藩主は幕府に対する忠誠・友好を示すため、文化政策を振興し、百

万石文化を生みだし、受け継いでいくが、これにはもう一つの理由があった。それは中世

末以来、一揆は鎮圧されたが、藩政期においても領内に圧倒的多数を占める一向宗門徒  
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図 3-1 江戸時代前期の大聖寺藩領図 (加賀市史より転載 ) 

図 3-2 加賀藩主・大聖寺藩主略系図 (加賀市史より転載 ) 
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領民への対策であった。彼らに対する支配者の恐怖心は強く、そのための懐柔策であった

こともみのがせない。金沢及び大聖寺城下町の都市計画においても、一向宗寺院を城下に

移して、細心の注意を払っている。  

 大聖寺藩の初期の所領は、那谷村を除く江沼郡 133 村、越中新川郡９村であったが、1660

（万治３）年にいたり、新川郡 9 村と能美郡６村、那谷村とを合わせ交換し、以後明治維

新まで 230 年間続いた。大聖寺藩は小藩であるにもかかわらず、藩士の数やその祿高も多

すぎ、利治は重臣 24 人を本藩に返したが、財政不安定は解決できず、 17 世紀末頃から急

速に悪化していった。このため、北前船 (5)（第５章で詳述）の船主や城下町の富裕町人に

も多大の御用金を課していた。さらに 1821（文政 4）年、「高直し」という大負担を後世

に残した。本藩から幕府に願い出て、７万石から 10 万石に昇格した。しかしこれは名を得

て、実を捨てるものであり、幕府による待遇のよさを願う藩主の体面にすぎず、かえって

公事負担が増加して、領民を苦しめる結果となったのである。  

 

（４）大聖寺藩領内における多様な町の形成と産業の発達  

 以上のように、藩政が長く続いたことにより、領内には現代につながる多くの特色ある

町が形成された。大聖寺城下町を中心に、その北にある橋立は、江戸時代後半期から明治

時代前半かけて日本海の往復で活躍した北前船の船主の屋敷や当時の町並みがよく保存さ

れており、2005（平成 17）年末に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された。東には、

かつて加賀金沢と京都・大坂を結んだ北国上街道の宿場町であった動橋がある。加賀藩の

参勤交代は、江戸への最短距離であり、自藩の領内を多く通過する北国下街道から中山道

をとる道程が多く使用され (6)、領内は他藩の大名行列も通過しなかったので、大きな宿場

町は形成されなかったが、北国上街道は京都・大坂への道であり、商人の往来や商品の流

通のための街道として繁栄した。そして、南東には古代からの歴史を持ち、湯治場として

栄えた山代・山中温泉があり、北東には明治以後開発が進んだ片山津温泉がある（これら

の温泉町は現在加賀温泉郷と呼ばれて、全国有数の温泉観光地となっている）。  

 現在の加賀市内に多様な町が存在する原点となったのは、藩政期に形成されたこれらの

町々である（図３－３）。また、大聖寺藩の殖産政策とも深くかかわった伝統工芸品の生

産の振興が図られ、ものづくりの文化や伝統が現在まで受け継がれており、現在も市内各

地区（加賀市では、市内の各地域を地区と呼称している）にそれぞれ工房や関連施設が存

在している。大聖寺藩政期の産業については以下のとおりである (7)。  

① 九谷焼（大聖寺・山代）  

   古九谷の歴史は文献が乏しく、今日でも分からない点が多いが、一般的には、 17 

  世紀後半、初代藩主利治に用いられた後藤才次郎が、九谷の山奥に金鉱を求めて、陶  

  石を発見した。また才次郎は 3 人いたとも、肥前有田焼の技術を習得に行ったともい  

  われている（大聖寺藩前田家と肥前佐賀藩鍋島家は姻戚関係）。しかし古九谷はこの  

  後長くは続かず、九谷焼生産に熱心であった 2 代藩主利明が 1692（元禄 5）年に没し 

  た後、大火や飢饉によって財政難となり、元禄半ばすぎ（ 17 世紀末）に廃窯となっ  

  たとされている。  

   それから 1 世紀余りの後の 19 世紀初め、大聖寺の豪商（家柄町人）である豊田伝  

  右衛門（屋号吉田屋）により、 1823（文政 6）年、発祥の地である九谷で再興された  
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  が、冬季の積雪や交通不便のため、 1825（文政８）年には、交通や商品運搬の便のよ  

  い山代へ移された。吉田屋は芸術的にすぐれた製品を残したが、経営上は採算がとれ  

  ず、1831（天保２）年に焼止めとなったが、吉田屋窯の技術を譲り受けた宮本屋窯、  

  木崎窯、松山窯などがあり、京都の永楽和全を招聘するなど、その伝統が今日まで続  

  いているものが多い。  

② 漆器（山中）  

   漆器の源流は九谷からさらに奥に入った、越前国境に近い大日山の麓の小部落であ  

　

橋立

片山津温泉

（宿泊地）

（宿泊地）

（宿泊地）

大聖寺
交通・観光の拠点

動橋

山代温泉

山中温泉

九谷古九谷窯跡

再興九谷窯跡

再興九谷窯跡

（吉田屋窯）

北前船の里

船主集落

山中漆器

北国街道

宿場町

図３－３ 加賀市における多様な町 (筆者作成）

旧大聖寺藩城下町

行政の中心
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  る真砂村の木地挽である。村人の祖先は、 16 世紀後半（永禄・天正頃）越前から入  

  ってきた木地師であった。やがてその技術は山中温泉に伝えられ、さらに蒔絵で美し  

  く仕上げ、江戸時代末には多種多様な山中漆器が生産され、開国により江戸へ進出し、  

  さらに海外へ輸出された。  

③ 漁業 

   海岸線が単調で、大きな漁港がなく、塩屋を中心として、瀬越、黒崎などの沿岸漁  

  業と、内水面には、東川（動橋川）、西川（大聖寺川）及び柴山潟があった。  

④ 製塩業 

   篠原新、伊切、浜佐美で生産され、重要産物として、藩専売制がとられた。  

⑤ 絹織物（大聖寺・庄）  

   加賀は古くから絹の産地であり、伝統産業として発展し、京都の西陣織とつながっ  

  て技術を習得し、製品は京都に送られて、近代以降の繊維産業の隆盛の基礎となった。  

⑥ その他の産業  

   製紙業 紙屋谷（菅生・南郷・中田など）で生産されたが、高級品は生産されず。  

   林業  植林を奨励するとともに、松奉行をおいて、伐採を厳しく取り締まった。  

   製茶業 幕末に京都宇治から職人を招いて、茶樹の栽培を広め、現在も棒茶の生産  

      が盛んである。  

 

（５）明治維新～昭和前期  石川県・江沼郡の成立と発展 

 明治初年の版籍奉還・廃藩置県により、藩政が終結し、 1871（明治４）年 7 月、大聖寺

県が成立し、11 月に金沢県に合併が定められた。金沢県では、1872（明治５）年 2 月、県

名を石川県と改め、県庁も石川郡美川町に移された。その結果、旧大聖寺藩は石川県江沼

郡となった。加賀藩も大聖寺藩も最後まで、保守的・佐幕的な立場をとったため、維新の

リーダーとなることはなかったが、明治時代に展開された江沼郡の経済・社会の動きは、

古い藩政時代には見られなかった積極性・創造性と広い視野がみられる。漆器・陶器・織

物・製茶などの販路拡張・輸出振興を図り、1879（明治 12）年４月、大聖寺において大博

覧会が開催されたが、当時博覧会は政府が産業奨励のために主催するものが多く、大聖寺

のような地方小都市の開催は稀有のことであった。  

 特に織物業と製糸業が発展し、近代的な力織機が導入され、さらに明治 44（1911）年大

聖寺川水電株式会社が創立されて電力を供給したので、動力化がいよいよ進んだ。九谷焼

は維新の頃にはどん底であったが、1879（明治 12）年、九谷陶器会社 (8)が創立され、復興

は軌道に乗った。江沼郡の九谷焼は品質が優れ、工芸品といえる高価なものが多く、それ

だけに量産が少なく、生産額は伸び悩んだ。  

 交通の発達については、北陸線が 1899（明治 32）年に富山まで開通し、加賀温泉郷の軌

道の統一をめざして、 1898（明治 31）年、山中馬車鉄道会社が設立され、 1916（大正５）

年に電車網の完成を見た。  

 1888（明治 21）年から 1940（昭和 15）年に至る町村別人口の推移によれば、大聖寺は

明治当初から大正にかけて一貫して減少傾向を示すが、これは旧武士階級の没落によるも

のである。逆に山代・片山津は温泉による人口増加がめざましかった。明治時代の３温泉

の浴客は、江沼郡ないし石川県内の人が多かったが、1897（明治 30）年の北陸線の開通に
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より、関西からの湯治客が増加した。その後の温泉電車開通と第一次世界大戦時の大戦景

気により、他県からの浴客の急増がみられた。その後、1920 年代前半の不況により一時低

落したが、昭和に入ってからは３温泉とも順調に増加し、特に片山津温泉が都会的な雰囲

気の温泉として、1932（昭和７）年に山代を抜き、1941（昭和 16）年には山中に迫る勢い

となった。  

 

（６）戦後 加賀市の成立・発展と平成の合併  

 町村合併は行政の近代化・能率化・画一化をはかるため、明治以来何度も行われてきた

が、1953（昭和 28）年、町村合併促進法が公布され、江沼郡においても合併が審議された。

郡内では江沼の一体制を重んじて全郡一市とする主張もあったが、県は大聖寺、山中、山

代、片山津の４ブロック試案を支持していた。その後の若干の合併を経て、一応のブロッ

ク構想が成立したが、大規模な合併が財政困難な町村に大きな効果があることなどから、

江沼郡全郡一市案を推す声が各方面から強まった。しかし、山中町は３部落の分町問題か

ら時期尚早とした。これに対して、山中町の参加を求めた知事や内閣総理大臣の合併勧告

も発せられたが、山中町の同意は得られず、その結果、1958（昭和 33）年１月１日、山中

町を除く９か町村が合併して加賀市が成立した。新市名を加賀市としたのは、県の南端で

古来加賀国の一部であり、当時すでに加賀温泉郷として全国に知られていたので、新市の

将来の飛躍的発展を期して、この名が選ばれた。ちなみに合併当時の人口は 52,979 人であ

った（表３－１）。合併は実現したものの、加賀市は９町村の寄合所帯であり、地域的な

利害の対立がしばしば現出し、その上、基幹産業である繊維産業の不振などで財政的に苦

しかったが、高度経済成長時代を迎えたことで、温泉観光事業や機械工業が発展した。  

 合併後の人口の推移は、温泉観光都市としての発展を背景にしており、 1990（平成２）

年まで着実な人口増加を続けたが、バブル経済崩壊後、景気の停滞や財政難により、 1990

年代末から「平成の大合併」と呼ばれる全国的な合併が進行した。加賀市においても前回

の合併から約半世紀近くが経過したが、当時からの懸案であった山中町との合併が今回よ

うやく実現して、2005（平成 17）年 10 月１日に新加賀市が成立した。この結果、加賀市

の市域は、ほぼ旧大聖寺藩領に一致する結果となった。今回の合併により、近年やや減少

傾向にあった加賀市の人口は山中温泉の約 1 万人を加えて、2006（平成 18）年 76,407 人

となったが、合併以後も減少傾向が止まっておらず、2017（平成 29）年４月現在、人口は

約 68,000 人（石川県統計情報室調べ）となってしまっている。  

 高度経済成長期以後の温泉観光地としての発展の要因は、交通の発達である。 1956（昭

和 31）年に米原―金沢間の電化、1966（昭和 41）年に大聖寺―動橋の複線化が完了し、特

急電車が走ることになった。しかし、特急を大聖寺と動橋に停車すればスピードに大きく

影響する。しかも大聖寺は西に偏し、動橋は東に偏する。という訳で、中間の作見駅を加

賀温泉駅と改めた。ここに特急電車をすべて停め、各温泉とのバス連絡を図ることに決定

したのが、1969（昭和 44）年８月である。これをめぐって大聖寺、動橋と片山津、山代地

区の地域対立が激化し、一時は加賀市そのものの前途すら危ぶまれたが、 1970（昭和 45）

年 3 月、市議会も作見駅支持を議決し、10 月から加賀温泉駅が開業した。以来望まれるこ

とは、温泉駅と市内各地区とを結ぶ二次交通の充実であるが、これは現在も大きな課題と

なっている (9)。 
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 次に、道路整備やバス路線の普及により、 1913（大正 2）年以来の温泉電車が 1965（昭

和 40）年から次々廃止されたが、1955（昭和 30）年の国道 8 号線をはじめ、高速の北陸自

動車道が 1977（昭和 52）年にほぼ完成し、加賀市内において片山津、加賀の２インター開

設に成功した。また、小松空港からの外国人観光客が、近年増加傾向にあり、さらに 2015

年３月には、長野から金沢までの北陸新幹線が開業して、首都圏に直結した交通網が整備

されたことに、地元の期待が高まっている。  

 

３．加賀市の産業構造の特色  

 

（１）ものづくりの伝統  

 全国に対する加賀市の知名度は、加賀（百万石）の言葉とともに、山中・山代・片山津

に代表される温泉により確保されているが、産業別就業者数の推移や産業別事業所数と従

業者数の推移（表３－２）で分析してみると加賀市の基幹産業は、機械工業（表中の製造

業）と３温泉を中心とした温泉観光（表中の卸売・小売業、飲食店・宿泊業）であり、必

ずしも観光業がリーディング産業とはなっていない。就業者数を産業３部門別に見ると、

第一次産業： 3.3%、第二次産業：34.9%、第三次産業：61.3%となっており、それぞれ県全

体（3.2%,27.3%,64.8%）と比較すると、第二次産業の割合が高く、逆に第三次産業の割合

が低い（平成 24 年度石川県の市町基本データによる）。石川県全体が「ものづくり立県」

といわれるように、ものづくりの歴史は、古代以来の鋳物の製造からはじまるが、藩政期

には領内各地で武器・武具から大名調度品、生活関連品まで、鉄製品の生産が盛んとなる。

特に技術的な面では、加賀藩の御細工所（工芸品製作工場）の存在が特筆される。明治以

降の繊維工業、食品産業、自転車用チェーン、建設機械などの近代産業の発展過程におい

ても、ものづくり産業がその基礎となっていった。  

 加賀市においても石川県とほぼ同様であり、戦後の産業については、早場米どころとい

われた農業は 1969（昭和 44）年頃から米の生産調整が必要となり、兼業化が促進した。工

業は昭和 40 年代に大きく発展したが、伝統的な繊維工業はじめ、遅れて発展した機械工業

の躍進はめざましいものがあった。その他、伝統工芸品である九谷焼や山中漆器は大衆的

量産はせず、美術的価値が高い生産を誇っているが、統計上の数値には馴染まない。  

しかし、多様なものづくりの伝統を継承するためにも、職人をいかに育てていくかが、大

きな課題である。  

 産業別の事業所数・従業者数を平成 24 年と平成 26 年で比較してみると、製造業以外は、

減少しているものが多い。特に、観光業（卸売・小売、飲食店・宿泊業）が大きく減少し

ており、その結果として、観光業関係者の流出が加賀市の人口減少の要因となっている。  
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表３－１     人口の推移（住民基本台帳） （加賀市ホームページをもとに筆者作成）

各年１月１日現在

総数 男 女
昭和 33 11,138 52,979 24,479 28,500 4.76 360.5

34 12,007 53,349 24,366 28,983 4.44 351.3
35 11,365 53,164 24,227 28,937 4.68 350.1
36 11,775 54,989 25,294 29,695 4.67 361.8
37 15,335 69,374 32,048 37,326 4.52 226.7
38 15,733 69,367 31,905 38,462 4.41 226.7
39 15,901 69,533 31,972 37,561 4.37 227.2
40 16,217 69,779 32,014 37,765 4.30 228.0
41 16,519 69,635 32,050 37,585 4.22 227.6
42 16,871 68,842 31,799 37,043 4.08 225.0
43 17,073 69,527 32,240 37,287 4.07 227.2
44 17,459 69,354 32,354 37,000 3.97 226.6
45 17,973 70,298 32,893 37,405 3.91 229.7
46 18,443 70,969 33,230 37,739 3.85 231.9
47 18,820 71,691 33,678 38,013 3.81 234.3
48 19,272 72,351 34,089 38,262 3.75 236.4
49 19,854 72,929 34,475 38,454 3.67 238.3
50 20,387 73,901 34,996 38,905 3.62 241.5
51 20,662 74,589 35,362 39,227 3.61 243.8
52 21,064 75,194 35,621 39,573 3.57 245.7
53 21,280 75,646 35,866 39,780 3.55 247.2
54 21,634 76,260 36,100 40,160 3.53 249.2
55 22,068 77,164 36,521 40,643 3.50 252.2
56 22,397 77,687 36,703 40,984 3.47 253.9
57 22,730 78,150 36,879 41,271 3.44 255.4
58 23,164 78,910 37,190 41,720 3.41 257.9
59 23,489 79,498 37,500 41,998 3.38 259.8
60 23,769 79,771 37,558 42,213 3.36 260.7
61 24,026 80,231 37,794 42,437 3.34 262.2
62 24,237 80,233 37,809 42,424 3.31 262.2
63 24,509 80,374 37,842 42,532 3.28 262.7
64 24,740 80,664 37,943 42,721 3.26 263.6

平成 2 25,027 80,720 37,874 42,846 3.23 263.8
3 25,290 80,593 37,844 42,749 3.19 263.4
4 25,633 80,704 37,889 42,815 3.15 263.7
5 25,918 80,548 37,784 42,764 3.11 263.2
6 26,111 80,437 37,731 42,706 3.08 262.9
7 26,325 80,452 37,677 42,775 3.06 262.9
8 26,611 80,354 37,607 42,747 3.02 262.6
9 26,843 80,345 37,656 42,689 2.99 262.6
10 27,097 80,202 37,600 42,602 2.96 262.1
11 27,194 79,927 37,513 42,414 2.94 261.2
12 27,266 79,412 37,305 42,107 2.91 259.5
13 27,400 78,855 37,084 41,771 2.88 257.7
14 27,505 78,423 36,850 41,573 2.85 256.3
15 27,645 77,889 36,657 41,232 2.82 254.5
16 27,708 77,373 36,433 40,940 2.79 252.9
17 27,877 76,932 36,179 40,753 2.76 251.4
18 28,023 76,407 35,959 40,448 2.73 249.7
19 28,214 75,822 35,698 40,124 2.69 247.8
20 28,320 75,226 35,433 39,793 2.66 245.8
21 28,697 74,605 35,132 39,473 2.60 243.8
22 28,815 74,044 34,916 39,128 2.57 242.0
23 28,793 73,345 34,627 38,718 2.55 239.7
24 28,635 72,357 34,114 38,243 2.53 236.5
25 28,883 72,046 33,878 38,168 2.49 235.4

(うち外国人住民の数) (650) (232) (418)
26 28,976 71,284 33,571 37,713 2.46 233.0

(うち外国人住民の数) (676) (239) (437)
27 28,862 70,263 33,113 37,150 2.43 229.6

(うち外国人住民の数) (664) (232) (432)
28 28,893 69,377 32,689 36,688 2.40 226.7

(うち外国人住民の数) (713) (258) (455)

29 28,944 68,678 32,432 36,246 2.37 224.4

 (うち外国人住民の数) (814) (326) (488)   
※平成25年以降は外国人を含む（平成24年7月9日の住民基本台帳法の改正による） 資料：窓口課

※昭和36年以前は旧加賀市の数値を記載

人口密度年 次 世帯数
人 口 一世帯当たり

人員
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表 3-2 加賀市における事業所数と従業者数 (加賀市ホームページより転載 ) 
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（２）加賀市の観光産業の推移と観光振興政策の転換 

 加賀市にとって、最も重要な産業は観光業であることはまちがいない。高度経済成長期

からバブル経済期に至る約 30 年間、加賀温泉郷は全国的にも知名度の高い温泉観光地とし

て発展し、活況を呈していた。昭和 40 年代の高度成長の波に乗り、モータリゼーション化

の影響、航空機の登場、さらに旅行形態が個人の湯治型から団体の一泊豪華宴会型に移行

したことで、その対応策として、旅館の建物は木造から鉄筋コンクリートの巨大なビルに

変貌し、大きな収容人数の確保が可能になり、年間 150 万人の観光客数を 400 万人に大き

く進展させた（山中温泉を含む）。  

 しかし、バブル経済崩壊以後、旅行形態そのものが、個人や家族、小グループによる自

然を散策し、のんびりと旅館で過ごす、かつての保養・湯治型に変化してきたことで、従

来の対応では観光客のニーズにあわなくなってきた。また、長引く景気の低迷で観光客数

が大きく減少し、旅館の廃業や倒産が増加し、町の活気も失われていった。市制開始以来

の加賀温泉郷への入込客数の推移に従って、この変化を分析した結果は以下のとおりであ

る。（図３－４）。  

 

 

 ① 観光客数のピークは 1986（昭和 61）年で 400 万人であったが、2005（平成 17）年 

  は 200 万人と半減している。  

 ② 最も早く観光客数が増加したのは片山津温泉で、 1973（昭和 48）年から 1980（昭 

  和 55）年がピークであったが、その後の落ち込みが激しい  

  （昭 55 年が最多で 1,514,377 人）。 

 ③ 山代温泉は昭和 60 年代から 1992（平成４）年にかけてがピーク（昭和 61 年の 

  1,853,757 人）であったが、1978（昭和 53）年に片山津温泉と逆転した後は、現在で  

  も３温泉中最大の集客力を持っている。  

 ④ 山中温泉は 1991（平成３）年がピークであるが（ 849,671 人）、増減が少なく、固  

  定した集客力を維持しており、地域活性化の取り組みも、最も早く始められた。  

図 3-4 加賀温泉郷の入込客数の推移 (宿泊・日帰り)(加賀市ホームページより転載 ) 
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 ⑤ ３温泉全体では、1977（昭和 52）年から 1995（平成７）年まで、年間 300 万人の 

  集客力があったが、2003（平成 15）年以後は、200 万人を割り込む状態である。  

 加賀市は全国有数の温泉観光地として、ピーク時には年間 400 万人を超える観光客が訪

れていたが、近年の多様化する旅行ニーズの変化への対応の遅れや、長引く不況の影響な

どにより、レジャーや余暇生活に対する関心は高まっているにもかかわらず、観光客数の

減少に歯止めがかからない状況である。観光客数の落ち込みは、地域経済のみならず、町

の活力や住民の生活にも大きな打撃を与えており、新たな観光振興のための施策に取り組

む必要にせまられた。従来の「団体歓楽型温泉地」というイメージを払拭し、温泉街の商

店との交流を促進するなど「個人客滞在型観光地」としてのイメージを構築するための様々

な取り組みを実施してきた。「市内に遺された豊富な歴史・文化・自然など観光資源の掘

り起こしや再整備と新たなイメージづくり」を推進していくことにより、観光地としての

賑わいと活力を再生するために、住民との協働による地域づくりや、景観整備、情報発信

の強化などにつとめていく方向への転換をはかっている。  

 このような観光振興政策の転換は、2005（平成 17）年度の国土交通省による「観光地域

づくり実践プラン」に選定され（全国で９地域）、さらにその翌年に加賀市が作成した「観

光ルネサンス計画」において、「現代の湯治場」をコンセプトとして、温泉地の原点回帰

を目指したまちづくりを進めていくという目標設定により、明確化された。また、この計

画において、観光振興重点地区として、山代温泉地区、山中温泉地区、片山津温泉地区（宿

泊地）のみならず、大聖寺地区、橋立地区（宿泊地周辺の観光地）が揚げられたことも、

注目すべきことであった。大聖寺は藩政期以来城下町として常に加賀市の中心であり、橋

立は北前船の船主集落があり、いずれも価値の高い歴史的遺産を有する地域として、歴史

的景観整備事業の重点地域でもある。温泉観光のみならず、観光地としてこれらを重点地

区に揚げたことは、観光振興に対する加賀市の新たな姿勢が窺われる。  

 さらに、従来から市内各地区には、それぞれ観光協会が設置されているが、合併による

観光政策の一体化と、市全体の観光振興を図るため、 2010（平成 22）年 12 月に一般社団

法人加賀市観光交流機構が設立された。加賀市の観光行政との連携を強化し、運営も従来

のような旅館業者を中心としたものから、企業・農協・伝統工芸品制作者など多様な分野

からの協力によって行われることを目指したものである。  

 以上のとおり、加賀市はバブル経済崩壊後の長い低迷期を経て、「団体歓楽型温泉地」

から、「個人滞在型観光地」へと大きな転換をはかり、外国人も含めた多様な観光客のニ

ーズに対応できる２１世紀の新たな観光地をめざしている。そのために、観光の中心であ

り、宿泊地でもある３温泉においては、それぞれの特色を活かした湯のまちの景観整備に

取り組んできた。山中温泉では、国土交通省のまちづくり交付金を利用した、「ゆげ街道」

の整備、山代温泉では、「観光客・住民ともに歩いて楽しめるまちづくり」、片山津温泉

では、「水辺を活かしたまちづくり」を推進し、山代・片山津においては、温泉町のシン

ボルである総湯の建て替え事業が 2009（平成 21）年から 2012（平成 24）年にかけて実施

され、すでに完了している。しかし、三温泉の関西とのつながりは戦前から深く、観光客

が最も多いが、全国的な知名度が低いこと、また温泉宿泊地である温泉町と周辺の地域（橋

立・大聖寺など）との交通アクセスの悪さなど、今後取り組むべき課題も多く残されてい

る。 
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４．加賀市と山中町との合併による新「加賀市」の成立（図３－５）  

 

 

 

（１）合併の形態、および必要性と効果  

 加賀市と山中町は、大日山に源を発する大聖寺川と動橋川の流域に開けた、変化に富ん

だ自然が凝縮された土地である。古代には「えぬの国」、その後「加賀の国江沼郡」と呼

ばれ、一つの圏域を形成してきた。また藩政期には、加賀市および山中町、小松市の一部

に該当する「大聖寺藩」が成立し、今日の礎となる産業や文化、生活基盤が築かれた。し

かし、前回の 1958（昭和 33）年には合併は実現せず、以来約半世紀間、それぞれの歴史を

積み重ねてきたが、近年の経済の低迷や人口減少社会の到来、地方分権や財政逼迫などを

背景に両市町を取り巻く環境も厳しい状況に直面し、 2005（平成 17）年 10 月１日の合併

が実現した。合併の背景としては、①国の地方交付税の縮減、②国と県の政策誘導による

（県が合併に 2 億円供出）、③山中町の単独町政が困難、④合併特例債の活用、⑤事務の

合理化などがある。しかし、財政面もさることながら、最大の目的は、加賀市の観光産業

の中心である 3 温泉の協力や情報交換、さらに今後の市の活性化のための有効な戦略を立

てるためである。また、両市町の合併は、古くから歴史と文化を共有し、地理的にもつな

がりの深い２つの自治体の合併であることから、全国の多くの自治体が合併したケースと

は異なっており、その方式は「新設合併」であり、「対等合併」である。また、新市の名

称は知名度、定着度を基準に住民に違和感なく受け止められるよう、改めて「加賀市」と

された。  

 両市町の市域の面積はほぼ同じであるが、人口は旧加賀市対旧山中町は、約６対１であ

った。今後、一体的な自然環境および生活文化圏としての結束強化を図り、地域住民によ

る新しいコンセプトに基づくまちづくりへの取り組みが大きな課題とされている。  

 

図 3-5 合併前の旧加賀市と山中町 (加賀市ホームページより転載 ) 
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（２）合併に伴う住民意識調査および課題（新「加賀市」まちづくり計画より）  

 「住民意識調査」の結果、および「合併を契機とした課題」については、以下のように

まとめることができる。 

 〔住民意識調査の結果〕（「新市のまちづくり」に関する住民意識調査報告書より）      

 ① 「合併に期待すること」については、「行政経費の節減や効率的な行政運営」を望  

  む回答が最も多く、次いで「観光振興など地域経済の活性化」や「施設・人材の効率  

  的活用や広域的施策展開」などである。  

 ② 「合併で不安なこと」については、「住民負担の増大」を懸念する回答が最も多く、  

  次いで「中心と周辺地域との格差」や「公共投資が分散される」などがあげられた。  

 ③ 「新市の将来像」については、「観光の盛んなまち」を望む回答が最も多く、次い  

  で「福祉の充実したまち」「自然環境を大切にするまち」などがあげられた。 

 ④ 「居住する地区周辺の将来像」については、「居住環境が整ったまち」および「自  

  然環境を大切にするまち」を望む回答が多かった。  

 ⑤ 「新市のまちづくりへの参加」については、住民の３人に２人以上が参加意向を  

  示している。  

 〔合併を契機とした課題〕  

 ① 多様な価値観を尊重した心豊かな生活環境の確保  

 ② 豊かな地域資源を活かした地場産業の再生  

 ③ 多様な交流を支える各種ネットワークの強化  

 ④ 多様な都市構造を活かした特色あるまちづくりの展開  

 ⑤ 専門的な行政サービスの展開と財政運営の健全化 

 ⑥ 先人から受け継がれた歴史・文化の継承と郷土を愛する心の醸成  

 ⑦ 流域の合併を契機とした自然環境の保全と風景の継承  

 以上、合併を契機とした多くの課題が抽出されたが、2005（平成 17）年から 2009 （平

成 21）年にかけての合併後の４年間の総括において、当時の加賀市長であった大幸甚は、

「合併の最大の効果は、文化財総合的把握モデル事業（歴史文化基本構想の策定）の指定

を受けたことではなかろうか、というふうに思います。この事業は合併前であれば、まず

指定は受けられなかったものでありますし、自然、歴史、文化の保存、活用だけにとどま

らず、観光や地域の活性化に大きく貢献するものであることは、疑う余地がないというふ

うに思っております。」と市議会で答弁しており（ 2009 年９月）、市内に多様な町を有す

る加賀市の特性を活かした住民自治に基づく主体的なまちづくりを展開していくことを求

めている。次節では、まちづくりへの活用と密接に結び付く「加賀市歴史文化基本構想の

策定（文化財総合的把握モデル事業）」について、論考する。  

 

５．加賀市歴史文化基本構想の策定  

 

（１）加賀市文化財総合的把握モデル事業  

 第１章で述べたとおり、「歴史文化基本構想の策定」は、文化庁文化審議会文化財分科

会のもとに設置された企画調査会が 2007（平成 19）10 月にまとめた報告書において、文

化財保護施策充実のための新たな取り組みとして提言されたものである。近年文化財保護
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をめぐる社会の要請は大きく変化しており、文化財を国民共有の財産として捉え、社会に

その価値を還元していく方策について、重点的な検討がなされた。文化財と、その母体で

ある地域との緊密な関係を回復させ、保存活用の向上を図るとともに、地域の歴史や文化

を活かしたまちづくりを推進するための具体的な方策として提案されたものが、「歴史文

化基本構想」（以下、「基本構想」と略す）である。「基本構想」の理念は、ひとつは、

「文化財を総合的に把握して各地域の個性を見直すための方策」であり、もう一つは、「社

会全体で文化財を継承していくための方策」とするものである。ここでいう文化財とは、

指定等保護措置の有無にかかわらず、地域が独自に価値を見出すものなどを含め、幅広く

捉えることとしている。このような地域における文化財保護のマスタープランとなるもの

が「基本構想」である。そしてこの基本構想に盛り込むことが望ましい事項として、相互

に関連する文化財を「関連文化財群」として一体的に捉え、総合的に保存・活用を図るこ

と、またこうした文化財がまとまってある場合には、周辺の環境を含め、「歴史文化保存

活用区域」として位置づけることが提案された。また、社会全体で文化財を継承していく

ための方策として、多様な文化財を周辺環境の保護を含めたまちづくりに活用していくた

めには、国や自治体による保護措置に加え、行政と地域の住民やＮＰＯ法人などとの連携・

協力が不可欠である。昨今の社会的なニーズに即応し、保存と活用の調和のとれた文化財

保護のあり方を実現し、そのことがまちづくりにも資する、その一方で、まちづくりの資

産として文化財が位置づけられることによって、文化財保護も充実するといった双方の互

恵関係を構築する基盤となるのが、「基本構想」である。これは、市町村が自律的に策定

して国に提案することが前提となっており、地方の側にこうした信頼を受け止めるに足る

実力が必要とされる。こうした制度を活かせるか否かは、地方自治体の努力と底力の如何

にかかっているのである。  

 文化庁では、以上のような「基本構想」の策定を推進するためのモデル事業を実施した。  

「基本構想」を策定しようとする全国の自治体にとっての指針づくりを行うための「文化

財総合的把握モデル事業」（以下、「モデル事業」と略す）である。2008（平成 20）年度

から 2010（平成 22）年度までの３ヵ年にわたり実施されたが、全国の市町村から 58 件の

応募があり、そのうちから文化財の保存・活用の取り組み状況がさまざまなタイプの 20

地区 23 市町村を選定した。文化庁から委託を受けたこれらの市町村（図３－６）は、それ

ぞれ独自の視点から文化財担当部局とまちづくり関連部局の綿密な連携のもと、地域住民

の積極的な参加も得て、文化財を総合的に把握する調査を実施し、その調査結果などに基

づき、文化財保護のため、あるいは地域の歴史・文化を保存・活用するためのマスタープ

ランともいえる「基本構想」を策定した。加賀市はこの「モデル事業」に応募し、選定さ

れて、「基本構想」を策定し、文化庁へ報告したが、これによって「歴史・文化を活かし

たまちづくり」への取り組みの方向性が定まる基盤が整ったのである。  
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（２）「加賀市歴史文化基本構想」の策定  

 「基本構想」を策定するためのモデル事業では、最初に総合的な文化財調査が求められ

た。その際、「文化財」という用語を用いると、指定された価値の高いものというイメー

ジが強くなり、本来「地域の文化財」として評価されるべきものが見過ごされてしまうと

いうことから、選定された各市町村では「文化財」とせず、「歴史遺産」「歴史文化資源」

「市民遺産」「文化遺産」「市町村遺産」「歴史文化まちづくり資産」等といいかえて、

固定的な考えにとらわれないようにしたが、加賀市では、「歴史文化資産」という用語を

使用している。これらは、筆者が第１章で定義した「歴史的遺産」と同義と解釈されるが、

本節においては、加賀市の用語に従って、「歴史文化資産」を使用する。「加賀市歴史文

化基本構想」は、歴史文化資産（固有の自然、歴史、文化、人々の暮らしを伝える所産）

の保存活用を通じて、「加賀市らしさ」を継承発展させていくための仕組みであり、将来

都市像の実現を支える地域文化の継承のためのマスタープランである。これを策定するた

めに、歴史文化の特性の把握と、文化財の総合的把握調査が並行して実施された。  

 まず最初に、歴史文化の特性を把握するために、幕末における大聖寺藩の様相を仔細に

伝えている地誌『加賀江沼志稿』 (10)を活用しつつ、政治、流通・交通、産業、生活、文化

に関する地域の特徴的な出来事を時系列で整理した結果、加賀市の歴史文化が以下に示す

８つのテーマに大別された。  

 

 ① 古代における「江渟（えぬ）国」の成立  

 ② 白山信仰と浄土真宗により特徴付けられる、信仰の固有性  

 ③ 在地勢力、民衆勢力の躍動する中世  

図 3-6 文化財総合的把握モデル事業  実施市町村 (文化庁ホームページより転載 ) 
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 ④ 流通往来における日本海の役割の大きさ  

 ⑤ 大聖寺藩制により形成された、地域の骨格と伝統文化の継承  

 ⑥ 温泉の恵みにより育まれた、歴史と文化  

 ⑦ 「ものづくり」の多様性と、技術の高さ  

 ⑧ 大聖寺川・動橋川流域の自然に育まれた生活文化の多様性  

 

 これらのテーマは、有形無形の歴史文化の重要な要素であり、その特性を表すものであ

る。また、それぞれが単体で存在しているのではなく、ともに繋がり、重なりあって今日

に継承されているものである。これと並行して、文化財の総合的把握調査が実施されたが、

加賀市の歴史や文化の特色を色濃く示す 12 の調査テーマを設定し（表３－３）、各テーマ

ごとに部会を設置し、市民の協力を得て、調査が進められた。その結果、総数 1084 件に及

ぶ歴史文化資産が掘り起こされた。歴史文化の特性把握によって明らかとなった８つのテ

ーマと、歴史文化資産の掘り起こし調査の結果を参考として、６つの「加賀市らしさ」を

物語る加賀市固有のストーリーが導き出された（図３－７）。  

 これらのストーリーは加賀市の多様で豊かな自然に依拠し、そこに住んだ人々が歩んだ

歴史の中で、発生と廃絶を繰り返しながらも、今日に底流して継承される加賀市らしい個

性である。さらに、相互に関連する歴史文化資産が「関連文化財群」として設定され、そ

れらが多く集まる区域は「歴史文化保存活用区域」とされた。以上のとおり、文化庁から

委託された「加賀市歴史文化基本構想」の策定を新たなスタートとして、現在は、多くの

民間団体との連携・協働により、歴史文化資産の保存活用による加賀市らしい「ひとづく

り」「まちづくり」をめざしている途上である。  

 

（加賀市歴史文化基本構想をもとに筆者作成）

①城下町 旧城下町由来の歴史的建造物や町並み、大名家寄進資料、諸道・嗜み

②九谷焼 九谷焼とその工芸技術、近世に遡る九谷焼関連史跡

③北前船 ３つの北前船主集落の町並み、歴史的建造物、航海関連資料

④山中漆器 ろくろ挽きによる伝統工芸技術、産業としての山中漆器

⑤山村集落 山間部の農家群、集落周辺の文化的景観、生活文化

⑥原始古代 旧石器時代まで遡る800 以上の遺跡、その出土遺物

⑦温泉文化 ３つの温泉の歴史資産と町並み、生活文化

⑧産業遺産 近世の土木工作物、近代以降の工場建築、戦争資料

⑨自然遺産 海岸から山間部までの豊かな自然環境と動植物

⑩信仰 自然信仰、古代寺院跡、一向一揆の遺構、寺社

⑪街道宿場 街道、宿場町の町並み、旅籠等の歴史的建造物

⑫食文化 郷土野菜、精進料理、山間地域に見る伝統的郷土料理

調査テーマ 調査テーマに該当する資産の概要

表３－３　調査テーマの設定
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６．まとめと課題 

  

 加賀市は、藩政期時代を通じて領内に多様な町が形成され、それらが現代にいたるまで、

都市構造の特性として受け継がれてきている。また、当時から伝統工芸品の生産がさかん

であり、近代にいたってからは、繊維工業や機械工業が発達して、ものづくりの伝統が息

づいている地域でもある。さらに、戦後の高度経済成長期以後の数十年間は、大規模温泉

観光地として発展し、当時は行政も市民も、地域経済全体が温泉観光のみに依存していた

が、バブル経済の崩壊以後は衰退がはなはだしく、新たな観光振興のための施策や町の活

力の再生に取り組む必要にせまられた。  

 その結果、加賀市の本来の特性を見つめ直すとともに、従来とは異なった視点からの再

生に取り組みはじめた。以前のように、地域の繁栄を温泉観光のみに依存するのではなく、

市内に遺されている豊かな歴史的遺産に着目し、それらを掘り起こし、活かすことによる

加賀市全体の再生である（温泉文化も貴重な歴史的遺産として、捉え直す）。このことが

可能になったのは、半世紀前の昭和の合併で実現しなかった山中町との合併が、平成の合

併で実現したことによるものである。ようやく旧大聖寺藩の領域とほぼ一致するようにな

ったことで、歴史・文化を共有する統合された加賀市として捉えることができ、加賀市全

体としての歴史的遺産の掘り起こしが可能となった。  

 このような時期にもたらされた文化庁の事業である「歴史文化基本構想の策定」は、加

賀市にとっては、絶好のチャンスが到来したことになり、改めて古代から現代に至る加賀

市に遺された歴史的遺産を身近な文化財として総合的に捉えて、その特性を把握するとと

もに、ストーリー性を見いだして加賀市の再生にどのように活かしていくかというまちづ

くりの方向性が定まったことである。また、新しい加賀市の市民意識調査によれば、全体

の 3 分の２の人が新市のまちづくりへの参加の意向をもっていることは、まちづくりへの

市民の関心や社会貢献に対する意識の高まりを表すものである。これこそ、歴史的遺産を

掘り起こして、まちづくりに活用するための要件となるべき、市民の自主的・自律的な意

識や行動につながるものであり、今後、これを高めていくことが最も重要な課題である。  

 しかし、この「基本構想」が策定されて以後、現在まで数年が経過したが、実際は、そ

の後あまり活発な取り組みは見られない。この間の政権交代による国の政策変更や、加賀

市の財政難が要因となっているが、「基本構想」においても、まちづくりへの活用に重点

がおかれているとおり、構想の策定に留まってしまわないよう、できることから具体的な

方策に取り組んでいくことが肝要である。しかし、行政は、その立場上、市内各地におけ

るまちづくり活動に対して、公平・公正な立場を取らざるを得ない。それは、画一的で硬

直した対応になることが多い。そこで期待されるのが、民間組織の力である。すでに市内

の各地区において歴史的遺産を活かしたまちづくりに取り組む、ＮＰＯをはじめ特色ある

市民団体が結成されており、それらとの連携・協働を図ることがまちづくりを推進する原

動力となる。特に、加賀市では、市内 21 の各地区ごとに、「まちづくり推進協議会」が行

政の支援により設けられており、公民館活動とも連携を深めて、それぞれの地区における

まちづくりの中核的な存在となっている。したがって今後は「まちづくり推進協議会」相

互の連携の強化が重要であり、効果的でもある。  

 加賀市は今回の合併で、市域がほぼ２倍に拡大したが、その結果、大日山山麓の山村集
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落から、日本海沿岸にいたる地域までが含まれることになった。それぞれの地域での人び

との生活や生業が大きく異なることや、従来から多様な町が存在する多核都市であること

により、市民が地元である加賀市全体の歴史や文化についての認識が十分でなく、このこ

とが市民相互のつながりが薄いことの要因となっている。一方、2015（平成 27）年３月に

金沢まで北陸新幹線が開業した効果により、加賀温泉郷への観光客の増加を期待する動き、

すなわち再び温泉観光への依存の風潮が高まることも懸念される。  

 加賀市では、2017（平成 29）年現在も人口減少が止まらないことに対して、定住人口の

増加をはかるための種々の方策がとられているが、まず市民が加賀市全体の歴史や文化に

ついてよく学ぶ（学びあう）ことにより、認識を深めて、地元に対する誇りや愛着を高め

ることがその方策の第一歩となるのである。そして、そのためには、各地区の「まちづく

り推進協議会」を中心とした多様な主体と行政の協働により、市民や来訪者に対して積極

的な啓発活動を行うことが肝要である。このような現状に向き合うために、市内各地区に

おけるまちづくり活動について第４・５・６章で詳細に把握・検証し、その特徴や実態を

明らかにするとともに、今後の課題について、論考・考察していく。  

注  

                

(1) 『石川県史』、『加賀市史』、加賀市史編纂委員会『加賀市の歴史』加賀市役所、 1978 

 年、髙澤裕一『図説・石川県の歴史』河出書房新社、 1988 年、髙澤裕一・河村好光他『石  

 川県の歴史』山川出版社、 2000 年などにもとづいて記述。    

(2) 奈良時代から平安時代前期に、日本海をへだてて加賀・能登で繁栄した国家で、「海東  

 の盛国」といわれた。唐・新羅に対抗するため、日本の援助を求めてたびたび遣使、これ  

 に際し、加賀はただの入港地ではなく、渤海使の滞在とその帰航、送渤海使の帰国地の役  

 割をなした。その基地が大野湊（現金沢市）であり、大陸情勢の把握の上で重要視された。 

(3) 1415 年 -1499 年、室町時代中期、浄土真宗布教のため、越前吉崎を中心に北陸地方に教  

 団の基盤を築き、のちに京都で山科本願寺を建て、晩年に大坂・石山本願寺を営んで、真  

 宗を大教団に発展させた。  

(4) 加賀藩が徳川幕府から謀反の疑いをかけられた「慶長の危機」（ 1599 年、２代藩主前  

 田利長）、「寛永の危機」（ 1631 年、３代藩主前田利常）をさす。  

(5) 江戸時代後半期から明治中期にかけて、大坂と蝦夷地を往復した日本海側の商船で、  

 米・海産物・雑貨などを売買して、特に日本海側の各地に多大な財と文化をもたらした。  

(6) 忠田敏男『参勤交代道中記－加賀藩史料を読む』平凡社、 1993 年、 124－ 146 頁。  

(7) 山口隆治『大聖寺藩産業史の研究』桂書房、 2000 年などにもとづいて記述。  

(8) 1879 年－ 1889 年、県令千阪高雅の援助により、飛鳥井清が創立し（本社大聖寺）、  

 多くの九谷焼作家の協力を得たが、飛鳥井の病没後、作家の自営のため、解散した。  

(9) 加賀市内の観光スポットを結ぶ二次交通機関として、 2000 年９月に運行を開始した周  

 遊バスで、「キャンバス」と呼ばれ、運営は（株）まちづくり加賀であるが、従来のバス  

 路線が廃止されていくことにより、公共交通としての役割が増大しているが、運行本数が  

 少なく、地域住民や個人の観光客のニーズにかなっていないのが、現状である。  

(10) 1844（弘化元）年に完成した３２巻からなる地誌で、当時の山川、道、神社、仏閣、  

 史跡、産物、村々の石高などを記録している。  
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第４章 「大聖寺城下町」における歴史的遺産を活かしたまちづくり  

 

１．はじめに 

 

 バブル経済崩壊後の 1990 年代には、長期にわたる景気の低迷の中で、多くの地方都市の

衰退が加速化していった。全国的に知名度の高い温泉観光地として高度経済成長期以後の

開発・拡大路線を進んできた石川県加賀市においても、この傾向が顕著であり、地域経済

のみならず、町の活力や住民の生活にも大きな打撃を与えていた。このような状況に対し

て、従来は注目されることもなかった地域に遺されている歴史的遺産を掘り起こし、これ

らを保存・活用することより、再生を図ろうとするまちづくり活動が続けられている。  

 筆者は、この石川県加賀市を事例対象都市として、具体的な調査研究を行ってきた。第

４・５・６章においては、市内各地区における取り組みのプロセスや現状について明らか

にするとともに、その特徴や課題について考察していく。  

 本章の目的は、藩政期以来の加賀市の中心地である大聖寺（だいしょうじ）において展

開されてきた、住民と行政の協働による近世城下町の町並み保全 (1)や景観まちづくり活動

の変遷や実情について、まちづくりに携わってきた筆者の参与観察や実践研究により明ら

かにするとともに、課題や今後のめざすべき方向について、考察する。  

 

２． 大聖寺城下町の特性 

  

（１） 大聖寺城下町の形成（図４－１） (2) 

 近世城下町は、16 世紀後半～17 世紀前半に大名（藩主）により、政治・軍事・経済都市

として意識的に造られた町であり、自然発生的に成立した町ではない。また古代の都と異

なり、中国の都城制の影響を受けず、武家による領国・領民の支配のために造営されたた

め、全国各地の城下町はそれぞれの地形や気候・風土、またその地方の伝統や文化を反映

してはいるが、外敵の侵入に対する防衛と町の経済的繁栄のために、共通する４つの要素

を持っている。それは、城郭を核として、武家地・町人地・寺社地を持ち、その配置が工

夫されていることである。しかし、町の規模は大小さまざまである。かつて藩都であった

大規模な城下町は現在でもその多くが県庁所在地として地方の中核となり、小規模なもの

は、近年、独自の歴史的文化的価値が再評価されて、それぞれの地域資源となっている例

も多く見られる。  

 大聖寺の地名は、古代から加賀地方の最高神として、白山信仰 (3)が盛んであったが、江

沼郡内にはその中心となる白山五院と三箇寺の八ヶ寺があり、そのひとつである大聖寺の

寺号に由来している。（いずれも中世のうちに消滅）また古くから北陸道越前との国境を

押さえる要地として、錦城山（きんじょうざん） (4)には、南北朝時代以後、山城が設置さ

れた。しかし、その後の戦国時代の動乱を経て、大聖寺城は 1615（元和元）年、徳川幕府

の一国一城令により廃城となり、中世の山城は完全に消滅した。  

 1639（寛永 16）年に入府した藩祖前田利治は、旧城のあった錦城山麓に城郭に代わる館

（藩邸）を築き、そこに居住した。旧城を徹底的に破壊し、城郭を持たなかったのは、幕

府に対して臣従を示す父である加賀藩３代藩主前田利常の遠謀によるものであり、歴代  
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藩主もこれを守った。以後大聖寺は１４代 230 年間にわたって、城下町として領内の政治・

経済・文化の中心地となった。  

 城下町の防衛のため、歴代家老が藩邸の東と南を囲み、西は山、北は大聖寺川で固めた。

しかし、中級以上の武士の居住区、足軽・徒士の町には町人も混じっていた。また本藩の

金沢城下町から多数の武士が大聖寺城下へ転居したため、７万石の小藩にしては武士の人

口が藩政期を通じて多いのが特徴である。  

 城下町内の侍や町人の居住地、寺院の配置は、金沢城下町とくらべて小規模であるだけ

でなく、ほかの城下町ともいちじるしく景観を異にしている。館に近い西南部に重臣や上

級家臣団を配置するのは当然であるが、中堅家臣団の多数が町中をコの字型に蛇行して流

れる大聖寺川を挟んで外側に配置され、これに向かい合う内側にも外側の半数に近い家臣

を配置している。このような配置は、同時期に成立した各地の城下町からすれば開放的で

あり、軍事的でないことを幕府に示したものといえよう。しかし、これらの武士居住地は

大聖寺川の氾濫によるたびたびの水害を免れている。約 500 軒と伝えられている町人の住

んだ町については、福田町は大工や職人が多く、ある時期には大工町といわれた。本町に

は旅籠が多く、寛永期には旅籠町と書かれており、職業を表す町名も残されている。  

 大聖寺地区内には、かつての城下町の町割が現代まで継承されており、江戸末期から明

治期と思われる町屋 (5)が多く残っている。なにより、70 余りあった町名は、明治以降もほ

とんど統合されずに残り、城下町ならではの風情が今も生き続けている（金沢では近年い

くつかの町名が復活しているが、全体の約半分が新しい町名に変更されている。大聖寺で

は 79 町のうち現在統合された町は全体の約１割のみである）。しかし、大聖寺は土地が低

く、川が町中を蛇行して、水害や火災も多く、藩政開始以来常に改修や治水事業を繰り返

してきたが、これらは町並みや歴史的遺産の減少の大きな要因となった。  

 大聖寺藩の中心部には高い山がなかったので、西南の丘陵地（加賀藩の動静を見張るた

め、親藩である松平氏が配置された越前福井藩との国境）の麓に防衛線として、寺院を計

画的に集め、それが山ノ下寺院群として、現在７寺院・１神社が遺っている。寺院の配置

については、浄土真宗（一向宗）の寺院は町中へ置き、防衛線におかれたのは、日蓮宗・

曹洞宗・浄土宗などの寺院であった。これは金沢城下と同じく、一向宗門徒対策によるも

のであろう。  

 さらに明治以後の近代化の過程で、公共の施設を城下町の外に誘致したことで、古い町

並みが遺された。鉄道や国道などの幹線はすべて東南側の郊外に位置し、市役所・商工会

議所などの官公庁も東南の地に建っている。現在町中に残っているのは加賀市民病院のみ

であり、町内で新しくできた道路は大聖寺駅より橋立へ行く道と福井吉崎への道、市役所

前の大通りぐらいのもので、町内の路地から路地へは、藩政時代のままである。しかし、

もし鉄道や国道８号線が城下町の中央を通り抜け、官公庁が町中に建設されていたら町並

みは旧来の姿をとどめることはなかったであろう。  

 

（２）大聖寺城下町を支えた町人社会 (6) 

 大聖寺城下町の上層商人は藩主と一体化し、領内の商品流通の担い手として藩に奉仕し、

利益の追求に懸命となり、成長していった。藩は財政を維持するため、年貢米の売買のみ

ならず商品生産を奨励し、商人は領内で生産された茶・絹・紙などを京都や近江の商人へ
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送って利益を上げ、藩に商品を納める御用商人となった。17 世紀末～18 世紀初の元禄時代

以後、彼らはその財力をもって武士を圧倒しはじめた。藩は多大な御用銀を賦課したが、

それと引き換えに、彼らは領主や藩からさまざまな特権や栄誉を獲得した。  

 現在でも大聖寺は町を歩けばいたるところに１０万石城下町のたたずまいが残っており、 

「品格のある町」といわれる。この町の品格の良さと優雅さは、町人社会の豊かさによる

ものであり、当時の活発な商業活動を示すものである。藩財政が窮乏していったにもかか

わらず、城下町の町人は豊かで文化的な生活を送っており、茶の湯はじめ文化活動が盛ん  

であった。加賀藩の城下町である金沢においても文化活動がさかんであったが、藩主と上

級武士・上層町人が、金沢と江戸藩邸で完成させた武家の文化であるところが「百万石文

化」といわれるゆえんであり、京都の町衆や大坂・江戸の町人文化とは異質であった。金

沢城下町では、藩主の権力が強大であったため、上層町人は藩に寄生して生き、町人とし

ての主体性や自立性を失っていった。しかし、大聖寺城下町の町人社会において、茶湯は

じめ文化活動が盛んであったことは、彼らがすぐれた主体性を持っていたことを反映して

いる。このように、大聖寺の町は豊かな町人経済に支えられ、町全体がその品格を今に伝

えており、歴史的町並みと優雅なたたずまいが、遺されている。  

 

３． 地域住民と行政の協働による歴史的景観整備・保全の取り組み (7) 

 

（１）町並み景観整備活動のはじまり  

 明治以降においても大聖寺は基幹産業である絹織物業や機械工業が発展し、北陸線の特

急停車駅であり、加賀温泉郷への交通の基点となって繁栄していた。しかし、 1970（昭和

45）年に加賀温泉駅が開業したことにより、急激に活力を失っていった。特急列車は停車

せず、温泉客も立ち寄らず、商店も閉じるところが多くなり、町中の大型スーパーも経営

不振で引き上げ、市役所などの公共機関はあるものの、駅や町の賑わいや人の交流などが

しだいに失われていった。  

 以後、約 20 年間そのような状況が続いていたが、その間に旧北国街道の一部消滅や町屋

の取り壊しなど、城下町としての貴重な歴史的遺産もしだいに失われつつあった。このよ

うな状況の下で、バブル経済崩壊後の 1990 年代から地域住民による景観整備や町の活性化

の動きがでてきた。一方、行政も 1992（平成４）年に「加賀市歴史的景観整備計画」を策

定し、「北前船の船主集落を中心とした橋立地区」と、「大聖寺の山ノ下寺院群地区」を

重点整備地区とした。このことは、大聖寺の住民にとっても景観まちづくりに対する取り

組みの始まりとなった。地域住民と行政の連携・協働による町並み景観整備活動について

以下に詳述するとともに、表４－１に概要を記す。  

 

（２）加賀市（行政）の歴史的景観整備事業  

① 山ノ下寺院群歴史的景観整備事業  

 加賀市は 1995（平成７）年に「加賀市ふるさとの歴史的環境を守り育てる条例」を制定

して、翌年山ノ下寺院群における町並み整備事業が始まった。景観に配慮した整備内容が

検討されたが、行政は「道づくりは行政がするが、まちづくりは地域住民の問題である」

との方針を明確化し、これにより「主役はあくまでも住民」との認識のもとで、検討  
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表４－１        加賀市大聖寺地区における町並み景観整備活動の概要  

実施年  地域住民による景観まちづくり活動  加賀市の歴史的景観整備事業  

1992 年  

 

 

 

 加賀市歴史的景観整備計画の策定  

 重点整備地区：橋立・大聖寺山ノ下寺院群  

1994 年  

 

 

「大聖寺まちなみ景観整備委員会」設立  

「第 1 回楽しく歩こう歴史街道」開催  

～ 1998 年一里塚の設置  

 

1996 年  

 

 山ノ下寺院群周辺地区まちづくり協議会組織  

歴史的景観整備基準の作成  

「ふるさとの歴史的環境を守り育てる条例」制定  

    

1997 年   「まちなみ景観講演会」開催（以後毎年開催）   山ノ下寺院群歴史的景観整備事業開始  

1998 年  景観整備の拠点「時習庵」を整備  

（後に国の登録有形文化財に指定）  

 

1999 年   「大聖寺史跡案内所」の設置   

2000 年   「歴史的通り名称」の杉看板を設置  

 観光ボランティア講座の開講  

「古九谷の杜公園」整備  

2001 年   ＮＰＯ法人「歴町センター大聖寺」の設立   

2002 年  史跡・産業・文化・観光用掲示板設置   「石川県九谷焼美術館」開館  

2003 年  藩政期に時刻を告げた「時鐘堂」の復元完成   

2004 年  「第２７回全国町並みゼミ大聖寺大会」開催  

「西村幸夫  町並み塾」開催（以後毎年開催）  

 

2005 年  「五徳庵」（国の登録有形文化財に指定）の整備   

2006 年  「大聖寺川下りの会」を組織し、旧大聖寺川での  

屋形船運行開始  

景観行政団体となり、「町屋再生事業」の開始  

春・秋（年に２回）に、市内全域で景観資源調査  

2007 年   大聖寺地区への来訪者対象のアンケート調査  

2008 年  山ノ下寺院群の一角に「景観広場」を開設  景観資源調査に基づく「ふるさと景観条例」制定  

都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ策定のための市民ｱﾝｹｰﾄ調査  

2009 年  「もてなしトイレ案内処」設置   

2010 年  「第 1 回北信越町並みゼミ大聖寺大会」開催   

2011 年  STEP21 リーディング事業指定「文化合宿」  

大聖寺藩関所復元整備  

「加賀市景観条例」制定、  

「加賀市景観計画」策定  

2012 年  「加賀市赤瓦景観シンポジウム」参画  「加賀市赤瓦景観シンポジウム」開催  

2013 年  大聖寺観光案内所開設  

文化合宿（ウィスコンシン州立大学）実施  

「加賀ルージュ景観シンポジウム」参画  

大聖寺藩足軽屋敷旧月田邸整備  

「加賀ルージュ景観シンポジウム」開催  

2014 年  「第１回赤瓦の里セミナー」開催  「第１回赤瓦の里セミナー」共催  

2015 年  「第２回赤瓦の里セミナー」開催  「第２回赤瓦の里セミナー」共催  

2016 年  「第３回赤瓦の里セミナー」開催  「第３回赤瓦の里セミナー」共催  

      加賀市およびＮＰＯ法人「歴町センター大聖寺」へのヒアリングならびに入手資料を基に筆者作成     
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がすすめられた。道路整備については、全国の歴史的景観整備で多く用いられている石畳

の案が出されたが、地元住民が先進事例を視察して、ヒアリング等を行った結果、石畳は

歩行者にとって支障があることが判明し、洗い出し風の脱色アスファルトを採用し、路側

部に地元産の滝ケ原石を施すこととした。「道路は脇役で人や町並みが主役である」とい

う考え方にもとづくものである。  

 

② 「古九谷の杜公園」の整備と「九谷焼美術館」の開館  

 ①の事業に先立って、郊外へ移転した民間企業の広大な跡地を加賀市が購入した。この

土地は山ノ下寺院群に隣接しており、その活用方法として、「古九谷の杜公園」（親水公

園）の整備と、庭園美術館として公園と一体化した「九谷焼美術館」設立の構想が進めら

れた。九谷焼は大聖寺藩創設期の 17 世紀中頃に藩窯として始められ、この時期のものは「古

九谷」とよばれているが、約半世紀間の操業の後、廃窯になったとされている。それから

１世紀余り後の 19 世紀初め、大聖寺の豪商（家柄町人）である豊田伝右衛門（屋号吉田屋）

により、発祥の地である九谷で再興され、２年後には交通や商品運搬の便のよい山代へ移

された。吉田屋はまもなく廃窯したが、その技術を継承した諸窯の伝統が今日まで続いて

おり、大聖寺藩は「古九谷」・「再興九谷」の発祥の地であった。  

 このような歴史的背景により、 1980 年代末から九谷焼専門の美術館を大聖寺に建設し、

地域の文化活動の中核にしようとする運動が愛好家や市民団体から起こってきた。石川県

が建設し、加賀市とＮＰＯ法人「さろんど九谷」 (8)との協働による企画運営で、市民に開

かれた美術館として、2002（平成 14）年に「石川県九谷焼美術館」が開館した。「大聖寺

の光と風を感じる美術館」をコンセプトに、高い文化的芸術的価値を有する展示物や、様

式別の展示方法・また美術館の外観・内装・採光（展示物は、太陽の光で劣化しない「や

きもの」で、その特徴を生かして窓を取り入れて、自然光が入り、また中庭の樹木や草花

などを鑑賞することができる。）などにも工夫がなされ、加賀市及び大聖寺のシンボル的

存在になっている。  

 

③ 市街地における町屋再生事業  

 続いて 2006（平成 18）年に景観行政団体 (9)となった加賀市は、山ノ下寺院群に続く歴

史的景観整備事業として旧大聖寺城下町における町屋再生事業 (10)を開始した。これは、町

屋再生による「歴史的景観の保全」、「良好な居住環境の実現」、「まちなかの賑わいの

創出」を目的として、町中に遺されている戦前に建築された町屋 (11)の実態を調査し、助成

制度により、修理や復元を行っていくものである。図４－１に示された範囲が対象となっ

た地域であり、事業開始のために、現地調査、町屋所有者の意向アンケート調査、学識経

験者や各種団体の代表などによる懇話会、町屋所有者や地域住民によるワークショップ、

シンポジウム開催など短期間で集中的な取り組みがなされた。現地調査の結果、戦前の建

物は 376 軒あり、その７割にあたる 258 軒が町屋（武家屋敷を含む）の建築形態が遺って

おり、さらにその７割 173 軒が、建築様式・意匠を良好な状態で遺している。また、町中

を通っていた北国街道沿いに町屋の建築様式の建物が多く遺っており、侍居住地に武家屋

敷の建築様式を持つ建物が多く遺っているなど、城下町の趣をよく遺していることが確認

できた。しかし、376 軒のうち、約１割が空き家となっているのが現状で、町屋所有者の
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９割近くが 65 歳以上の高齢者がいる世帯であり、今後も「住み続けたい」とする回答が７

割以上見られるが、居住者の高齢化が進み、将来への不安が伺われる。「土地・建物をこ

のまま使用し続けたい」も７割近いが、「賃貸・売却したい」も２割近く見られた。  

 この事業のもう一つの特徴は、空き町屋の利用促進である。加賀市が町屋の所有者へ賃

貸にすることなどを奨励して、入居希望者への紹介や調整を行うこと、また町屋に関する

情報ネットワークを充実することであり、所有者の安心感やまちづくりへの貢献の意識も

高まり、好評を得ている。2015（平成 27）年現在、この制度の適用により、再生された町

屋が 20 軒になったところであるが、その活用の仕方は多様である。これらのうち、初期に

この事業を活用して、実際に営利事業を展開している４軒に対して、この事業を活用した

動機や現状についてのヒアリングを行った。以下にその概要を示す。  

事例①（写真４－１）  加賀市在住の彫金師が事業活動に適しているとして、賃貸。 1935

（昭和 10）年建築の旧歯科医院建物を「彫金工房・ギャラリー・サロン風カフェ」として

再生、2006（平成 18）年 7 月開業。借主が改修し（補助金 355 万円）、アートシルバーの

制作・販売をするほか、彫金教室も開いている。また、歯科医院の設備が彫金に適してい

るとして、活用し、カフェサロンも町の中心部にあり、地元住民や来訪者の利用も多くな

ったが、大聖寺の住民の全体的なまとまりが乏しいことを指摘している。  

事例②（写真４－２）  加賀市所有の登録文化財の「旧中木邸」を保全するため、土蔵部

分を賃貸の工房兼住宅に改修し、公募により、東京から陶芸家が 2006（平成 18）年 9 月

に移住し、創作活動を行なっている。事業費約 720 万円は、市が全額負担した。陶芸家は、

城下町の文化や古民家などに興味があって、入居したこと、大聖寺の町の伝統的な祭りや

慣習を大事にすべきことを提言している。  

事例③（写真４－３） 1910（明治 43）年築の元織物会社の洋風建築物を市が改修し、2002

（平成 14）年に近代建築として、国の登録有形文化財となった。大聖寺出身の山の文学者・

深田久弥の文学などを紹介する市の施設「深田久弥・山の文化館」として平成 15 年度よ

り活用。その住宅部分の座敷スペースを展示と喫茶を楽しむ「聴山房」として、指定管理

者が運営し、 2006（平成 18）年 6 月開業。加賀市と指定管理者が折半で改修した。（約

110 万円）現在集客は増加しており（特にリピーターが多い）、さらに広報活動を活発に

して、大聖寺の城下町としての風情を伝えようと、意欲的に取り組んでいる。  

事例④（写真４－４） 1905（明治 38）年築の呉服屋を所有者（居住者）自ら店舗兼ギャ

ラリーに再生した。笏谷石（越前産の青みがかった美しい石）の風合いを持つ石敷き、古

色付けした細い格子など外壁の復元改修、内装もベニヤ板を除去し、土壁に漆喰仕上げ、

重厚な柱、梁を生かしたデザインに改修した。また、地域に開かれたギャラリーを設置し、

フラワーアレンジメントの展示スペースを設置、華道や長唄の教室等として活用している。

（屋根の修築に費用がかさみ、総額 1,800 万円のうち補助金 314 万円）修築に予定の２倍

の金額がかかったが、結果としてよかった。人口が増加して、以前盛んであった地元の祭

りが再生することを、地元住民として望んでいる。  

 以上、４つの事例の事業者は、いずれも大聖寺の城下町で生活し、かつ事業を展開して

いることに積極的・肯定的であり、加賀市の町屋再生事業の取り組みに対しても、よい評

価をしている。しかし、町の賑わいの創出や住民のつながりの強化については、不十分で

あると指摘している。  
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　　写真４－１　彫金工房・サロン風カフェ　（筆者撮影） 　　　　　写真４－２　陶芸工房　　（筆者撮影）

　　　　　写真４－３　聴山房　　（筆者撮影） 　　　　　写真４－４　呉服の小川　　（筆者撮影）

 

④ 景観条例の制定と赤瓦景観シンポジウムの開催  

 加賀市は町屋再生事業を進めつつ、大聖寺藩の政治的中心部であった藩邸周辺の大名庭

園や大手長屋門、藩邸船着場などの史跡整備に向けての調査に着手した。その後、2011（平

成 23）年に景観法に基づく景観条例を制定し、景観計画を策定した。その中で、加賀市の

各地区に多く観られる民家の赤瓦に着目して、2012（平成 24）には、これをテーマとした

「加賀市赤瓦景観シンポジウム」、2013（平成 25）年には、「加賀ルージュ（赤瓦）景観

シンポジウム」を開催した。2014（平成 26）年以後は、「ＮＰＯ法人歴町センター大聖寺」

(12)が主催して、このシンポジウムを継承している。  

 

（３）地域住民による景観まちづくり活動の経緯  

① 景観まちづくり活動のきっかけ  

 バブル経済崩壊による加賀市の温泉観光が衰退していった時期に、大聖寺城下町におい

ても伝統的建造物の破壊や道路整備などにより、歴史的遺産が徐々に失われていくことに

危機感を感じた地元住民が集まり、町並み保全活動に取り組みはじめていた。そのきっか

けとなったのは、1987（昭和 62）年に行政職員と住民有志による長野県小布施町への視察

が行われた時に、彼らが現地で大聖寺の景観まちづくりの可能性を感じたことである。小

布施は 1980 年代初めから町並み修景事業を意欲的に展開し、全国的に注目されていたが、

それに参加していた瀬戸達（建築家）は「小布施が大聖寺とダブって見えたのです。大聖

寺も磨けば光る宝物がいっぱいある町だ、ということに気づかされました。」と述べてい

る。その後、まちづくりの手がかりを探して全国各地への視察をおこない、それらを通じ

て、自分たちのまちの歴史的・文化的価値に気がつき、これを活かしたまちづくりを行い
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たいと模索し、調査をはじめていった。さらに瀬戸は、「次にショッキングだったことは、

福井方面の旧北国街道が途中でなくなっていたことです。土建屋が土砂を取ってしまって、

尾根伝いに通っていた昔の道が削り取られて 150ｍほどなくなっていたのです。」とも述

べている。  

 このように大聖寺の貴重な歴史的遺産が失われていくことに危機感を感じていた頃

（1992 年）、加賀市歴史的景観整備計画の策定により、大聖寺山ノ下寺院群が重点整備地

区に指定された。このことは、住民有志にとっても景観整備に対する本格的な取り組みの

始まりとなり、1994（平成６）年に「大聖寺まちなみ景観整備委員会」（以下、「委員会」

とする）が立ち上げられた。地元の歴史と町並みを見直すための「第１回楽しく歩こう歴

史街道」を開催したのが活動の始まりであり、最初に着目したのは北国街道である。続い

て福井県境の旧街道に石畳を敷いて、「一里塚」を再生していった。  

 

② 山ノ下寺院群の景観整備活動  

 大聖寺の山ノ下寺院群は、前節で述べたように、７寺院・１神社が集積した歴史的町並

みが遺されている地区として、大聖寺の人々にとって大切な場所であった。そこの寺院や

民家に赤瓦の屋根が多くみられると来訪者が指摘したことによって、（地元住民は、当た

り前の景観であると思っていた。） 1996（平成８）年に、住民たちが自分たちの町の特色

を見つけるため、建物の形、瓦や外壁の色や材料、塀や垣の構造などを調査した。その結

果、山ノ下寺院群地区の約７割以上の屋根が赤瓦であることが判明し、保存の意識が高ま

った。また、当初は、寺院が並ぶ道の両側のみの景観整備の予定であったが、住民からの

提案により、整備の範囲の拡大がはかられた（図４－２）。  

 さらに「委員会」のメンバーなど、この地区の住民が中心となって、「山ノ下寺院群周

辺地区まちづくり協議会」（以下、「まちづくり協議会」とする。地区内の６つの町から

の３人づつと景観専門員としての建築士２人、あわせて 20 人）を組織し、約１年がかりで、

協議を積み重ね、専門家のアドバイスも受けながら、町並み整備に向けての歴史的景観整

備計画と歴史的景観整備基準（約束事）を自分たちで策定した（行政も協力）（表４－２）。

その内容は、歴史的景観保存建造物は、原形の形式を保つこと、一般建造物も周囲の寺院

群の景観と調和した落ち着いた色調や形式（和風造り・赤瓦・木製板張り・漆喰塗りの壁

など）を基本とし、外塀も生垣・竹垣などを採用して、緑化に努めることなどが明記され

た。さらにこれらの内容について、「まちづくり協議会」が地権者に説明するために、地

区内の全戸に対して、「質問書」を作成して配布し、全質問に対して、ていねいに回答し

た（約 40 件）。また、行政との「意見交換の場」を用意したことで、住民同士の意思の疎

通や合意形成が可能となった。この結果、建築物の新築・改築の際には、「まちづくり協

議会」の同意を得ることが定められた。建物調査や書類審査、完成した建築物の竣工検査

まで立ち合うなど、自分たちの町への積極的な関わりを住民自身が果たしている（図４－

３）。あわせて行政も、期限を設けず、景観保全のための補助金を支給した。これらの活

動を通じて、地元住民は地区の町並みの価値を共有するとともに、「町並みはみんなのも

の」、「子孫（次世代）へ継承するのに、恥ずかしくないものを」という当事者意識をも

つようになり、このことは歴史的景観の保全・整備活動に対する合意形成の要因となった。  
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表 4-2 大聖寺山ノ下寺院群周辺地区まちづくり協議会歴史的景観整備基準 (加賀市建設部資料より転載 ) 
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③ 文化活動などを通じたまちづくりの展開  

 ②で述べたように、景観整備にあたっては、住民の意識を高めることが肝要であるが、

特に次世代を担う子供たちが地域について学び、何を大切にすべきかを体験するために、

「委員会」が中心となって、 1997（平成９）年から毎年、まちなみ景観講演会を行ってい

る。1998（平成 10）年には、「昔」を体験するために古民家を改修し、「時習庵」と名づ

けて整備し、子供たちを対象とした邦楽教室や民謡などをボランティア講師により、無料

で教えてきた。歴史的な町の風情とは、こうした建造物を中心とした景観整備活動（ハー

ド）と住民の文化活動（ソフト）とを兼ね備えて初めて醸し出されるものである。  

 1999（平成 11）年には、大聖寺を訪れる人々に地区の歴史や文化により深く触れてもら

うため、観光ボランティアガイドが常駐する史跡案内所をオープンさせた。またボランテ

ィアガイドを育成するために「加賀江沼ふるさと史跡あんないびと養成講座」を開講して

いる。次に取り組んだのが、通りに歴史的名称をつけることである。「大聖寺愛称通り検

討委員会」を設置し、 1999（平成 11）年から翌年にかけて、18 路線に愛称を付け、杉の

輪切り看板を 107 箇所取り付けた。  

 

④ ＮＰＯ法人の設立とその目的  

 2001（平成 13）年には、設立以来、継続的に多様な活動を行ってきた「委員会」のメン

バーが中心となって、今後さらに共通の目的を持った組織の一員として活動を続けていく

ために、NPO 法人「歴町センター大聖寺」（以下、「歴町センター」とする。）を設立し

た。旧大聖寺藩内に残る歴史的景観を守り、整備することによって、人々に潤いを与え、

地域の活性化を図るとともに、次世代を担う子供たちが、地域に誇りをもって生活するこ

とができるよう、伝統ある遺産を継承することを目的としている。  

 ＮＰＯ法人となって、最初に取り組んだ大きな仕事は「時鐘堂」の再建（復元）であっ  

た。「時鐘堂」は、1667（寛文７）年に大聖寺藩２代藩主、前田利明が建立した鐘楼であ

る。武士の集合や木戸の開閉時間を告げるため、日に何度も鐘がつかれ、武士や町民の生

活に密着した存在で、大聖寺のシンボルであった。これまで４度の大火の度に焼失と再建

が繰り返され、1934（昭和９）年の火事を最後に再建されないままになっていたが、この

鐘の音も景観を構成する重要な要素と捉え、「歴町センター」では市民などに募金を呼び

かけて、古文書や写真を基に再建し、あわせて幕府や藩のお触書が掲示された「高札場」

も復元した。この二つの復元には 2900 万円かかったが、募金では 2100 万円しか集まらず、

不足した 800 万円はＮＰＯで負担し、屋形船（後述）の事業で返済している。  

図４－３　「歴史的景観整備住民団体」による建築確認制度　 (加賀市ホームページより筆者作成)

３人 ３人 ３人

３人 ３人 ３人

歴史的景観整備住民団体

建築士会

景観部会

６つのまちの代表者 書類審査から

建築物・工作物の

新築／改築
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⑤ 「全国町並みゼミ」の開催と「西村幸夫町並み塾」の開催  

2004（平成 16）年は、「歴町センター」にとって、記念すべき年となった。９月中旬の

３日間にわたって「第２７回全国町並みゼミ大聖寺大会」(13)が開催された。全国町並み保

存連盟による年に一度の一大イベントであり、北陸で初めての加賀市での開催であり、連

盟誕生 30 周年の記念大会でもあった。全国から町並み保存や、景観整備に関する事例報

告がされたこと、加賀市や山中町（合併以前）の８つの地域に分かれて各分科会が開かれ、

活発な意見交換がされたことを通じて、全国の人々に加賀市への認識を深めてもらうとと

もに、地元住民にとっては地域に遺された歴史的遺産についての関心を深めるよい機会と

なり、景観まちづくり活動の大きな転機となった。  

 この年には、もう一つ重要な取り組みが始まった。それは大聖寺の景観まちづくり  活

動を草創期から指導・助言してきた西村幸夫よる「西村幸夫町並み塾」 (14)の開催である。

全国の町並み保存活動を切り開いてきた人や、現在活動中の人などを毎回ゲストに迎えて、

それぞれの地域の現状や課題、町並み保存をはじめたきっかけや、まちづくりのあり方な

どについて、報告や討論を行うものである。以後毎年４回継続されてきたが、 2006（平成

18）年からは、加賀市以外の北陸各地に開催地を広げて、市民レベルの交流を深めており、

2016（平成 28）年の現在も継続中である。  

 

⑥ 屋形船の運航  

 2006（平成 18）年４月には、「歴町センター」の中の有志により「大聖寺川下りの会」

を設立し、屋形船を運航する事業を開始した。町中を流れる川・運河・用水・堀などは、

昔から自然にあったものもあれば、目的をもって人工的に造られたものもあるが、いずれ

にしても地域住民の生活と深くかかわって今日まで存続しているものが多い。たとえば、

金沢市内には、藩政期から多くの用水が整備され、現在も清流が町中を縦横に流れている

様は、すがすがしく、また城下町の風情を高める効果がある。大聖寺においても、藩政期

から町中を蛇行して流れていた旧大聖寺川は、しばしば水害をもたらしてきたため、昭和

初期に町の北側に新大聖寺川が新設されたが、埋め立てられることなく（他の川が流入し

ている）原形のまま残された。流量が減少し、両岸が整備されて遊歩道がつけられ、散策

の人々の憩いの場となるとともに、水辺の景観の美しさにより新たな価値を持つようにな

ってきた。  

 この地域住民の生活と密着した旧大聖寺川で屋形船が運航され、船から大聖寺の町を楽

しむことができるようになった。屋形船は１艘が 100 万円で、２艘で 200 万円かかった。

それを仲間（有志）７人で１人 30 万円づつ出し合って船を購入した。また船は、船頭に

よる竿で運航するもので、昔ながらの風情を感じることができ、「時代結婚式」などのイ

ベントにも活用されている。また乗船場では、待合室兼住民の社交場として、かつて廃線

となった温泉電車が設置され、約 40 年ぶりになつかしい姿が復活した。さらに 2007（平

成 19）年 1 月からは加賀市内を周遊している小型バス (15)の停留所が近くに設置され、近

隣の新鮮な野菜なども販売されて、人々の交流の場となっている。四季折々に変化する水

辺と「屋形船の運航」は、美しい風景を創出しており、乗船客数も増加して（毎年 1 割強）、

次第に住民や来訪者にも親しまれるようになってきたが、この風景が 2008(平成 20)年度
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の「いしかわ景観賞」に選考された。従来多かった建造物の修築・再生などのハードな事

業ではなく、ソフトな事業が良好な景観として評価されたことは、画期的なことであり、

住民がこのような風景にさらに親しみを持つようになり、大聖寺の風物詩になれば、景観

まちづくりの本来の目的を実現することになる。  

 

⑦ 近年（2010 年以後）の活動  

 2010（平成 22）年には、「第１回北信越町並みゼミ」を開催し、以後、隔年で北信越の

各地で開催されている。その後、国内および海外の大学生や一般人を対象として、加賀市

内を案内したり、各種の体験学習を企画するなどの「文化合宿」を実施している。また、

越前福井藩との国境にあった大聖寺藩関所や足軽屋敷（月田邸）の復元を行うとともに、

2012（平成 24）年度からの「加賀市赤瓦景観シンポジウム」に参画し、 2014（平成 26）

年度以後は、「歴町センター」が主催し、「赤瓦の里セミナー」として継承している。  

 

４．多様な主体による歴史的遺産を活かした文化的イベントなどの開催  

 

 住民主体のまちづくりを目指して加賀市主導で組織された団体として、市内２１の各地

区ごとに発足したまちづくり推進協議会がある。1990 年代に活動を始めたが、大聖寺地区

においては、区長会や婦人会、文化協会など既存の住民組織 23 団体を統括・調整する形で

設立された。  

 大聖寺は 200 年余り続いた城下町で、豊かな歴史や文化の蓄積があり、寺社の所蔵品や、

個人所蔵の貴重な文化財が多い地区である。大聖寺地区まちづくり推進協議会（以下、「ま

ちづくり協」とする）の発足により、ほぼ同時期に結成された大聖寺文化協会（以下、「文

化協会」とする）が行っていた美術工芸品の展示イベントである「我が家の家宝展」の規

模拡大を図る形で、「まちづくり協」と「文化協会」との共催による「文化の祭典」が毎

年秋に開催され、現在に至るまで、大聖寺で最大の文化的イベントになっている。「文化

協会」が「まちづくり協」に加盟することで、他団体との連携が生まれ、人や資金の融通

が可能となり実現した。また、大聖寺の文化遺産を巡る大聖寺ウォークの開催や、  

大聖寺川灯篭流しの復活も実施した。  

 さらに、加賀市が行っている町屋再生事業との連携により、「文化の祭典」の一環とし  

て、再生町屋で美術品を展示したり、講演会や演奏会を開催して、町屋を巡るイベントを

行うなどの取り組みを展開している。また、 2016（平成 28）年 10 月には、新たに、観光

施設「蘇梁館」（そりょうかん） (16)を管理・運営するまちづくり団体が、隣接する「山ノ

下寺院群」の８寺社に呼びかけて、宗派や宗教を超えて、歴史的・文化的価値の高い「寺

宝」を一斉公開するイベントを初開催すること、さらに近隣自治体のさまざまなまちづく

り団体との連携を深めていく取り組みも模索している。  

 

５．大聖寺の現況に関する地域住民・来訪者の評価とその検証  

 

 本節では、大聖寺の現況について、地域住民や来訪者がどのような評価をしているかを、

先年加賀市により実施された３種類の調査結果を用いて検証を行う。調査内容の概要を表
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４－３に記す。  

  

表４－３         大聖寺の現況に関する各種調査の概要   （調査主体はいずれも加賀市）  

 調 査 名 調査期間  主な内容  

Ａ  加賀市景観資源調査  
2006 年春・秋  

年に２回実施  

景観行政団体となった加賀市が、「景観計画策定」

「景観条例制定」のために、市内全域を 20 地区に分

け、150 名余の市民の参加により、保全すべき景観・

改善すべきところを調査・集約した。  

Ｂ  

大聖寺地区への来訪者を  

対象としたｱﾝｹｰﾄ調査  

 

2007 年 3 月～ 5 月  

実施  

大聖寺の魅力を活かしたまちづくりの参考とするた

め、来訪者を対象に魅力を感じたもの、改善すべき

ものを明確にする目的で実施。１４３名回答  

Ｃ  
加賀市都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ策定  

のための市民ｱﾝｹｰﾄ調査  

2008 年 9 月 24 日  

～ 10 月 5 日実施  

市民のまちづくりへの関心の向上を図るとともに、

ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝに市民の意向を反映させるために実施。加

賀市の成年男女 3000 人に配布。約 1000 人から回収  

                                    加賀市提供資料を基に筆者作成  

 

 Ａの調査結果による大聖寺地区の景観づくりの方向性については、2007（平成 19）年３

月に開催された「景観シンポジウム」において、次の５点に意見集約されている。  

①  城下町としての「なごり」を保全する。（武家屋敷、古民家、町屋再生など）  

②  市街地に残されている旧北国街道沿いの古い町並みを保全する。  

 町の空洞化に対応するための空家対策を行うべき。  

③  町中を蛇行して流れる旧大聖寺川の水辺の良好な景観を保全するとともに、葦原の手

入れや川の水質の改善により、さらに市民の憩いの場とすべき。  

④  大聖寺川畔はじめ、市内各所からの白山や錦城山の眺望景観を保全・改善する。  

⑤  良好な景観の保全のみならず、さらなる創出のために、地域住民のルールづくりを勧

めて、町並み景観に対する意識を高める。  

 Ｂの調査結果のうち、来訪者が訪問したところは、「九谷焼美術館」が 41.3％、「深田

久弥・山の文化館」が 34.3％であり、大聖寺で魅力に感じたものは「歴史ある町並み」が

37.1％、「伝統的家屋（町屋）」が 32.9％であった。（いずれも高率の順）  

 Ｃの調査結果については、加賀市民および大聖寺住民の意見のうち、要点を次の２点に

集約した。  

(1) 市民各自の居住地域の魅力について、加賀市全域では、①自然が豊かである  49.1％、 

 ②温泉がある 29.1％、③買い物に便利である 18.6％、④地区の連帯感が強い、人情が  

 厚い 13.8％、⑤町並みや景観が良い 10.9％、大聖寺地区においても、②以外はほぼ同 

 様の結果である。  

(2) 地域の景観について（２つまで複数回答可）、加賀市全域では、①白山連峰や水辺  

 などの自然景観・眺望を保全すべき   38.7％、②里山や田畑などの風景を保全すべき   

 26.9％、 ③町並みと調和した道路整備や街路樹により、景観を向上すべき  26.1％、 

 ④歴史的な町並みを保全すべき  14.7％、大聖寺地区においては、①と③と④が多く、  
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 ①は 20 歳代と 50 歳代で５割を超えており、④は橋立地区（北前船の船主集落）ととも  

 に、他地域に比べて特徴的で、橋立地区においては、29.5％と断然多く、次いで山中地  

 区が 17％、大聖寺地区が 16％と多い。また、橋立地区の 20 歳代は 38.5％、大聖寺地  

 区の 20 歳代と 40 歳代が 33.3％と断然多く、他地区に比べて各世代（特に 20 歳代～50 

 歳代）を通じて多い。 

 上記の３種類の調査結果からすると、Ａについては、大聖寺地区の住民が「城下町」に

深い愛着を持っており、十数年間にわたる歴史的景観整備への取り組みをある程度評価し、

賛同を示しているが、今後の方向性として、良好な景観は、保全のみならず創出しなけれ

ばならないものであるとして、景観まちづくりに対する住民のより積極的な取り組みの必

要性を提示している。  

 しかし、Ｂの来訪者への調査結果によれば、大聖寺地区における文化施設が観光スポッ

トとして定着しつつあること、また「魅力に感じたもの」として良好な景観整備の形成を

評価しつつも、多くの改善すべき点が指摘されている。マイカーに頼らざるを得ない交通

事情の悪さ（二次交通問題）、町中の案内表示の不十分さ、およびＪＲ大聖寺駅周辺の衰

退の現状、人通りの少なさや夜間の暗さなどであり、これらの外部からの意見や評価を尊

重して、地域の再生に取り組まなければならない。  

 Ｃについては、 (2)―①が多いのは、加賀市が白山連峰の良好な眺望点を多く有するこ

と、白山山系からの豊かな水資源にめぐまれた地域であること、また大聖寺地区において

も、古来住民が愛着を持って仰ぎ見てきた最も大切な眺望景観であることの裏づけである。

(2)―④については、前節で記述したとおり、加賀市が歴史的景観整備事業を推進し、地域

住民も景観まちづくり活動に取り組んできたことが評価され、あわせて良好な景観が住民

の日常生活の中に定着してきた結果であろう。しかし、居住地域の現状や今後の課題（意

見・要望）については、全国の地方都市が抱えている課題とほぼ同じである。公共交通対

策、生活安全・防犯対策、地域コミュニティ・住民交流など、住民の高齢化や独居世帯が

増加していることが大きな要因であり、町に対する愛着は深いものがあるが、日常生活に

対する不便・不安が反映されており、特に「住民の足」となる公共交通対策が切実な課題

としてあげられている。 

 

６．総括および今後の課題  

 

 本章では、加賀市大聖寺におけるＮＰＯを中心とした地域住民と行政の連携と協働によ

る多様なまちづくり活動について、論考した。山ノ下寺院群周辺や旧大聖寺川の川辺は、

周囲の自然と調和した良好な景観が形成されてきており、特に、住民によるまちづくり活

動の始まりであった山ノ下寺院群の整備は、 2008（平成 20）年の「景観広場」 (17)の創設

でほぼ完了し、隣接する「古九谷の杜」・「九谷焼美術館」とあわせて住民や来訪者の散

策や憩いの場となっている。一帯は背後の丘陵の緑の連なりと寺院や民家の屋根に見られ

る「加賀の赤瓦」の重なりが絶妙のコントラストを生み出し、周辺の木々の四季の変化と

も調和して、年月を経て美しい歴史的景観を呈するようになった。（写真４－５、写真４

－６、写真４－７） 
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写真４－５　山ノ下寺院群景観整備事業　Ⅰ　　（筆者撮影）

写真４－６　山ノ下寺院群景観整備事業　Ⅱ　　（筆者撮影）

写真４－７　山ノ下寺院群景観整備事業　Ⅲ　　（筆者撮影）
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 また旧大聖寺川の川辺の景観整備については、2008（平成 20）年の屋形船の運航に対す

る「いしかわ景観賞」に続いて、2009（平成 21）年は石川県から地域おこしに取り組む団

体・個人に対して贈られる「石川地域づくり表彰」の大賞を「歴町センター」として受賞

することができた。これらが、報道されることにより、より多くの住民が、良好な景観は

「自分たちのもの」という意識をもって、大聖寺城下町に対する愛着を強めていくであろ

う（写真４－８）。ただし、景観まちづくりのめざすべき本来の目的は、規制の強化によ

る整った町並みを実現することではなく、地域の歴史的遺産を活用して住民が生き生  

きと、生活できるような快適で良好な景観を保全・創出することであり、地域コミュニテ

ィの再生につながらなければならない。以上の論考にもとづいて、大聖寺におけるまちづ

くりの実情と課題について、以下に総括する。  

①歴史的遺産が失われることへの危機感を抱いた住民により取り組みがはじまったこと。

しかし、この時期はバブル経済崩壊後の 1990 年代であり、かつて 1970 年代の都市開発の

ための、差し迫った景観破壊の危機に対する反対運動とは異なり、地域住民と行政との厳

しい対立はなく、良好な連携・協働関係でまちづくりを進めることができた。  

 

写真 4-8 旧大聖寺川「川下り船」 (北國新聞記事より転載 ) 
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②地域住民は、まちづくりへ主体的に参画することにより、歴史的遺産の価値を認識・共

有するとともに、「わたしたちのまち」「町並みはみんなのもの」という、社会性・公共

性をもった当事者意識を高めていった。  

③多様な主体によるまちづくり活動を通して、それぞれが行政との信頼関係を深めること

により、連携・協働が促進された。  

④特に全国町並みゼミの開催は、官民の協働関係を緊密なものとしていった。ＮＰＯのみ

ならず、市内の多様な個人や団体の協力を得ることができ、まちづくり活動に大きな飛躍

をもたらすこととなった。このゼミで分科会が開かれた山中温泉東谷地区は山村集落とし

て注目を集め、後に重要伝統的建造物群保存地区に選定された。  

⑤前節で記した各種アンケート調査結果の分析・検証を通じて、20 数年間にわたる大聖寺

における景観まちづくり活動が、地域住民や来訪者からもかなり評価されてきたと考える

ことができる。この間住民の町並み景観に対する意識がかなり高まり、あわせて来訪者か

らも大聖寺で魅力に感じたものとしての評価を得るまでになってきた。  

⑥大聖寺は「品格のある町」といわれるように、藩政期から続く文化活動が盛んで住民の

意識や能力が高く、生活も安定している。しかし、それが保守的な気風を生み出しており、

新しいものを受け入れたり、外部の人々との積極的な交流を阻んでいる要因となっている。 

⑦再生町屋の事業者が指摘していたように、町の賑わいの創出や、住民相互のつながりを

強めるためには、住民自身が当事者意識をもって、「自分事」としてまちづくりに自主的

に参画していくことが最も重要なことである。  

⑧近年は、町の人口は減少傾向が続いており、高齢化が進んで、市街地であっても空家が

増加している。このような現状に際して、景観まちづくり活動は、住民の理解や共感を得

やすいものであり、町に対する愛着や誇りを醸成するものとして、その活動の重要性が増

している。  

⑨まちづくりの手法としては、地域に遺された身近な歴史的遺産を掘り起こし、再生のた

めに活用する方策を考え、実践していくことである。すなわち何が歴史的遺産であるか、

慎重に見定めること、だれも気付かなかった身近な歴史的遺産に着目し（町並み・町屋・

川・通り・街道・伝統工芸品・茶の湯など）、その価値を認識して、まちづくりに活かし

ていく意識と能力が要求されるのである。  

⑩大聖寺は、石川県・富山県あわせて、三つしかない城下町の一つであるが（あとの二つ

は、金沢市と富山市）、知名度は高いとは言えない。しかし、「隠れた小さな城下町」と

して、多くの歴史的遺産が蓄積されており、多様なまちづくりへの活用が可能である。こ  

の点について、大聖寺を事例対象地域として文化遺産（歴史的遺産）の保全・活用施策を

論じた前川洋輝・小林史彦・川上光彦（ 2011）(18)は、「行政に加えて住民組織などの多様

な主体がまちづくりに参画することで、多様な取り組みの展開が実現したと考えられる。」

と結論づけており、多様な主体の参画が、大聖寺におけるまちづくりの進展要因であると

している。  

 大聖寺では現在も多様な主体によるまちづくりが展開されており、この結論に合致して

いるように見えるが、実際の活動における最大の課題は、相互の連携・協働がまだまだ不

十分なことである。この課題に取り組むとともに、ハード・ソフト事業を組み合わせた多

様な施策の展開や他地区のまちづくり団体との連携の強化など、今後も課題が山積してい
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るのが、実情である。  

⑪最後に、「大聖寺の観光まちづくりと住民意識」について、佐々木真理子（2008） (19) 

は、「まちづくりに対する興味・関心、および訪問者に対するおもてなしの気持ちが強い

層として、高齢者、無職・自営・主婦、大聖寺居住年数の多い人があげられる。」と指摘

している。実際、高齢者が「文化の祭典」において、彼らの生活体験と重なるイベントや

展示物に対して、強い興味・関心を示していることが多く見られることから、歴史的遺産

を活かしたまちづくりの担い手として、期待される可能性が見出せる。  

 

 

 

注  

                 

(1) 「従来、町並みに関しては、『保存』という語が使われてきた。 1974 年に結成された  

 町並み保存運動の全国組織も『町並み保存連盟』（のちに全国町並み保存連盟と改称）で  

 あった。通常、町並みにおける保存とは、都市構造の文化財的価値を評価し、これを現状  

 のままに、あるいは最低限の補強等を行って、対象の有する特性をそのままに維持してい  

 くことを意味している。一方、町並みにおける保全とは、都市構造の歴史的な価値を尊重  

 し、その機能を保持しつつ、適切な介入を行うことによって、現代に適合するように再生  

 ・強化・改善することを含めた行為全般を指している。つまり、町並みとは、生きた町並  

 みを生きたまま、その特性を活かしながら補強・再生することである。」西村幸夫『風景  

 論ノート』鹿島出版会、 2008 年、 162 頁、西村幸夫『都市保全計画』東京大学出版会、  

 2004 年、 10 頁により、本研究においては、この説に従って記述した。   

(2) 『加賀市史』、大聖寺町史編纂委員会編『大聖寺町史』、山口隆治『大聖寺藩祖・前田  

 利治』、瀬戸達「大聖寺の景観」（金沢職人大学校レポート）などを参考に記述した。  

(3) 白山は富士山・立山とともに日本三名山の一つに数えられ、石川・福井・岐阜の県境に  

 位置する。 2000ｍ級の山々からなる連峰で構成され、古代から信仰の山として加賀の人々  

 に崇められてきた。  

(4) 大聖寺城下町の西部に位置する標高 68ｍの山。中世の山城があったが、江戸時代初期  

 に破却され、大聖寺藩政期には城郭は再建されず、麓に藩邸があった。「お城山」として  

 領民の立ち入りは禁じられていたが、現在も大聖寺のランドマークである。  

(5) 「町屋」は、一般的には「町家」と表記されるが、大聖寺地区においては、八百屋や酒  

 屋、菓子屋などの商業活動の場としての活用・再生も目指すことから「町屋」と表記して  

 いる。  

(6) 田中喜男『大聖寺城下町と町人社会』能登印刷、 1990 年、 13－ 69、 153－ 173 頁。  

(7) 加賀市ホームページ。瀬戸達「大聖寺－楽しく、無理をせず、こころと形に残るよう  

 に」『証言・まちづくり』学芸出版社、 2011 年、 77－ 106 頁。埒正浩「石川の歴史的資産  

 を活かしたまちづくり―保存と再生と活用と―石川県加賀市大聖寺・金沢市大野町」『ま  

 ちづくり』４号、学芸出版社、 2004 年、 90－ 97 頁。  

(8) 「石川県九谷焼美術館」と連携し、九谷焼を中心とした陶芸の調査研究や講演会の開催、  

 また「茶房古九谷」（ミュージアムショップを含む）など、各種事業を行っている。  
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(9) 景観行政を担う主体であり、都道府県、政令指定都市、中核市は自動的になり、その他  

 の市町村は、都道府県知事との協議・同意によりなることが可能である。加賀市は良好な  

 景観の形成に積極的に取り組むため、石川県内で金沢市に次いで、景観行政団体になった。 

(10) 2005（平成 17）年に国の「全国都市再生モデル調査」に 587 件の応募の中、 156 件の  

 選定の一つに城下町大聖寺が選ばれて、補助金が支給されたことにより、始まった。  

(11) 大聖寺地区には、「町屋の形式を有する建物」のほかに、「武家屋敷の形式を有する  

 建物」も多数存在することから、加賀市では、これらを併せて「町屋」と称し、活用・再  

 生の検討対象としている。  

(12) 地元の建築士、公務員、教員、会社員、陶芸家などの加賀市民を中心に、十数人のメ  

 ンバーで「大聖寺の歴史的遺産を活かしたまちづくり」をテーマに活動を続けている。  

(13) ＮＰＯ法人「全国町並み保存連盟」創立 30 周年記念の年に、「第 27 回全国町並みゼ  

 ミ大聖寺大会」が、 2004（平成 16）年９月 17.18.19 日に開催され、「歴町センター大聖  

 寺」は、その実行委員を務めた。  

(14) 「西村幸夫町並み塾」は、 2004 年に「第 27 回全国町並みゼミ大聖寺大会」を石川県  

 加賀市で開催するにあたって、前年の奈良県橿原市で開催された「第 26 回全国町並みゼミ  

 かしはら・今井大会」で、西村氏から大聖寺での全国町並みゼミを一過性のイベントとし  

 て終わらせてよいのか、もっと町並み保存やまちづくりについて勉強する必要があるので  

 はないか。さらに、町並み保存やまちづくりが始まって 30 数年が経ったといわれるが、そ  

 の活動を最初に行った先達の方々の貴重な証言をきちんと記録に留めて全国発信する、そ  

 ういう活動が必要なのではないかという提案があり、加賀市や、かがＰＡＰ財団の支援に  

 よりスタートした。  

  ①全国における町並み保存やまちづくりのリーダーをゲストとして招いて、生の声を聞  

 きだし、記録にまとめること、②ゲストには自分史を含めて、その地域での活動を語って  

 もらい、町並み保存やまちづくりに対する考え方を学ぶこと、③ゲストの情熱やノウハウ  

 を参加者が共有し、これからのまちづくりに活かしていくことを目的としている。この塾  

 を通して、北陸はもとより全国各地のさまざまな町並み保存やまちづくり組織が連携し、  

 お互いに交流することや、各ゲストと参加者、参加者同士の人的なネットワークが広がる  

 ことを期待するとともに、北陸の地から全国に向けて町並み保存やまちづくり活動の情報  

 発信をするために、現在も継続して開催している。  

(15) 加賀市内の観光スポットを結ぶ二次交通機関として、 2000（平成 12）年９月に運行を  

 開始した周遊バスで、大聖寺地区に停留所が３ヶ所設置されている。  

(16) 加賀橋立の北前船の船主であった久保本家の邸宅の半分を大聖寺山ノ下寺院群の一角  

 に移築して公開し、現在は、市民の自治活動や文化的イベントの場として活用されている。 

(17) 山ノ下寺院群の一角をなす土地をＮＰＯ法人「歴町センター大聖寺」が買い取り、  

 「全国町並みゼミ大聖寺大会」を記念して、景観広場として整備した。   

(18) 前川洋輝・小林史彦・川上光彦「歴史まちづくりの展開過程における文化遺産の保  

 全・活用施策とその主体に関する研究」日本都市計画学会  都市計画論文集  Vol.46No.3 

  2011 年 10 月。  

(19) 佐々木真理子「『観光まちづくり』と住民意識についての研究―石川県加賀市大聖寺  

 住民の意識調査を通じて―」日本観光研究会、第 23 回全国大会論文集、 305－ 308 頁。  
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第５章 「北前船の里」・加賀橋立の船主集落における歴史的景観の保全と活用  

 

１．はじめに 

 

 北前船とは江戸時代後半期から明治中期にかけて、大坂と北海道を結んで日本海を往復

した商船のことで、米のみならず海産物や農産物、日用雑貨などを運び、当時の全国経済

に大きな影響を与え、特に日本海側の各地には多大な財と文化をもたらした。当時の大聖

寺藩領内には、橋立・塩屋・瀬越という北前船の三拠点があったが、中でも橋立は多くの

船主 (1)や船頭 (2)を輩出して、明治・大正期には「日本一の富豪村」と言われた。  

 彼らが居住した集落には、江戸末期から明治初頭の地割がほぼ当時のまま遺されている

とともに、豪壮な家屋や特色ある石垣等、歴史的景観を今日によく伝え、その歴史的・文

化的価値が高く評価されて、2005（平成 17）年末に、国の重要伝統的建造物群保存地区に

選定された。  

第３章で述べたように、加賀市には藩政期以来、特色ある多様な町が発達し、地域の再生

を図るについても、一律に考えることはできない。ただし、従来のように「温泉観光地」

という特色だけでなく、有形・無形の多くの歴史的遺産を有する都市であることが、近年

の住民活動や行政の施策によって、より明らかになってきた。それらのうち、本章では橋

立を研究対象とした。集落全体を対象とした歴史的景観の保全と活用への取り組みを明ら

かにするとともに、今後の課題を抽出し、検討する（図５－１）。  

 

 図５－１　加賀橋立の位置　　（筆者作成）

 

 

図 5-1 加賀橋立の位置 (加賀市ホームページより転載 ) 
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２．北前船の概要と経済的・文化的意義 (3) 

 

 北前船とは、古くから日本海側を一般的に指す言葉としてあった「北前」から派生した

もので、関西・瀬戸内地方と蝦夷（北海道）との間を往来して輸送にあたっていた北陸地

方の交易船をさした呼称である。またこの呼称は、日本海側の船が、瀬戸内海に入ってい

った時、内海地方でよばれたのが始まりであり、後には地元でも用いられるようになった。  

 北前船が交易船として日本海に登場してきたのは、江戸時代後半（ 18 世紀後半）頃から

で、当時の日本においては、江戸には幕府があり政治の中心地であったが、経済の中心は

大坂・京都などのいわゆる上方と呼ばれた地域であった。それ以前の蝦夷地や東北からの

物資は、もっぱら敦賀・小浜から琵琶湖を経由して、京都・大坂へ運ばれた。しかし、こ

のルートは海と陸を何度も経由することから、荷物の陸揚げや運賃コストがかさみ、新た

なルートの開拓が待たれていた（当時の物資の大量輸送は、海路が最良であった）。最初

のルートは、加賀藩により大坂廻米のために開拓された。1639（寛永 16）年、３代藩主前

田利常により整備され、５代藩主前田綱紀により強化された。慶長期（江戸時代初期）以

前より、敦賀の豪商高島屋伝右衛門との密接な関係があり、遅くとも１７世紀末（元禄時

代の頃）には完成された。これは、幕府の命令により、1672（寛文 12）年に河村瑞賢が西

廻り航路を開拓した時期よりも早かった。大聖寺藩においても、ほぼこの頃、大坂廻米が

始まったとされる。  

 加賀の「北前船主」の多くは、１７世紀後半～１８世紀初め、近江商人の雇われ船頭か

ら出発した。近江商人は、内地から最初に蝦夷地に入った商人といわれ、蝦夷地開拓によ

ってもたらされた交易品を運ぶ船の船頭や水主（かこ）として、若狭・越前・加賀の船乗

りたちを重用した。やがて航海を任され、商品売買を経験するにつれて、彼らはしだいに

商才を発揮しはじめ、独立性を高めていった。その後、１８世紀後半（宝暦・寛政の頃）、

蝦夷地において、他国商人の進出や、松前・江差方面での鰊の不漁などにより、近江商人

の独占的な地位が崩れてきた結果、自立して船主となり、最初の大飛躍期を迎えた。この

ことは、木材海運から発して、その財を元に北前船主として活躍した金沢の木屋藤右衛門

や銭屋五兵衛とは生い立ちを異にする。  

 北前船は「動く総合商社」とよばれるように、各寄港地での商品の仕入れや販売を行う

「買積船」として運航された（江戸と上方を結んだ菱垣廻船 (4)のような運賃積みではない）

ため、弁財船の船型も異なり、一航海で千両という莫大な収益をあげて、「海の長者」を

生んだ。反面「船板一枚の下は地獄」といわれたように、航海途中での事故や遭難が多く、

命を失う者も多かった。航路は西廻り航路が主で、基本的には大坂を基地に蝦夷地へ向け

て、１年１航海であり、往路を「下り」、帰路を「上り」といった。  

 加賀の北前船の場合は、春先に船乗りたちは大坂へ出発し（陸路）、大坂で積荷を集荷

する（綿・木綿・薬・酒・古着など）。大坂を出帆し、瀬戸内海各地の寄港地で取引を行

い（砂糖・塩・石材・生蝋など）、下関から日本海を北上し、浜田や温泉津で焼物や鉄を

買い、小浜・敦賀では縄・筵などを鰊の包装のために買う。生蝋を売って敦賀蝋を買う。

塩屋・橋立で「親方前」（船主への挨拶のため、立ち寄る）とよばれる半日の停泊をする。

大聖寺藩領内の海岸線は単調で、丘陵がせまり、橋立・塩屋・瀬越港は、いずれも港とし

ての条件が劣悪で、漁港としての機能のみで、大船を港内に繋留することは不可能であっ
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た。北前船は故郷を通過する時も「沖繋り」で、伝馬船で上陸して各自の家へ立ち寄った

（航海の途中であり、きわめて短い時間のみ許された）。能登からさらに出羽地方で米や

酒を買い、蝦夷地の箱舘・松前・江差などへ向かう。北前船が到着する初夏の頃は蝦夷地

は鰊の収穫期である。夏に鰊をはじめ各種の海産物（俵物・昆布・〆粕など）を買付け、8

月中に蝦夷地を出帆する。台風を外海で迎えないように下関まで直行し、瀬戸内各地で商

品を有利な港で売り捌きながら秋の終わりに大坂へ帰帆し、取引を済ませる。来春まで船

囲いし、大坂を出発、京都（本願寺参り）により、年末に加賀へ帰郷する（陸路）。  

 鰊からとれる〆粕は、本土に運ばれて水田や菜種・綿・藍などの畑作の肥料として江戸

時代後期から大正時代まで大量に用いられた。蝦夷地からの帰途の北前船はこの〆粕を大

量に積み、その他の海産物なども買い積み、往路とは逆に各地で売りさばきながら大坂へ

戻る。この大坂と蝦夷地との往復、特に「上り」において、莫大な収益が生じたのである。  

 明治以降、西洋型帆船の普及により、１年に２回・３回と航海が増加して、１９世紀の

間は、隆盛を極めた北前船は、東廻り航路（太平洋側）まで進出する船主もいたが、明治

の半ばを過ぎると汽船や通信技術、鉄道の発達により、北海道と東京との結びつきが強化

され、より早く大量に荷物や情報が各地を縦断するようになり、物流の主役の座を奪われ

て、衰退の一途をたどっていく。しかし、北前船主たちは、蓄積した資本をもとに、その

後も海運業や問屋商人、金融業に携わる者、土地を買って地主化する者などが多かった。  

 北前船は、日本海を往復して、北海道・加賀（北陸）・大坂をつなぐ大経済圏を形成し

たのみならず、それぞれの地域や途中の寄港地との間のさまざまな文化交流に貢献した。  

以下にその主な事例を抽出して述べる（図５－２）。  

 ① 京・大坂：北前船は近世から近代にかけての大坂経済に非常に大きな役割を果た  

  し、また根本から支える裏方的存在であった。近世中期以降の大坂および畿内の農  

  業は、綿作が盛んで、北前船によって北海道から運ばれてきた鰊（〆粕）を肥料と  

  して、大量に使用した。これは、近代以降、大阪近郊における紡績業や綿織物工業  

  の発展の基礎となったものである。また逆に、大坂から運ばれる木綿は、麻や藤な  

  どの衣料に長く依存してきた日本海沿岸地域の人々の衣生活を一新させる結果とな  

  り、仕事着の原料として重要なものであった。このように、北前船は木綿に代表さ  

  れる上方の文物を日本海側各地に運ぶとともに、これらの地域の生活と文化をより  

  高い水準へと引き上げていくことに貢献した。  

   また、おせち料理・京料理（懐石料理）・千枚漬・にしんそば・佃煮など、関西  

  で料理の決め手となる大量の昆布の供給を行って、その食文化の発達にも貢献した。  

 ② 江  差：18 世紀後半頃、「江差の５月は江戸にもない」といわれたように、鰊  

  漁で繁栄し、多くの廻船問屋が店を構えて、北前船により京友禅に代表されるような  

  京・大坂（上方）の文化が直接伝播した。また、信州の馬子唄が舟唄となり、「江差  

  追分」として成立した。  

 ③ 小  樽：明治以降、北海道経済の中心であり、観光名所となった運河ぞいに、加  

  賀の北前船主の倉庫が多く残されており、江差とともに石川県人が多く移住した土地  

  である。  

 ④ 加  賀：加賀の船主邸宅の庭石は、各地から運ばれた特徴ある石が多い。邸宅の  

  塀には、風よけを兼ねた装飾として船板を使用する。室内の板戸や天井の梁にも秋田  
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  杉などを使用した。伊万里焼など九州の焼物や萩焼・温泉津焼なども橋立に運ばれた。  

 ⑤ 山中温泉：湯治場として、北前船の船主や船頭が冬期に長期滞在し、さまざまな情  

  報交換の場となった。また、彼らが唄った寄港地などの民謡が混じりあって、民謡  

  「山中節」が成立した。  

 

 

 

 

図 5-2 北前船と航路・寄港地 (石川県立博物館・加賀市教育委員会資料より転載 ) 
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３．北前船主と大聖寺藩  

 

 大聖寺藩は、加賀藩の支藩として 1639（寛永 16）年に創設されたが、禄高７万石（のち

１０万石に増封）の小藩で、創立当初から財政難に苦しみ、これに対処するための殖産興

業政策は成果が上がらず、１８世紀初め（正徳の頃）に本藩や金沢・大聖寺の豪商から借

財をかさねるようになった。打開策として、本藩で開始されていた、北前船に着目した。

この航海業の創設に、西出孫左衛門（越前朝倉家の家老の出身）が、持船７艘すべてを藩

に献上して、実質的な北前船の創設者となり、橋立・塩屋・瀬越など領内の廻船業者に奨

励されていき、その後、２代藩主利明、３代藩主利直の時代に発展した。  

 藩の財政事情により北前船および船主が保護・育成された結果、特権的な商業勢力が発

生した。藩は彼らから運上金を徴収するために、士分扱いをし、またその代償として過分

の献金をさせた。このように近世の有力な海運業者はすべて、幕府や藩との関係を深めな

がら繁栄したが、大聖寺藩においても同様であった。ただ一つ、加賀藩（本藩）にも例の

ない、船主の登用法は、橋立の船主の後継者を藩の勝手方として正式の藩士としたことで

ある。３名が登用され、大聖寺城下町に居住し、北前船主からの御用金調達の要員として

利用されたのである。船主の側にも武士に昇格するのは、家門の誉とする風が強く、こう

した武士志向を藩がうまく利用して、財政補強を図ったものといえる。  

 さらに明治以降においては、彼らは銀行や保険会社、水力発電会社などを創業して、加

賀市の経済や金融に大きく貢献し、あわせて地元の小学校や第四高等学校（金沢）、大聖

寺中学校、江沼郡立病院の創設に協力するなど文化支援活動にも熱心で、現在まで継続し

ているものもある。  

 

４．加賀橋立・船主集落の特色と景観保全の意義 (5) 

   

 大聖寺の北方、日本海の沿岸部に位置する加賀橋立は、越前吉崎御坊に近く、中世末に

は本願寺門徒として活動した地域であったが、近世になると大聖寺藩の所領となった。近

世前半の橋立は、茅葺民家が建ち並ぶ半農半漁の集落であったとみられる。橋立に居住す

る人の多くは近江商人が所有する船の船頭や船乗りであったが、１８世紀後半から自立し

て、北前船の船主となる者があらわれ、最盛期 1796（寛政８）年には船主３４名や船頭８

名、多くの船乗りなどが居住する集落へと発展した。1872（明治５）年には大火に見舞わ

れたが、当時北前船の繁栄期であったため、速やかに痛手からたち直り、規模をより拡大

した豪壮な邸宅を再建し、復興を遂げた。明治中期以降、北前船はしだいに衰退し、船主

の多くも都市に居住地を移したが、橋立には往時の町並みがよく保存されていた。  

 しかしながら、同じ重要伝統的建造物群保存地区である温泉津（ゆのつ）などの北前船

の寄港地のように、町家や倉庫群が並ぶ商業活動の場として賑わったわけではない。あく

までも船主や船頭、船乗りが集住する閑静な居住地であった。すなわち、加賀橋立の最大

の特徴は、北前船を営んでいたにもかかわらず、そのための港が存在しなかったことに集

約される。このような町並み形態はほとんど類例がなく、これまでも専門家からこの特徴

的な加賀橋立の町並みをどのように評価すべきかについて議論されてきた。橋立の重要伝

統的建造物群保存地区は「船主集落」として他に類例がないものとされた（図５－３）。  
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図 5-3 加賀橋立  船主集落  重要伝統的建造物群保存 地区 (加賀市建設部資料より転載 )  

図 5-4 橋立における農家間取りから 船主屋敷  

   間取りへの変遷 (加賀市建設部資料より転載 )  

図 5-5 船主屋敷の外観の特徴 (加賀市教育委員会資料 より転載 )  
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 船主たちの生業は、商売の拠点となる問屋や倉庫を大坂や蝦夷地に構え、１年の大半は

航海で橋立の本宅を留守にするものであった。もともと橋立の船主は半農半漁の農民であ

ったが、船主として独立していった後は、集落の性質も自ら変化する。北前船により財を

成した有力な船主たちは、大聖寺藩に多額の献金をした。そのため、武士や侍格に取り立

てられる者や藩から広い屋敷地や良質の建築材を拝領した者もいた。これらの特徴的な生

業が町並みの形態にも影響を与えたようである。  

 地形は、日本海に面していることもあり、潮風から家を守るため、集落は海際の丘陵地

の谷筋に切り拓かれ、港町に適した一面もみられる。町並みは、起伏に富んだ丘陵地を利

用しているため、大半の家が石垣を築いて家を建てている。石垣の内部には、近くで産出

する柔らかい深田石を積み、外側の目につく所に中硬質の越前産の笏谷石（しゃくだにい

し）を積んだものが一般的である。石垣は垂直に積まれ、最も高いものは５ﾒｰﾄﾙ程あり重

厚な町並みを形成している。道は狭く曲がりくねり、謂れは定かでないが通りには名前が

ついている。航海の前に安全を祈願しに通った神社への道など当時の生活が偲ばれる小路

が多いのも重要な特色である。一方、従来は農民であるから、町家が連続する地区とは異

なり、農村型の屋敷構成を残している。また、板塀で囲まれた屋敷地には門柱を設け、主

屋も武家住宅の正面意匠を取り入れたものもみられる。その結果、港町や農村あるいは武

家町の折衷型といった町並み形態を呈している。これが、橋立保存地区を従来からある地

区の種別に当てはめることができない要因と考えられる。  

 さらに、船主の家もきわめて特徴的で、「橋立北前船主型」という農家型から発展した

独自の間取りと建築様式をもっている。棟の高い切妻造妻入の上屋と、その周囲に下屋が

廻る。屋根は加賀南部に多い赤瓦で葺かれ、棟に笏谷石が使われている。外壁は日本海か

ら吹きつける潮風を防ぐため、船板を再利用した堅板で覆われている。  

 内部は正面にゲンカンを設け、その奥に土間であるニワと板敷のチャノマ、ダイドコロ、

次に梁間いっぱいに及ぶ広いオエをつくる。オエは接客や居間として使われ、天井を高く

張り、梁組を見せる豪快で重厚な空間とする。板戸や天井板の造作材には秋田杉などの銘

木を用いるなど、寄港地から取り寄せたものも多く、北前船に因んだ特徴をみせている。

オエの奥は左右２列に各３室の計６室からなる畳敷の居室で、座敷側にクチノマ、ザシキ、

ブツマ、納戸側にクチナンド、ナカナンド、カギノマが配される（図５－４、図５－５）。  

 ブツマは当主が航海中で不在の春から秋にかけて使用する夏仏壇と、当主がいる冬に使

用する冬仏壇を置き、書院を付ける。ザシキやカギノマにはトコと棚等を構え、落ち着き

のある意匠でまとめる。また、ザシキなど居室上には２階が設けられ、部屋や物置として

利用された。総じて船主の主屋は規模が大きく、装飾豊かであり、船頭や船乗りの主屋は

これを縮小または省略した形となっている。この船主の主屋は、加賀地方の典型的な茅葺

農家の平面形式をもとに変化したものであり、変遷過程や茅葺の面影を留める建築もある。 

 このように加賀橋立にみる独自の町並みや民家の建築様式は、北前船による繁栄だけで

なく、航海中の見聞で培った船主独自の文化感覚がもたらしたものである。これらの船主

たちが創出した文化や町並みは、これまで地元の人びとや北前船研究者の努力により受け

継がれてきた。加賀市には北前船に関する資料が数多く残されており、北前船の経営や船

主たちの生活文化などについては、牧野隆信 (6)はじめ郷土史家により精力的に研究されて

きた。このため、全国の北前船研究者が集う「全国北前船セミナー」 (7)が毎年当地で開催
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され、2016（平成 28）年で 30 回目を迎えた。また、伝統的な民家を受け継いだ橋立の人

びとは、建築の価値を体感し、家をほとんど改造することもなく、愛着をもち、住み続け

てきた。  

 保存地区外に移築された船主の家々も多く遺されている (8)。北前船主の家は良い建築で

あると知られており、船主が商売を辞めた時、南加賀地方の農家によって買い取られ、大

切に住み続けられている。さらに、橋立に残された有数の船主屋敷の「跡地」には、城跡

を思わせるような石垣や多くの巨木がある。これは橋立地区が史跡としても保存する価値

が高い要因である。  

 

５．地域住民と行政の協働による歴史的景観保全の取り組み（図５－６）  

 

（１）歴史的景観まちづくり活動のはじまり  

 加賀市橋立において歴史的景観に対する地域住民の意識が高まってきたのは、1980 年代

に入ってからである。前節で述べたとおり、橋立には、北前船の船主屋敷や跡地が多く遺

されていたが、その中でも豪壮な邸宅（敷地が 1000 坪）であった酒谷長兵衛家の土塀が、

1981（昭和 56）年 12 月に強風で倒壊した。しかし、北前船の船主であった酒谷家は当時

東京に居住しており、橋立の本宅は空家状態で、土塀の倒壊を機に加賀市への売却を希望

した。加賀市教育委員会、文化財専門家、地元代表の三者による協議と、専門家による詳

細な調査の結果、内部は荒れ果てていたが、家の構造は立派であり、保存状態は非常に良

好で、活用が可能と判断された。  

 丁度その頃、北前船研究の第一人者であった牧野隆信の指導により、地元の若者が中心

となって、「北前船研究会」を立ち上げて（ 1981 年６月）、熱心に勉強会を継続していた。

彼らは酒谷家の屋敷を「北前船の里」（橋立は、寄港地ではなく、多くの船主を輩出した

北前船のふる里の意）である地元で保存してこそ価値がある、また建物の価値をさらに高

めるためにも、小路や板塀などもあわせて町全体の景観を保存することを主張した。地元

住民も保存を熱望して、市長に陳情するとともに、倒壊した酒谷家の管理・運営をする組

織として「北前船の里保存会」（個人で加盟、会員制）を結成した。  

 

（２）「北前船の里資料館」の開館  

 1982（昭和 57）年に加賀市が 5000 万円で買収し、他所へ移転して保存する意見もあっ

たが、牧野たちが強く主張したとおり、地元で北前船の資料館として活用することが決定

された（資料館としての諸経費などにより、最終的には１億 5000 万円かかった）。翌 1983

（昭和 58）年 10 月、「北前船の里資料館」として開館し、管理・運営は「北前船の里保

存会」が主体的に行うことになり、以後、資料館を核として、行政と協力して景観まちづ

くりに取り組んできた。 

 このことの背景として、1980 年代前半の頃、橋立の町でも家屋の立替えや空家の放置、

廃屋化や空地の増加による地域衰退の危機に直面していた。そのため、地域住民と行政の

協働による地域活性化と、歴史的景観保全の取り組みをはじめたところであり、地元住民

のボランティアによる集落内の清掃活動など、行政に住民の熱意が伝えられた。  
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 図 5-6 加賀橋立の歴史的景観保全の取り組み (加賀市教育委員会資料より転載 ) 
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（３）「重要伝統的建造物群保存地区」選定へ向けての動き 

 地元住民によるこのような歴史的景観保全の取り組みに応えて、加賀市は、 1995（平成

７）年に「加賀市ふるさとの歴史的景観を守り育てる条例」を制定し、それに基づき橋立

北前船の里地区を「歴史的景観整備地区」に指定した。地区内では、届出制による建造物

の形態・意匠などの景観形成基準が定められ、それに対する助成制度が用意されて、公共

施設も整備された。またこれに伴い、地区内の建築行為の届出に対して景観形成基準との

照合や確認がなされ、住民の意思による歴史的景観の保全活動が進められた。  

 このような成果が徐々に現れるにつれて、歴史的景観を文化財として、より厳格に保全

すべきとの声が住民・行政双方から高まり、国や自治体の支援制度が充実した「伝統的建

造物群保存地区制度」の適用に向けた動きが進んだ。加賀市は 2001（平成 13）年から 2003

（平成 15）年の３ヵ年に亘って、伝統的建造物群保存対策調査を実施する一方、地元住民

への説明会や景観ワークショップをくりかえし、また住民と市が先進地域への視察や話し

合いを重ねた結果、保存地区における歴史的建造物は修理し、一般建造物は町並みとの調

和を図るように修景していくことについての理解と合意を得た。その成果に基づいて、2004

（平成１６）年に「加賀市伝統的建造物群保存地区保存条例」を制定・公布し、 2005（平

成１７）年４月には「加賀橋立伝統的建造物群保存地区及び保存計画」を決定・告示し、

７月に文化庁へ申請した結果、12 月に全国で７０番目の国の「重要伝統的建造物群保存地

区」に選定された。これに伴って、全町民による「加賀橋立まちなみ保存会」が立ち上げ

られ、現在も活動が継続している。  

 

（４）加賀橋立「重要伝統的建造物群保存地区」選定に向けての保存事業実施過程 (9) 

 前項で述べた「重要伝統的建造物群保存地区」選定への過程の詳細について、Ⅰ期から

Ⅴ期に区分して、以下に明示する。  

 

Ⅰ期  1990 年代、歴史的景観整備事業のはじまり   

・1992（平成 ４）年、「加賀市歴史的景観整備計画」策定  

  重点整備地区：橋立・大聖寺山ノ下寺院群（歴史的価値が高いと評価される）  

・1995（平成 ７）年、「ふるさとの歴史的景観を守り育てる条例」制定  

  橋立北前船の里地区を「歴史的景観整備地区」に指定  

・1999（平成 11）年、文化庁の事前調査（市内の橋立、瀬越、大聖寺、山代を視察）  

Ⅱ期  2000（平成 12）年度、「伝統的建造物群保存地区」指定への取り組みのはじまり  

・前年の文化庁の調査により、文化財的価値が高いと評価される（市内で橋立のみ）  

・７月、地元代表者（市議、区長等６名）に事業概要説明  

・８月、第１回 伝建事業地元説明会（３０名出席）  

・９月、伝建事業に関する町民アンケート実施  

・10 月、伝建地区（五個荘町、近江八幡市）視察研修（調査準備委員会１６名参加）  

・11 月、第２回 伝建事業地元説明会（３０名出席）  

・12 月、重伝建地区（上中町熊川宿）視察研修（調査対象建物所有者等２４名参加）  

・   滋賀県立大 土屋敦夫教授に来年度保存対策調査の依頼  

・   建物所有者意向調査実施（大正時代以前を対象５２戸、約１００棟）  
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・   冊子「町並み保存Ｑ＆Ａ」を橋立町全戸に配布  

・２月、橋立町臨時総会で伝建事業推進についての合意を得る（４１名出席）  

・３月、伝建地区（平村、金沢東山ひがし）視察研修  

    （調査準備委員会、自衛消防団、婦人会１９名参加）  

Ⅲ期  2001（平成 13）年度、保存対策調査（第１年目）  

・６月、第１回・第２回 予備調査（土屋教授、金沢工大  谷教授、冨島講師）  

    地元懇話会（土屋教授、冨島講師、地元調査委員５名）  

・７月、文化庁主催 伝統的建造物群保護行政会議が加賀市で開催  

    （橋立町を見学後、橋立の町並みについての討論会開催）  

・８月、第１回 橋立町まちなみ保存協議会（地元委員３１名で発足）  

    建物調査説明会（冨島講師、伝建物所有者３５名出席）  

・９月、第１回 建物調査（前期１４件・後期１５件、土屋教授、冨島講師、学生）  

・10 月、景観調査説明会（地元３０名出席）  

    講演「歴史的景観とまちづくり」（谷教授）  

    第２回 建物調査 ２５件調査(土屋教授、冨島講師、学生）  

    第１回 景観調査（谷教授、学生６名、地元住民４名）  

・11 月、第２回 景観調査（谷教授、学生６名、地元住民８名）  

・12 月、講演「北前船の話」（見附学芸員）  

・３月、第２回 橋立町まちなみ保存協議会  

・   調査中間報告会（地元住民、建物所有者、建築技術者  計５０名出席）  

    報告「橋立の町並みについて」（冨島講師）  

    講演「文化財を活かしたまちづくり」（文化庁江面主任調査官）      

   2002（平成 14）年度、保存対策調査（第２年目）  

・６月、第１回 景観ワークショップ（谷教授、橋立町住民２２名参加）  

・８月、第３回 橋立町まちなみ保存協議会  

・９月、第３回 建物調査（移築された建物７件） (土屋教授、冨島講師、学生）  

・10 月、第２回 景観ワークショップ（谷教授、橋立町住民２５名参加）  

・11 月、伝建地区へのアンケート調査（対象地区１０箇所）  

・   橋立町青年団での勉強会「北前船の里橋立町の歴史」  

・２月、第３回 景観ワークショップ（谷教授、橋立町住民１８名参加）  

・   第４回 橋立町まちなみ保存協議会（１３名参加）  

・   調査報告会（地元住民、建物所有者、建築技術者  計４３名出席）  

    報告「橋立の町並みについて」（土屋教授）  

    討論会「町並みの保存対策を考える」  

   2003（平成 15）年度、保存対策調査（第３年目）  

・７月、まちづくりワークショップ（全国町並みゼミ大聖寺大会プレイベント）   

    （谷教授、土田助教授、金沢美大  鍔助教授、橋立中学生２５名参加）  

・２月、第５回 橋立町まちなみ保存協議会（１６名参加）  

・３月、保存方針説明会 計４０名参加（橋立町住民３３名、地元建築技術者７名）  

    講演「橋立集落の形成と変遷」（冨島助教授）  
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    討論会「橋立集落の保存方針とは」（谷教授、土屋教授、冨島助教授）  

・   第４回 景観ワークショップ 計３６名参加（うち建築技術者５名）  

・   保存対策調査報告書の刊行  

・   ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ版『北前船の里橋立の町並み』を橋立町全戸に配布  

Ⅳ期  2004（平成 16）年度、「伝統的建造物群保存地区」決定に向けた動き  

・４月、文化庁現地踏査および保存方針説明会（その２）  

    保存方針説明会 計３９名参加（橋立町住民３３名、地元建築技術者６名）  

    講演「橋立北前船主型民家とは」（土屋教授）  

    討論会「廻船の家の保存方針とは」（谷教授、土屋教授、江面主任調査官）  

・   第５回 景観ワークショップ 計３３名参加（うち建築技術者４名）  

・   橋立町臨時総会での保存条例説明会  

    （出席世帯３９件＋委任状世帯２８件  計６７件）対象１２７世帯  

・６月、「加賀市伝統的建造物群保存地区保存条例」制定・公布  

・８月、第６回 橋立町まちなみ保存協議会（１５名参加）   

・９月、全国町並みゼミ「加賀大聖寺大会」開催  

・10 月、伝建地区決定に向けた説明・意見交換会  第１回（橋立町住民２８名参加）  

・   第６回 景観ワークショップ 計２１名参加（うち建築技術者３名）  

・12 月、第７回 橋立町まちなみ保存協議会（１３名参加）  

・   伝建地区決定に向けた説明・意見交換会  第２回（橋立町住民２４名参加）  

・   伝建地区決定の同意書を全戸に配布  

・２月、伝建地区決定に向けた説明・意見交換会  第３回（橋立町住民３１名参加）  

Ⅴ期  2005（平成 17）年度、「重要伝統的建造物群保存地区」に選定  

・４月、「加賀橋立伝統的建造物群保存地区及び保存計画」決定・告示  

・   橋立町並み見学会 参加者 約６０名（「西村幸夫町並み塾」の参加者を含む）  

・７月、加賀市から文部科学大臣への「重要伝統的建造物群保存地区」選定申請  

・   伝建地区保存事業説明会（橋立町住民３０名参加）  

・８月、第１回 加賀橋立まちづくり講座（計２４名参加）  

・10 月、国の文化審議会の選定の答申  

・11 月、第２回 加賀橋立まちづくり講座（計５０名参加）  

・   第３回 加賀橋立まちづくり講座  関宿、岩村町視察  

        （加賀橋立まちなみ保存会  計７名参加）  

・12 月、２７日に国の「重要伝統的建造物群保存地区」選定の官報告示  

・１月、第４回 加賀橋立まちづくり講座 デザインゲーム  

・３月、「重要伝統的建造物群保存地区」選定記念イベント（記念式典）  

    第５回 加賀橋立まちづくり講座  パネルディスカッション（約１００名参加）  

   （講師 苅谷参事官、谷教授、土屋教授、小林教授、土田教授、宮本保存会顧問）  

 以上のように、保存対象調査の開始（ 2001）から、重要伝統的建造物群保存地区選定（ 2005）

までの期間が５年間という異例の速さであったが、その間、地域住民・行政・専門家の間

で、多様な情報交換が行われて、相互の信頼関係が構築された。その結果、どの過程にお

いても、第２章で例示したような反対意見は見られなかった。  
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（５）「重要伝統的建造物群保存地区」選定に対する住民の合意形成の要件  

 加賀橋立への加賀市の「伝統的建造物群保存地区」（以下、「伝建地区」とする）指定、

及び国の「重要伝統的建造物群保存地区」（以下、「重伝建地区」とする）選定に対する

地域住民の合意形成の要件について以下に集約する。  

① 橋立地区は人口流動性が低く、住民のほとんどが北前船の船主や船乗りの子孫であり、 

 牧野隆信ら専門家を中心に北前船の研究が進んでいた頃に、酒谷家を加賀市が買収し、  

 1983（昭和 58）年に「北前船の里資料館」が開館して、住民による景観まちづくり活  

 動が継続していく中で、集落全体の歴史的景観保全に対する住民の意識が高められた。  

② 1990 年代以後、社会状況が大きく変化していく中で、加賀市は条例制定などにより、 

 歴史的景観整備事業に取り組み、橋立を重点整備地区として、地区内の景観整備を進め  

 るとともに、地元住民との協働による歴史的景観まちづくりを進めていった。  

③ 2000（平成 12）年から、橋立を「伝建地区」とする取り組みが始まったが、その前  

 年の文化庁の事前調査により、加賀市内において橋立のみが「伝建地区」指定に向けて  

 の調査対象とされた。しかし、この頃は、地元住民にとっては、以前から変わらない、  

 あたりまえの集落景観であり、「文化財的価値が高いということが理解できない」とい  

 う意見が多かったが、伝建事業地元説明会や町民アンケートの実施、他所の「伝建地  

 区」への視察研修などが行われて、翌年からはじまる保存対策調査の準備が整えられた。  

④ 2001（平成 13）年、2002（平成 14）年、2003（平成 15）年の３年間をかけて、専門  

 家の指導のもとで、加賀市による保存対策調査が実施されたが、それと並行して、「北  

 前船の里保存会」と行政との協働により、住民に対する調査報告会や説明会・ワークシ  

 ョップ、講演会などをくりかえして、集落の文化財的価値や建造物の修理・修景への助  

 成制度、土地・建物に対する減税措置などについての理解を得るとともに、住民からの  

 意見集約をおこなった。  

⑤ ３年間の保存対策調査の後、 2004（平成 16）年６月に保存条例が公布されたが、こ  

 の後、住民からの反対もなく、 12 月に「伝建地区」決定の同意書が橋立住民の全戸に  

 配布され、承認を得ることができた。そして、 2005（平成 17）年 12 月に「重伝建地  

 区」への選定が実現したのであるが、その重要な要件として挙げられるのは、この事業  

 に対する加賀市の行政としての対応であった。直接の担当責任者が歴史的建造物に精通  

 し、事業の全期間を通して一貫して職務を果たし、高い専門性を持って住民にも丁寧に  

 対応したことにより、住民との信頼関係を築くことができたことである。  

⑥ 一方、地元住民はワークショップなどを通じて、建造物の「外観保存」・「内部自  

 由」というこの制度の特徴に対する理解が深まったことにより、日常生活の規制に対す  

 る不安が払拭された。また、「重伝建地区」への選定をまちづくりの一環として位置づ  

 けるとともに、観光振興による活性化ではなく、多くの住民が望んだ船主集落としての  

 居住環境の向上を目標としたことに賛同した。  

⑦ 地元住民の反対がなかったことの要因として、「重伝建地区」選定によって、経済的  

 な不利益や利害の対立が生じなかったことを挙げることができる。加賀市には地場産業  

 としての製造業が多く、橋立住民はほとんどが給与所得者であり、地区外で就業してい  

 る。したがって、生活維持に直接関係がなかったことと、三世代同居による継続居住の  

 意向や、町並み景観や住環境の保全・向上意識も強かったことによるものである。  
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６．「重要伝統的建造物群保存地区」選定と「まちづくり」への活用  

 

 「伝統的建造物群保存地区制度」は、本来文化財保護法に基づくものであり、伝統的建

造物群およびこれと一体をなして歴史的風致を形成している地区全体の環境を文化財とし

て保存するとともに、それらを地元住民の生活の維持・向上をはかるために活用すること

を目的としたものである。そのために専門的な調査を行い、その結果に基づいて、自治体

の議会が条例を定めて「伝建地区」として指定し、さらに文化庁が国の文化審議会の答申

を受けて「重伝建地区」として選定するという非常に複雑なプロセスを経て成立すること

になる。前節で述べたように、加賀橋立においてもこのようなプロセスを経て「重伝建地

区」に選定されたのであるが、このことは、まちづくりの到達点ではなく、以後はその地

区にとってどのように活かすかという次なるステップのはじまりである。橋立地区の保存

対策調査からまちづくりまでを一貫して指導・助言してきた谷明彦（ 2013）は、「実際に

『重伝建地区』を活かしていくには、文化財の価値を最大限保全することと、地域の活性

化のために活用するということの、両方のバランスを取ることが求められる。（略）『重

伝建地区』の多くが、もともと経済発展から取り残された地区であることを考えると、経

済的健全性を保つためには、行政の補助に頼るのではなく、観光収入、地場産業、住民の

給与所得など外部から収入を得る必要がある。以前は、『重伝建地区』になると、修理・

修景に助成が受けられる上に、行政が優先的に公共施設建設や景観整備事業を行ったが、

『重伝建地区』が増加し、行政の財政的余裕がなくなってきている現状では、『重伝建地

区』になっただけでは活性化の道筋は見えてこない。その先のまちづくりの戦略を立てて

望まないと、地区の真の活性化は望むべくもない」 (10)として、「重伝建地区」に選定され

るということをまちづくりの戦略として考えるべきであり、まちづくりは地道な活動と継

続的な取り組みが不可欠であると述べている。  

 また、金沢市内の４箇所の重伝建地区の選定に関わってきた川上光彦（ 2013）は、「町

並み保存は、あくまで地域の活性化を優先する事業で、まちづくりの観点から『重伝建地

区』を捉えるなら、伝統的な町並みの存在を軸にして、地域の個性を発信する機会に恵ま

れた地域であることは間違いない。地方のほとんどが多かれ少なかれ活力の低下に悩まさ

れている状況にあって、地域再生の武器として活用できる貴重な資源を手にしているのが

『重伝建地区』なのである。（略）『重伝建地区』の町並みは、そこに人が生活している

からこそ地域振興の軸になるのであり、全国の例を見ても歴史的な町並みを活かして成功

している地域は、地元在住者やその地域に関わる商業者などのグループがまちづくり活動

の中心となって動いている。『重伝建地区』を選定するのは国であるが、その地区に活気

を取り戻す施策の実践には、地元の人々が主導権を握ることが重要である」(11)として、「重

伝建地区」の活用における地元住民を主体としたまちづくり活動の重要性を指摘している。

このような観点に留意しつつ、「重伝建地区」選定に関する全国的な動向、および石川県

内の「重伝建地区」の特色やまちづくりへの活用の状況について、以下に示す。  

 

（１）社会状況の変化に伴う「重伝建地区」選定数の推移（第１章  表１－４参照） 

 1976（昭和 51）年の最初の「重伝建地区」選定から 40 年が経過し、その間選定時期に

よって多少の違いはあったものの、選定地区は順調に増加している。2015（平成 27）年ま
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でを５年ごとに区切って選定数を見ると次のとおりである。  

表５－１ 重伝建地区選定年度別件数 

年度 選定件数 累計件数 

1976（昭和 51）年 - 1980（昭和 55）年 15 15 

1981（昭和 56）年 - 1985（昭和 60）年 7 22 

1986（昭和 61）年 - 1990（平成２）年 7 29 

1991（平成３）年 - 1995（平成７）年 12 41 

1996（平成８）年 - 2000（平成 12）年 16 57 

2001（平成 13）年 - 2005（平成 17）年 16 73 

2006（平成 18）年 - 2010（平成 22）年 15 88 

2011（平成 23）年 - 2015（平成 27）年 23 111 

 

表５－１に従って、「重伝建地区」選定数の推移を見てみると、最初の選定年である 1976

年に集中して選定された後、 1970 年代後半から 1980 年代はまだ少数であったが、バブル

経済崩壊後の 1990 年代以降、ストックを重視する社会状況へと転換し、ほぼそれ以前の２

倍強のペースで選定されていくとともに、この制度への評価が高まっていった。さらに

2011 年以後は、大幅に増加しており、この制度のもつ特性が国民の間に浸透し、定着して

いることを裏づけるものである。現在も「伝建地区」指定をめざした文化庁の事前調査を

多くの自治体が申請しており、このような増加傾向は今後さらに続くと予想される。各自

治体が「重伝建地区」選定をめざす意義を要約すると次のとおりである (12)。 

① 住民が、それまで気付かなかった地元の町並みに対する歴史的・文化的価値を再発見  

 ・再認識し、誇りや愛着を強めることと、自信を持つことにつながる。  

② 各種のメディアを通じて、地区の知名度が向上し、観光客の増加やその地区の固有の  

 財産である伝統行事や伝統芸能・祭りの復活を果たすことにつながりやすい。  

③ 建造物の規制が厳しくなることで、地区全体の景観が保全され、規制があるにもかか  

 わらず、地価が上昇する地区も多くみられる。  

④ 「重伝建地区」には、ホンモノの建造物に実際に人が居住しており、歴史の重みとと  

 もに、価値を増していくものであり、「古いこと」に価値があるとして、景気の動向に  

 大きく左右されない観光地として人気が高まる地区が多い。  

 

（２）石川県内の「重伝建地区」の特色とまちづくりへの活用状況（選定年月日順） (13) 

① 金沢市「東山ひがし」（茶屋街）－－  2001（平成 13）年 11 月 14 日  

  1820 年の加賀藩による茶屋街創立以来の伝統的建造物と町並みが良好な状態で遺さ  

 れており、 1975（昭和 50）年、「伝建地区」制度が創設された当初から、その第１号  

 の指定をめざしていたが、当時の居住者が、戦後に来住した人びとが多く、すでに住宅  

 地としての性格を拡大しており、茶屋街としての歴史に懸念を持ち、「教育環境に良く  

 ない」や「建築規制を嫌う」などの強い反対があった。そのため、その時は指定を断念  

 したが、その後、文化財行政ではなく、観光行政による対応がなされ、 26 年後に石川  

 県内で最初に選定された。現在、全国的にも知名度が高く、金沢市の重要な観光スポッ  

 トとなったが、逆に伝統的な雰囲気は損なわれつつあり、観光公害が深刻化している。  
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② 加賀市「加賀橋立」（船主集落）－－  2005（平成 17）年 12 月 27 日  

  北前船の船主・船頭の居住地として、農村集落の形態を遺し、二階建て、切妻屋根、  

 赤瓦、周囲は板塀や土蔵が配される。敷石や石垣には淡緑青色の笏谷石が使われている。  

 このような歴史的景観を保全・活用するため３年間の保存対策調査を経て、当時として  

 は異例の速さで選定までこぎつけた。石川県で２例目であり、後続する他の「重伝建地  

 区」選定の先行事例となったが、選定後は、建物の改修などの整備は進んだが、空地・  

 空家を対象としたまちづくりは学生が中心となって、取り組んでいる。  

③ 金沢市「主計町」（茶屋街）－－  2008（平成 20）年６月９日 

  加賀藩の３茶屋街の一つとして、金沢市の「伝建地区」に指定されてから、「重伝建  

 地区」選定まで５年間を要した。「東山ひがし」よりさらに面積が狭いが、土産物屋が  

 建ち並ぶということがなく、昔ながらの茶屋街の雰囲気をよく留めている。また、 1999 

 （平成 11）年、全国に先駆けて、旧町名が復活した地区としても知られている。  

④ 輪島市「黒島地区」（船主集落）－－  2009（平成 21）年６月 30 日 

  加賀橋立と同じく北前船の船主集落であるが、通りに面して住宅が密集して並んでお  

 り、廻船問屋が存在して、橋立とはまったく異なった景観を呈している。調査開始から  

 ２年程という超スピードで選定にこぎつけた能登地方で唯一の「重伝建地区」である。  

  江戸時代は、幕府の天領であり、黒瓦と下見板張りの連続した美しい町並みが、「重  

 伝建地区」に相応しいという声が以前からあったが、その気運が高まったのは、 2007 

 （平成 19）年に発生した能登半島地震で黒島全体が大きな被害を受け、建造物取り壊  

 しに対する危機感から保存対策調査が実施された。  

  しかし、選定までが非常に短期間であったことで、地元以外で知名度がきわめて低い  

 こと、輪島市の受け入れ体制が十分整っていなかったこと、住民のまちづくりに対する  

 意識の盛り上がりに欠けることなど、さまざまな負の面がでてきた。現在は、住民によ  

 る自立的なまちづくり活動の実現をめざして輪島市（行政）、専門家、金沢工業大学の  

 ３者が協働して、まちづくりを支援している。  

⑤ 金沢市「卯辰山麓」（寺町）－－  2011（平成 23）年 11 月 29 日 

  城下町金沢の三寺院群のひとつ、藩政期に城下町の都市計画に基づいて、浅野川東岸  

 の北国街道沿いに計画的に集中配置された。卯辰山の傾斜地を利用した寺院独特の構造  

 と景観が遺され、「東山ひがし」地区と重なって、重要な観光エリアとなっている。 

⑥ 加賀市「加賀東谷」（山村集落）－－  2011（平成 23）年 11 月 29 日  

  山中温泉からさらに奥の谷間に形成された四つの集落を合わせた地域で「重伝建地  

 区」の選定範囲が非常に広い。 2004（平成 16）年の全国町並みゼミ「加賀大聖寺大会  

 で会場となって注目され、養蚕や炭焼きで栄えた山村集落と周辺の景観が原形を留めて  

 いるということが評価された。加賀橋立と共通する大屋根の切妻づくりや赤瓦と、煙出  

 しを設けた建物と谷間を流れる川が形成した地形や良好な環境が遺されているが、現在  

 常住する住民が極めて少なく、まちづくりへの取り組みは始まったばかりである。  

⑦ 白山市「白峰地区」（山村・養蚕集落）－－  2012（平成 24）年７月９日  

  日本海に注ぐ手取川の最上流、白山山麓に位置する地域で、他の人口集積地からはな  

 れた場所であるが、藩政期には天領として養蚕業で繁栄し、近年まで 1000 人規模の人  

 口を維持して、町場の雰囲気を持つ伝統的町並みを保っていた。豪雪地帯である白峰で  
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 は、独特の総二階大屋根の大規模な切妻屋根の建造物が遺されており、「重伝建地区」  

 への選定を念頭に置いて、 2005（平成 17）年から、地元住民と行政、大学（金沢工業  

 大学・金沢大学など）との協働によるまちづくり活動を行ってきた。地元住民のまちづ  

 くりに関する関心が非常に高く、積極的な活動を行う姿勢がまちづくり賞の受賞にもつ  

 ながっている。  

⑧ 金沢市「寺町台」（寺町）－－  2012（平成 24）年 12 月 28 日 

  城下町金沢の三寺院群のひとつで、金沢城の南西、犀川の南に位置し、加賀藩前田家  

 の墓所へと至る旧野田道沿いに形成された野田寺町と、白山への参詣道である旧鶴来道  

 沿いに形成された泉寺町からなる二つの寺町が特徴的な景観を呈している。選定以後、  

 地区内にある多様な宗派の寺院の連携によるまちづくりへの取り組みが始まっている。  

 以上のとおり、2016（平成 28）年現在、石川県内では８箇所が「重伝建地区」に選定  

されているが、これは京都府を超えて全国最多である。しかし、最初の「東山ひがし」の  

選定が 2001（平成 13）年であり、全国的に見ると、決して早くから「重伝建地区」に選定

されてきたわけではない。 2000 年代から短期間に選定が続き、特に 2011 年以降に集中し

ているのは、全国的傾向と一致している。したがってある地域が「重伝建地区」として認

められるためには、ただ古い町並みが存在するだけではなく、そこで暮らす住民の側に伝

統的な建造物や景観と共存するという意識の高さが必要である。石川県でも制度が始まっ

た当初は、「東山ひがし」のように、「重伝建地区」の意義や趣旨が地元住民に十分伝わ

らず、選定を目指す動きも進まなかった。しかし、2001（平成 13）年に「東山ひがし」が

県内で初めて選定されて以降、15 年間で飛躍的に件数を増加させた。戦災の被害を受けず、

古い町並みが多かったことに加えて、行政が町並み保存施策を積極的に続けてきたことや、

石川県民に歴史的なものを大切にする気質があったこと、町会など地域コミュニティの活

動が比較的活発であったことが、短期間に多くの選定につながる要因になったと考えられ

る。しかし、今後は、「重伝建地区」に選定されただけでなく、どのようにそれを活かし

ていくかが問われることになる。このことは、「加賀橋立」にとっても大きな課題であり、

次項で重伝建地区選定後のまちづくりの現状や課題について、検討する。  

 

（３）「重伝建地区」選定後の「加賀橋立」におけるまちづくり (14) 

 2005（平成 17）年の重伝建地区選定後の 10 年間で、修理・修景された建造物（土蔵・  

板塀などを含む）は 44 件となり、町並みの整備は順調に進んできたが、一方で住民は「重

伝建地区」選定により達成感を持ったことで、その後のまちづくりの必要性に対する意識

が乏しかった。そのため、2010（平成 22）年から、「加賀橋立まちなみ保存会」と加賀市

からの依頼により、住民・行政・大学の協働によるまちづくり体制が構築された。金沢工

業大学・金沢美術工芸大学・石川工業専門学校の学生を主体として、住民と行政職員が参

加する形態でまちづくりが進められてきたが、その活動は空地・空家の整備や活用を中心

としたものであり、概要は以下のとおりである。  

① 旧西出家の庭園と防災・交流広場としての整備   

  旧西出家は、豪壮な船主邸宅であったが、主要な建物は喪失して、 2002（平成 14） 

 年、加賀市の所有となっていた。しかし、その後整備は行われていなかった。  

② 木村家のギャラリー化と庭園・土蔵の整備・公開  
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  生物学者や哲学者を輩出した木村家は中規模の船頭住宅である。ここを加賀橋立ての  

 将来の拠点施設として、喫茶空間を併設したギャラリー化し、観光客の休憩所や地元住  

 民のコミュニティ空間とすることを目指す。学生主体の活動で 2013（平成 25）年開館。 

③ 「眺望の道」の整備 

  橋立町の中央の高台で、赤瓦の家並みが眺望できる場所を「眺望の道」と呼ばれる歩  

 行者専用路として、観光客も通りやすくなるように整備する。  

④ 建造物の修理・修景のための資材バンクの調査  

  放置されている貴重な資材である赤瓦や笏谷石を収集し、今後の整備に再利用するた  

 めに、地区内の赤瓦や笏谷石の位置、枚（個）数を調査し、資源分布図にまとめた。ま  

 た収集した資材は、西出家を集積場とした。   

⑤ 地区模型の製作とホームページ・パンフレットなどの作成  

  「加賀橋立まちなみ保存会」の依頼により、金沢工業大学が 500 分の１の地区模型を 

 作成し、「北前船の里資料館」に展示した。また学生により、ホームページを開設して、  

 地区内の住民には、まちづくりの過程の公開、地区外の人々には加賀橋立の魅力を発信  

 することを目的としている。まちあるきパンフレットのデザインも一新して配布した。  

⑥ 県内の他の「重伝建地区」との交流・情報交換  

  加賀橋立は、県内の他の「重伝建地区」の先行事例として、行政担当者間で情報交換  

 を実施し、 2012（平成 24）年からは、地区内の住民相互にも拡大して、大学の呼びか  

 けにより、ネットワークの構築や、交流イベントの実施を図っている。  

 「重伝建地区」選定後は、このように大学生の主体的な活動によるまちづくりが進めら  

れているが、その目的は地区住民が自立的な活動として行えるようサポートすることであ

り、そのためにも、住民のまちづくりに対する意識の向上が必要である。  

 

７．まとめ・考察と今後の課題  

 

（１）まとめ･考察 

 本章では、加賀橋立の北前船の船主集落における、地域住民と行政の協働による歴史的  

景観の保全と、その活用について論考した。加賀橋立は全国ではじめて「船主集落」とし

て、「重伝建地区」に選定されたが、この貴重な歴史的遺産をいかに保存し、かつ現代に

活かしていくかということについて、以下の事柄が明らかになった。  

 第一に、「重伝建地区」選定に向けての地域住民の合意形成が異例の速さで実現した要

件としては、橋立地区は住民のほとんどが北前船の船主や船乗りの子孫であり、 1983（昭

和 58）年に「北前船の里資料館」が開館した後、住民と行政の協働による景観まちづくり

活動が継続していく過程での選定であったこと。またその間、行政の一貫した丁寧な対応

と、交流や情報交換のための「場」がくりかえし設けられて、十分なコミュニケーション

が図られたことにより、住民の伝建制度への理解が深まるとともに、不安や不信感が払拭

されて、双方の間に信頼関係を築くことができたこと。あわせて、橋立住民はほとんどが

給与所得者であり、地区外で就業しており、経済的な不利益や利害の対立が生じなかった

ことを挙げることができる。  

 第二に、文化財的価値が高い船主集落全体を地域の貴重な財産として、建造物（船主屋
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敷）や工作物（板塀や石垣）のみならず、集落の中の道（通り）や小路（起伏に富んだ、

微妙に曲がった道）、さらに眺望景観までも含めて、集落全体の歴史的景観の保全を重視

する。このことについては、「重伝建地区」選定により、修理や修景の際の助成制度のさ

らなる活用や税制上の優遇措置が可能となったが、その件数が増大した際に、国や加賀市

の助成制度をいかに有効に使うかが課題である。さらに独自の外観を保持するために、建

物の修理に必要な板塀に使用する船板や赤瓦・笏谷石などの資材は現在入手困難であり、

今後は、学生によるまちづくりの取り組みにも挙げられているように、材料の調査や調達

方法の検討を行い、修理事業への対応を強化していく必要がある。    

 第三に、「重伝建地区」は、全国的には歴史的景観を有する観光地として、脚光を浴び

ている例が多いが、加賀橋立は、選定後も観光客数は増加していない。「北前船の里資料

館」の入館者数でみると、1980 年代のピーク時には、年間７万人を超えたこともあったが、

その後は徐々に減少し、「重伝建地区」選定後もこの傾向は変わらず、現在は２万人を切

っている (15）。これは、加賀市が依然として温泉観光地としてのイメージが強く、周辺部

にある橋立の知名度が低い状態であることが要因となっている。あわせて地元住民の危機

意識が高くないことが挙げられる。橋立地区は総務省より過疎地として認定されておらず

（住民の年齢構成は、生産年齢人口が６割を占めており、地区外で就業している）、地区

内には、居住以外の目的で建てられた建物は多くない。したがって他の「重伝建地区」と

比べると、まちづくりへの活用としての観光対策の面が不足している。  

 

（２）今後の課題 

 これまでの論考にもとづいて、「加賀橋立の歴史的景観まちづくり活動」における今後

の課題として、以下の５点を揚げる。  

第一に、「重伝建地区」では、単体の建造物のみならず、面としての地域全体の歴史的文

化的価値を認めて保存することを目的としている。加賀橋立が「船主集落」としての魅力

を保つには、文化財としての価値を最大限に保存することと、地域の活性化のために活用

するということの両方のバランスを取ることが求められる。「北前船」はすでに実動して

おらず、遺跡として保存すべきであり、対して「船主集落」は今後も実際に人が住み続け

ることができる町として、まちづくりに活用していかなければならない。  

 「重伝建地区」に選定されたということは、まちづくりのゴールではなく、その先さら

に戦略を立てていくことが必要である。そのために、地元住民のＡ氏・Ｂ氏は、「より徹

底した歴史的景観の保全をすすめるためには、選定後の実情や、今後の計画策定のための

行政の追調査がぜひ必要である。」と述べている。  

 第二に、橋立の地元住民は、往時のように「居住の地」として今後も住み続けたいとい

う意向が強い。したがって、「重伝建地区」選定による行き過ぎた観光地化は避け、周辺

の美しい自然環境とも結びついた船主独自の生活文化を継承することによって、良好な住

環境の保全と観光資源としての活用の両立をめざさなければならない。良好な住環境の保

全と観光振興は大きな課題であるが、加賀市も滞在型観光地への転換を図っており、３温

泉を中心にして、周辺の観光地との連携を深めることを計画・実践している。たとえば来

訪者のための駐車場やバス停は伝建地区の外側に設置されており（図５－３参照）、静か

な住環境を保つことができるよう配慮されている。しかし、大きな課題がある。交通アク
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セスの悪さである。現在の日本の地方都市と同様、加賀市においても市民の足としての公

共交通機関が整備されておらず、高齢者や滞在型の観光客にとって非常に不便である。こ

の点の改善は、ぜひ早急に取り組むべき課題である。  

 第三に、橋立の有する有形・無形の歴史的遺産の価値をいかに内外の多くの人々にアピ

ールするかである。外部に向けてのアピ－ルも不十分であるが、もっとも大きな課題は、  

地元の加賀市民に十分認識されていないということであり、この現状 (地元では橋立は漁港

であるという観念が強い)に対する改善策を立てる必要がある。  

 このことについて、地元住民であるＣ氏は、「現在の『北前船の里資料館』は 1983(昭

和 58)年に開館したが、本来は豪壮な船主屋敷であり、文化財的価値が非常に高いもので、

館内における展示物の種類・方法・数量などには限界がある。したがって、かつて日本海

を往来した北前船の本拠地として、集落内に残されている船主屋敷の跡地などを利用して、

専門性の高い資料館を設立し、北前船の全国の寄港地における経済活動や文化交流などに

ついて、『全国北前船研究会』を中心に、調査研究をさらに深めることが必要である。ま

た、その成果の展示やセミナーの開催、さらに全国に向けての情報発信の場とすることが

望まれる。」と専門の資料館設立の必要性を主張している。  

 第四に、かつて北前船の寄港地や船主集落であった各地との全国的規模の経済的・文化

的交流を活発に行い、相互の友好を深めるとともに、観光資源として活用することである。  

全国の北前船の寄港地においてもかつての船主や回船問屋の家屋を資料館として一般公開

しているところが増加し、その交流を深めることがより可能になってきている。特に旧加

賀藩領内（加越能）や隣接する越前の各寄港地には北前船の遺産がまだ多く遺されており、

活発な情報交換や交流は今後の新しい発見につながるものであり、各地の研究者の間でも

最近はこのような方向が模索されている (16)。 

 第五に、かつて巨万の富を得た北前船の船主たちは、大聖寺藩や明治新政府の財政難を

救うために多額の寄付を行う一方、地元の小中学校の建設や運営資金のための寄付など、

今日のメセナ活動に該当する地域貢献を行っている。このような経営者としての姿勢は、

現代の企業経営者にも通じるものであり、地元の企業の多くがその北前船精神（先取性・

忍耐力）を持ち続けて、加賀市の基幹産業として、経済界を支えている。これらを現代に

生きる加賀市民に、特に将来を担う子供たちに伝えて、今後の地域活動に活かす努力を続

けていかなければならない。  

 以上のとおり、加賀橋立に遺された「北前船」と、「船主集落」の歴史的遺産は全国で

唯一のものであり（黒島とは異なる農村形態の船主集落は他に類例がない）、最も内外に

アピ－ルすべき要素である。橋立だけでなく、船主たちとの深いかかわりを持っていた山

中温泉や大聖寺はじめ、加賀市全体の遺産として捉え、その再生に活用していくためには、

加賀市民が北前船や橋立の船主集落の歴史・文化について学び、理解や認識を深めること

が必要で、そのためには、橋立住民の役割が重要である。現在も、橋立には、かつての酒

谷家保存に尽力した世代の人々が健在であり、また、次世代である若者も重伝建地区に居

住しているという意識が強く、都会へ流出せず、親と同居している家が多い。したがって、

橋立の人々は、自身の子供時代からの町の様子や、船主邸宅の保存に至る歴史について、

加賀市民に伝えていく使命と責務がある。また、今後の船主集落の保存とまちづくりに対

する意識を高めて、広く内外に橋立の価値を知ってもらう努力を続けなければならない。  
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このような努力により、橋立の知名度が向上して、魅力的な観光エリアに成長していくこ

とが望まれる。  

 

 

注  

                

(1) 北前船の所有者で、日本海側各地、特に北陸地方に多く、寄港地での文化的交流などに  

 より、したたかな商才のみならず、高い教養を身に付けている者が多かった。  

(2) 北前船の最高責任者で、船主が船頭である場合は「直乗船頭」、雇われた船頭である場  

 合は「沖乗船頭」といわれ、知工（ちく・事務長）、表（おもて・航海の責任者）、親司  

 （おやじ・一般の船員―水主（かこ）を直接指揮）の三役を統率した。  

(3) 牧野隆信『北前船』柏書房、 1972 年、牧野隆信『北前船の時代』教育社、 1979 年、牧  

 野隆信『北前船と大聖寺藩』文献出版、 1986 年などを参考に記述。     

(4) 江戸時代初期（ 17 世紀前半）から、江戸・大坂間の南海路を結んだ廻船で、 18 世紀初  

 めから樽廻船との競争になった。いずれも「運賃積み」であり、買積みの北前船とは、経  

 営方法が異なっていた。  

(5) 澤出幸雄「加賀橋立  船主集落の保存の意義」『月刊文化財』文化庁文化財部監修、  

 第一法規、 2005 年 12 月、 42－ 46 頁、および加賀市建設部提供資料などを参考に記述。  

(6) 加賀市の郷土史家（ 1917－ 2006）、長年「北前船」の研究に携わり、 2006 年まで  

 「全国北前船研究会」の会長を務めた。  

(7) 「北前船」に関する全国各地の研究者や関心を持つ人々の研究報告・情報交換・交流  

 のため、毎年８月に加賀市で開催されている。  

(8) 石川県下の各地の豪農に買い取られた例が多いが、船主屋敷は広大な邸宅であり、  

 代表的なものとして、橋立で最大の船主であった久保彦兵衛邸を二分割して、大聖寺へ  

 移築された「蘇梁館」と、金沢の長町武家屋敷地域にある「野村家」に移築されたもの  

 があり、一般に公開されている。  

(9) 加賀市建設部整備課景観文化室提供資料、および『加賀橋立の町並み―伝統的建造  

 物群保存対策調査報告書―』加賀市教育委員会、 2004 年にもとづいて記述。  

(10) 谷明彦「重要伝統的建造物群保存地区を活かしたまちづくり」（「石川県に世界遺  

 産を」 2013 年セミナー資料） 2013 年 11 月。  

(11) 川上光彦「歴史と伝統の町並みをふるさとの誇りにまちを活気付ける重伝建地区づ  

 くりの期待」（「石川県に世界遺産を」 2013 年セミナー資料） 2013 年 11 月。  

(12) 斉藤英俊「伝統的建造物群保存地区―歴史と文化のまちづくりを担う人たちととも  

 に―」『月刊文化財』文化庁文化財部監修、第一法規、 2010 年４月、４－７頁などを  

 参考に記述。  

(13) 谷明彦「重要伝統的建造物群保存地区を活かしたまちづくり」（「石川県に世界遺  

 産を」 2013 年セミナー資料） 2013 年 11 月。  

   川上光彦「歴史と伝統の町並みをふるさとの誇りにまちを活気付ける重伝建地区づ  

 くりの期待」（「石川県に世界遺産を」 2013 年セミナー資料） 2013 年 11 月。  

   金沢市都市政策局歴史文化部歴史建造物整備課」提供資料。  
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(14)  谷明彦「加賀橋立地区のまちづくり：大学と住民の協同による地区の活性化に関す  

 る研究」日本建築学会北陸支部研究報告集、第 54 号、 2011 年７月。  

   谷明彦「 10 年間の成果とまちづくり」『加賀橋立保存修理事業 10 年のあゆみ―  

 平成 17 年度～平成 26 年度』、加賀市教育委員会、 2015 年３月、１－ 10 頁。  

(15) 最近の３年間（平成 26・ 27・ 28 年度）の入館者数は、ほぼ 15,000 人前後で推移して  

 いる（加賀市ホームページ）。  

(16) 2017 年４月 28 日、文化庁は地域の文化財や伝統を観光資源として活用する（ストー  

 リー性を重視）「日本遺産（ 2015 年度に創設）」に、加賀橋立を北前船の船主集落として、  

 全国の 11 市町（７道府県にわたる寄港地・船主集落）とともに、認定した。  



 - 120 - 

第６章 「九谷焼」発祥地としての地域振興のあり方  

 

1．はじめに 

 

 バブル経済崩壊後の 1990 年代、温泉観光客の減少による旅館の経営不振や地域の衰退に

直面していた石川県加賀市において、江戸時代以来生産されてきた「九谷焼」が注目され

はじめた。現在、国の伝統的工芸品 (1 )に指定され、石川県の金沢以南の各地で生産されて

いる九谷焼は、高い歴史的文化的価値を有するのみならず、世界的なブランド力をもつ、

日本を代表する色絵磁器 (2 )であるが、加賀市はその発祥の地であり、その後の時代の変遷

を経て、現在も市内各地には、それぞれ特徴ある作風による生産を続けている多くの作家

の工房がある。九谷焼という貴重な歴史的遺産を再評価し、活用することによって地域の

活性化をはかるため、住民やＮＰＯなどの各団体、行政および九谷焼作家の連携や協働に

よるまちづくり活動が市内各地で展開されている。  

 本章では、加賀市はじめ小松市・能美市・金沢市への現地調査や資料収集、および行政・

作家工房・九谷焼協同組合・観光協会などへの聞き取り調査により、市内各地におけるま

ちづくりへの取り組みの状況を明らかにするとともに、今後のめざすべき方向や課題につ

いて考察・提言する。  

 

２．九谷焼の発祥と現代への継承  

 

 九谷焼は、石川県の代表的な伝統工芸品として、金沢以南の加賀中南部地方を中心に、

今日でも盛んに生産されている色絵磁器である。江戸時代前期に、初めて焼成された場所

は、今はダム建設のために廃村となったが、山中温泉から、大聖寺川を 14 ㎞上った大日山

山麓の九谷集落であったことから、地名をとって九谷焼と名付けられたといわれている。

しかし、創始期の九谷焼は、江戸時代後期に再興されたのものと区別する意味で、「古九

谷」と呼ばれている (3)。    

 17 世紀中頃の 1639（寛永 16）年、当時の加賀藩３代藩主前田利常は、嫡男光高に金沢

本藩（80 万石）を継がせるとともに、次男利次に富山藩（ 10 万石）を、三男利治に大聖寺

藩（７万石）を分藩し、自分は小松城に隠居した。当時は幕藩体制の確立期であり、徳川

幕府の権力は絶大であった。外様の大藩であった加賀藩は、常に幕府から警戒され、取り

潰しの危機に遭っていた。また、社会の安定に伴って武断政治から文治政治への転換期で

あり、利常は、文化政策によって幕府に対抗しようとした。大聖寺藩初代藩主となった前

田利治は、父である利常の影響下で、藩の財政・文化政策として、当時、本州で最初の磁

器生産をめざした。すでに磁器生産が始まっていた、肥前有田から技術を修得し、旧九谷

村で開窯したとされている。当時のことは、まだ多くの謎につつまれているが、利治に用

いられた藩士である、金鉱師後藤才次郎が九谷から磁器の原料となる陶石を発見し、利治

はこの九谷原石をもとに磁器生産を後藤才次郎に命じ、肥前窯業の技術を導入させて、1655

（明暦元）年、九谷磁器の初窯に成功した (4)。 

  この前年、利治は佐賀藩主鍋島家と姻戚関係になっており、肥前の先進的な窯業技術の

導入を容易にさせた背景として重要である。このように、利治とその実弟の二代藩主利明
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の二代にわたり大聖寺藩では、古九谷窯を稼動し、九谷焼を生み出していった。考古学的

な発掘調査の成果から肥前有田の技術が伝わっていたことは確かなことである。また、九

谷の旧集落跡地から古九谷時代の色絵付窯跡が発見されており、色絵付け技術の伝播は証

明されている。ともかく大聖寺藩あげての一大プロジェクトであったことは確かである。

しかし、初代利治、二代利明時代の後の 18 世紀初め頃、理由は判然としないが、突然廃窯

となった。「古九谷」と呼ばれる当時のものは、色絵装飾にその特徴があり、大胆な構図、

重厚で豪放な趣を有する日本の代表的な色絵磁器である。  

 それから１世紀余り後の 19 世紀初め、九谷焼は加賀藩（金沢・春日山窯）において再開

されたが、大聖寺の豪商である豊田伝右衛門（屋号吉田屋）により、発祥の地である九谷

でも再興され、２年後には交通や商品運搬の便のよい山代へ移された。吉田屋はまもなく

廃窯したが、その技術を継承した諸窯の伝統が今日まで続いており、大聖寺藩は「古九谷」

の創設（藩窯）・「再興九谷」諸窯への保護・協力など産業としてのみならず、文化的・

芸術的価値の高い色絵磁器に対する理解と憧憬をもって常に深くかかわっていた。  

 その後、明治初期の廃藩置県により、九谷焼は加賀藩、大聖寺藩の後ろ盾を失い、一時

低迷するが、旧藩士らが製陶業を興し、この頃より金沢以南の石川県内各地で生産される

色絵磁器全般を九谷焼とよぶようになった。さらに海外でもその芸術品としての価値が高

く評価され、「ジャパンクタニ」とよばれて、輸出が増大していった。その後も九谷焼は、

古九谷以来の伝統を継承しつつ、常に新たな作風や様式を創造し、現在も石川県の代表的

な伝統工芸品として、生産されつづけており、日本の色絵磁器の中で際立った独特の世界

を形成している (5)。このうち、金沢は歴史都市であり、観光地であることから販売が中心

となり、能美市（旧寺井町）では産業九谷としての問屋制による生産体制が整備されて、

現在生産額において約９割を担っている。これに対して加賀市や小松市では、生産額は少

ないが、個人作家による芸術性を追求した個性的な作品が創り出されている。九谷焼の特

色として、①国内のみならず、海外での知名度が高い、②高級志向であり、ギフト用品が

多い、③芸術性を追求する作家が多く、独自の上絵付けに特徴がある、④花器、置物など

美術品、装飾品に強いなどがあげられる (6)。 

 しかし、九谷焼をめぐる近年の経済事情は、全国各地の伝統工芸品生産地と同様に、絶

対的な需要の減少や後継者育成の問題など、きびしいものがあるが、加賀市はじめ石川県

内の各生産地では、その歴史的文化的価値に着目して、まちづくりに活用する動きが活発

化している。  

 

３．加賀市における九谷焼を活かしたまちづくり  

 

  加賀市は、第３章で述べたとおり、藩政期以来、領内には多様な町が形成されてきたが、

現在も市内にある３温泉や、城下町であった大聖寺などで構成される多核都市である。こ

れらのうち、九谷焼の窯跡などの遺跡や関連施設は山中温泉、山代温泉、大聖寺にあり、

作家の工房は３地区やその周辺に点在している。したがって、九谷焼を活かしたまちづく

りへの取り組みについても、上記３地区を対象として、論考する（図６－１）。  
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図６－１ 加賀市における古九谷史跡・関連施設 (筆者作成）

旧大聖寺藩城下町

行政の中心

重要伝統的

建造物群保存地区

九谷焼美術館

九谷焼窯跡展示館（再興九谷）

 

 

（１）山中温泉における取り組み   

 九谷焼発祥地である旧九谷村は、山中温泉の奥の山間地で、大聖寺川沿いにあった集落

であり、九谷ダムの建設により廃村となったが、実際は 1990 年代初めまで村人が居住して

いた。山麓地帯にある３つの九谷焼窯跡（１号窯、２号窯は古九谷、吉田屋窯は再興九谷）

は、1970（昭和 45）年から石川県埋蔵文化センターによる発掘調査が実施され、2011（平

成 23）年にはすべて完了した（写真６－１）。この間、1998（平成 10）年には、大聖寺川

の対岸にある、九谷Ａ遺跡（戦国時代と江戸時代前期の集落跡）も発掘された。しかし、

窯跡は九谷のきびしい自然風土や積雪の多さを考慮して、発掘後埋め戻されて、国の史跡

に指定されて、将来は加賀市が史跡公園として、保存・整備する予定である (7 )（九谷Ａ遺

跡も追加指定された）。また膨大な発掘物の展示は、山中温泉の既存の施設を利用して、

一般公開することにより、他の諸施設（総湯、山中座、芭蕉の館など）と連携して、観光

客の回遊性を高めることなどをめざしている。  

 石川県による発掘調査とほぼ並行して、山中温泉では、民間の有志により、古九谷の歴

史的・文化的価値を再評価し、全国の関心をより一層高めるため、 1975（昭和 50)年の古

九谷開窯 320 年を記念して以後、毎年６月に「古九谷修古祭」が開催され、2015（平成 27）

年で 40 回となった。また、この年は、九谷焼開窯 360 年となって、多くの記念行事や展覧

会が開催された（後述）。これは、「山奥の厳しい自然環境の下にあった、九谷でやきも
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のを始めた人々の意欲と忍耐強さに感謝する祭り」として、古九谷・再興九谷諸窯の作品

展示や古九谷をテーマとしたシンポジウムが行われている。山中温泉観光協会会長であり、

古九谷修古祭実行委員長の上口昌徳は、「山中は、歴史や伝統・文化を大切にする土地で

あり、ホンモノ志向である。結果として、多くの人が訪れる地となり、観光振興につなが

るのがよい。」と述べており、藩政期以来のものづくりの地であることを大切にし、文化

にもとづいた山中温泉の活性化を強調している。約 30 年前のバブル景気に沸く中で、加賀

市の三温泉の旅館・ホテルは、収客数の増加に対応するために、増改築による規模拡大を

繰り返していたが、旅館経営者であった上口は周囲の反対を押し切って、わずか 10 室しか

ない規模に大幅縮小し、以来現在までこの路線を貫いている。  

 山中温泉は、江戸時代から湯治場として繁栄し、戦後の高度経済成長期においても、山

間狭小部の土地であって、温泉街を拡張することができなかったことが幸いし、また大聖

寺川渓谷の景勝地をもつことから、バブル経済崩壊後も固定客が多く（第３章図３－４）、

今後はさらに九谷焼とのつながりを深めるための新たなまちづくりの展開をめざしている。 

 

（２）山代温泉における取り組み  

 山代温泉は、市内の３温泉の中で、収客数が最も多く（第３章図３－４）、平地に立地

していることもあり、戦後の高度経済成長期に旅館が大規模化、高層化し、歓楽型温泉観

光地として発展した。しかし、バブル経済崩壊による観光客の大幅な減少は、多くの旅館

を倒産に追い込み、町の活力も失われていた。このような状況下において、山代温泉の町

はずれに、2003（平成 15）年４月に開館したのが「九谷焼窯跡展示館」である。1990（平

成２）年頃、山代温泉の数名の有志が集まって、「山代九谷古陶磁研究会」を立ち上げ、

明治初期の吉田屋窯跡の図面を発見した。その後、本格的な調査が始まり、その場所が山

代越中谷の吉田屋窯跡であると確認された。江戸時代の 1823（文政７）年に大聖寺の豪商、

吉田屋伝右衛門が山中町九谷で古九谷を再興し、その２年後の 1825（文政９）年に交通の

不便さや冬期の積雪を考慮して、山代の現在地へと窯を移設した。以来、 1940（昭和 15）

年までこの地で稼動していた大規模な登り窯が発掘され、遺跡全体を覆う覆屋が架けられ

て、発掘された状態のまま保存・公開されている（写真６－２）。また敷地内には、作陶

に励んだ職人たちが居住していた旧母屋兼工房（建築後、約 200 年）と発掘された登り窯

の後に使用されていた窯小屋（昭和 15 年から昭和 40 年まで稼動）が既存建物として遺さ

れていた。用地はすべて加賀市が買収し、世界に通じる色絵磁器である再興九谷の貴重な

遺跡として、九谷古窯跡とともに国の史跡に指定された (8)。  

 2009（平成 21）年 10 月、加賀九谷陶磁器協同組合が指定管理者となって「ホンモノに

触れる」という企画を打ち出し、組合所属の作家が蹴轆轤（けろくろ）や和絵の具による

絵付けを指導する体験学習は、リピーターや長期滞在者の確保に効果的であり、観光振興

にも貢献できる柔軟な経営が可能となった。  

 さらに、再興九谷のルーツであり、戦前は多くの文人墨客が逗留していた山代温泉にと

って 2009（平成 21）年と 2010（平成 22）年は大きな変革と飛躍の年となった。江戸時代

より「総湯（山代温泉の中核的役割）」を中心とした「湯の曲輪（がわ、総湯の周辺）」

と呼ばれるエリアは、町のシンボルであったが、長期の不況により、町中の人口が減少し

て、商店街も衰退していた。この総湯および湯の曲輪にかつての賑わいを取り戻して、町
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の中心部に多くの住民や観光客を呼び込み、あわせて商店街も活性化するために、老朽化

した総湯の建て替えと、湯の曲輪全体の修景などを行い、ほぼ２年間かけて完成した。2009

（平成 21）年８月に住民のための総湯が、老舗旅館の跡地に一部木造でオープンし、2010(平

成 22)年 10 月には、体験型の温泉博物館をめざして、明治時代の総湯を復元した木造の「古

総湯」がオープンした。そしてこの２つの総湯のいずれにも、加賀九谷陶磁器協同組合の

作家が制作した陶板が浴場の壁面や床に使用されている。この取り組みは、総湯を利用す

る地域住民や観光客の目にふれることにより、「九谷焼のふる里」としての山代温泉をア

ピールするためである。「古総湯」の開業以来、利用者数が住民・観光客とも増大すると

ともに、加賀温泉郷の観光パンフレットなどに必ず使用されて、湯の町の賑わいに貢献し

ている。  

 温泉文化と九谷焼との融合をはかることをめざしていた、当時の山代温泉観光協会の曽

谷幸夫は、「バブル経済崩壊後、観光客の減少が深刻化していく中で、九谷焼に注目しは

じめたきっかけは、2005（平成 17）年秋から 2006（平成 18）年春にかけて、九谷焼の大

規模な展覧会として全国５箇所で開催された『古九谷浪漫・華麗なる吉田屋展』（後述）

が非常に好評であったことで、その３年前に開館していた『九谷焼窯跡展示館』とあわせ

て、改めて九谷焼の情報発信力や全国的なブランド力が強いことに気付いた。」と述べて

いる。また、近年はまちづくりに対する商店街の経営者の意識も高まり、地元の九谷焼作

家の作品を各商店の一角に展示して、住民や観光客に買い物を兼ねて鑑賞してもらうミニ

ギャラリーとしての「遊子五彩」 (9)の取り組みに協力している商店が増加している。  

 

（３）大聖寺における取り組み  

 大聖寺は、旧大聖寺藩の城下町として、藩政期には領内の中心であった。近代以降も絹

織物工業や機械工業が盛んとなる一方、北陸線開通による温泉客の増加により、特急列車

の停車駅となった。さらに戦後、1958（昭和 33）年の町村合併による加賀市の成立以後は、

市役所や行政機関が集中した市政の中心でもあった。しかし、高度経済成長期に３温泉が

さらに大規模温泉観光地として発展することを目的として、各温泉への観光客誘致のため

の拠点駅として、1970（昭和 45）年、新たに加賀温泉駅が開業した。これにより、大聖寺

は、急速に町の賑わいを失っていった。（第４章で詳述）  

 日本全国がバブル景気に沸いていた 1980 年代末には、加賀温泉郷の３温泉も年間収客数

が 400 万人に達するほど活況を呈していた。しかしこの頃加賀市が歓楽型温泉観光地とし

てのみでは将来に向けての持続的な発展は望めないとして、市内に遺されている大聖寺藩

政期からの多くの歴史的遺産の本来の価値を見出し、活用することにより地域の活性化を

はかるとともに、観光振興にも寄与することを目的としたまちづくりの機運が高まりはじ

めた。中でも、古九谷愛好家や市民の有志の間から、古九谷・再興九谷の全てにかかわっ

た大聖寺藩の城下町であり、加賀市の中心である大聖寺に九谷焼をテーマとした専門美術

館を設立して、地域の文化活動の中核にしようとする動きがでてきた。古九谷愛好家によ

り 1990（平成２）年、「古九谷研究会」が結成され、そのメンバーであり後に加賀市長と

なった大幸甚（おおさかじん）や九谷焼作家であった北出不二雄（きたでふじお）らは、

関係各地への視察を行うとともに、古九谷美術館建設を当時の中西陽一石川県知事に要望

した。  
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 以後十数年間にわたる石川県・加賀市および「古九谷研究会」などの努力の結果、民間

企業が移転した後の広大な土地を加賀市が買収して、文化ゾーンとして整備し、親水公園

である「古九谷の杜」の一角に公園と一体化した庭園美術館として、「石川県九谷焼美術

館」が 2002（平成 14）年４月に開館した（石川県が建設し、加賀市が運営する）（写真６

－３）。この美術館の基本理念は、①古九谷、再興九谷をはじめとする九谷焼の展示と保

存、調査研究を図る。②市民の生涯学習・社会教育の場として、地元の伝統美術を市民に

紹介し、地域文化の振興を図るとともに、古九谷を中心とする九谷焼の専門美術館として、

全国への情報発信やまちづくりセンターとしての役割を担う。③山ノ下寺院群と一体化し

た新しい加賀市の観光拠点として、また市民の憩いの場としての文化ゾーンを形成し、加

賀市の活性化に寄与する。とされており、市民に開かれた美術館としてのあり方を示して

いる。また、「大聖寺の光と風を感じられる美術館」をコンセプトとして、作品の展示方

法や建物の設計もユニークである。九谷焼の様式別による展示（「青手」・「色絵・五彩」・

「赤絵・金襴」）や、美術館の外観・内装・採光などにも工夫がなされており、展示物の

みならず、館内や外壁に九谷焼が使用されている建築物としての価値も高く、鑑賞者は中

庭を中心に回遊して各展示室をめぐるように設計されている。特に、開館３年後に半年間

にわたって、再興九谷である吉田屋窯をテーマとした「古九谷浪漫・華麗なる吉田屋展」
(10 )が全国５箇所において開催された際、20 万人もの入場者があり、九谷焼に対する全国的

な関心の高さが改めて認識された。開館以後の九谷焼美術館の利用状況は、下表の通りで

ある。  

表６－１   石川県九谷焼美術館利用状況  

年度  入館者数  年度  入館者数  

2002（平成 14）  37,790 人  2009（平成 21）  48,864 人  

2003（平成 15）  29,674 人  2010（平成 22）  44,947 人  

2004（平成 16）  27,220 人  2011（平成 23）  43,555 人  

2005（平成 17）  47,100 人  2012（平成 24）  43,599 人  

2006（平成 18）  38,729 人  2013（平成 25）  41,451 人  

2007（平成 19）  30,823 人  2014（平成 26）  38,466 人  

2008（平成 20）  29,498 人  2015（平成 27）  40,273 人  

出所）石川県九谷焼美術館提供資料より、筆者作成   

 



 - 126 - 

写真６－１　国指定史跡　九谷磁器窯跡　（筆者撮影）

写真６－２　九谷焼窯跡展示館　（筆者撮影）

写真６－３　大聖寺駅前　古九谷発祥の地石碑　（筆者撮影）

 

 開館以来、入館者数は、毎年概ね３～４万人である。好評を得た企画展が開催された年

度（2005 年度の「華麗なる吉田屋展」の加賀市における開催時期が冬期であったにもかか



 - 127 - 

わらず）には、さらに増加しており、現在まで、加賀市が設置している文化施設の中でも

常にトップの入館者数を確保している。また、ＮＰＯにより運営されている館内の茶房も

好評で（ 2009 年度以後は、美術館の入館者との合算）、しだいに市内の観光拠点として定

着してきている。  

 さらに、この美術館の大きな特色は、開館当初からＮＰＯとの協働による企画運営であ

る。九谷焼美術館の設立運動のための市民団体として「古九谷研究会」が結成され、基本

設計の段階から参画した。その後、自主的な学習を積み重ねて、ＮＰＯ法人「さろんど九

谷」に発展し、行政（加賀市）とともに、美術館の運営にたずさわり、①教育普及活動、

②友の会活動、③行事・イベントの開催などを担っており、あわせて収益事業として、茶

房の運営を行なっている。各種の事業実施により、陶芸文化の発展や賑わいあるまちづく

りの推進に寄与することを目的に、民間の立場から九谷焼美術館の運営や情報発信を行う

ことを重要な使命としている。理事長の下口進は、「九谷焼美術館設立のための市民団体

結成のきっかけは、文化的意識が高い、加賀市民の市民運動であった。また、ＮＰＯの主

たる業務は、行政との協働で行う美術館の運営であって、収益事業は従である。」と述べ

ており、積極的に九谷焼を全国へアピールし、あわせて、ホンモノ志向が強い、滞在型観

光への取り組みや周辺文化施設との連携をはかることをめざしている。  

 

４．加賀市への観光客の動向、および観光資源に関する調査（図６－２、図６－３）  

 

 本節では、加賀市への観光客の動向や観光資源の現状を把握することを目的として実施

された２種類のアンケート調査の結果にもとづいて、九谷焼に関連した項目や観光施策の

あり方について考察する。  

 

Ａ：「加賀市（行政）が実施した観光客アンケート調査」図６－２  

 2010（平成 22）年 8 月 9 日～9 月 12 日（夏休み、お盆帰省時を含む）、無作為抽出、  

 市内７地区で調査員が調査票を配布、郵送及びその場での回収。有効回答数、 1,018 枚  

（回収率 68.9％）。  

Ｂ：「筆者が実施した観光資源アンケート調査」図６－３  

 2011（平成 23）年 1 月 23 日、30 日（加賀市への観光客が年間を通じて最も多い厳寒期  

 の日曜日の午後）、加賀温泉駅で筆者が調査票を配布、その場で回収。回答数 105 枚  

 （回収率 100％）。  

 ただしＡ、Ｂともグループ及び団体についてはその代表者 1 人を対象とした。  

 

（１）加賀市への旅行の目的  図６－２－３  図６－３－３  

 Ａ：「温泉に入りたかった」 596 件、「泊まりたい旅館があった」 196 件、「見たい場  

 所があった」、「新鮮な山海の幸が食べたかった」各 159 件。  

 Ｂ：「温泉でゆっくり休息したい」、「冬の日本海の幸を食べたい」のいずれか、また  

 は両方で 100 件（95.2％）、特に両方ともが 43 件（41.0％）で、これらと合わせて、  

 ｢温泉町の風情を楽しむ｣、「雪や白山眺望、日本海などの自然を楽しむ」、「名所・旧  

 跡・文化財などの見学」を含むものが 21 件（20％）あり、最も観光客が集中するこの  
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 時期の目的が顕著である。  

（２）今まで加賀市へ何回ほど来訪したか。図６－２－４  

 （Ａのみ）―「初めて」39.9％、「５回目以上」24.2％、「２回目」15.2％、約４割が  

 「初めて」であるのに対し、約４分の１が５回以上来訪しており、（１）と関連して来  

市回数が多くなるにつれて、「温泉」以外の割合が増大している。  

（３）利用した交通手段・移動手段  図６－２－10－④  

 「鉄道」496 件、「自家用車」363 件、「高速バス」99 件で、市内での移動手段は「自  

 家用車」以外の観光客は、「旅館バス」を約 34％、「キャン・バス」（２系統ある周  

 遊バス）を約 17％利用している。  

（４）加賀市のイメージについて  図６－２－６  

 「温泉」が 729 件で圧倒的に大きい。続いて金沢を示す「百万石」が 353 件、「九谷  

 焼」が 323 件であった。  

（５）「九谷焼」が石川県の伝統工芸品であることを知っていたか  図６－３－７  

 「知っていた」69 件（65.7％）、「知らなかった」36 件（34.3％）で、ほぼ２：１の  

 割合で「知っていた」の方が多かった（男性・女性とも 50 代～60 代が最も多い）。  

（６）加賀市が「九谷焼」の発祥地であることを知っていたか  図６－３－８  

 「知っていた」46 件（43.8％）、「知らなかった」59 件（56.2％）で、「知らなかっ  

 た」の方が多く、７と反対の結果となった。ただし、「知っていた」年代は男性・女  

 性とも 50 代～60 代が最も多く、７と同様であった。  

（７）加賀市全体でよかったところ、印象に残ったところ（多かった順）図６－３－９  

 Ａ：①「鶴仙渓」19 件、②「石川県九谷焼美術館」、「あやとり橋」、「ゆのくにの  

 森」各 16 件、 

 Ｂ：①「山中温泉」 44 件、②「山代温泉」32 件、③「片山津温泉」28 件、④「石川県  

 九谷焼美術館」・「柴山潟（白山眺望）」 9 件、⑤「九谷焼窯跡展示館」・「鶴仙渓」  

 7 件（以下省略）。リピーターが多く（Ｂでの聞き取りも含めて）、今回の旅行のみな  

 らず過去の旅行の印象も含めて、市内 20 箇所から選択（複数可）した結果である。  

（８）今回の旅行での満足度について  図６－２－10  

 「宿泊施設や店舗の応対」、「食べ物」、「景観・町並み」については、半数以上が満  

 足しているが、「公共交通機関」約 35％、「情報・案内」約 42％と満足度が低かった。 

 以上の結果、加賀市へは季節を問わず、２人から小グループでの幅広い年齢層の観光客

が来訪しており、特に関西からが多い。山代・山中温泉での宿泊がほぼ同じ割合で多く、

温泉が大きな旅行目的であり、加賀市のイメージも圧倒的に温泉であるが、リピーターも

多く、志向も多様化の傾向にあり、九谷焼関連施設も観光拠点として定着しつつある。し

かし、加賀市と九谷焼のイメージは、石川県と九谷焼ほどには認識されていないのが現状

である。また、鉄道利用が多い観光客の厳しい指摘があるように、回遊性を高めるために

は市内の観光施設への移動手段の確保が急務である。  
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図 6-2 
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図 6-3 
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５．2015（平成 27）年、「九谷焼開窯 360 周年」記念の年 

 

 2015（平成 27）年は、「九谷焼開窯 360 周年」に当たる年であり、あわせて「北陸新幹

線が開業」した年でもある。この二つの記念すべき事柄は加賀市にとって大きな転機とな

ったと考えることができる。  

 九谷焼は、大聖寺藩祖前田利治に命じられた藩士の後藤才次郎が九谷村で陶石を発見し

て、1655（明暦元年）に開窯したと考えられていることにより、江戸時代前期の明暦元年

をもって九谷焼の開窯年とし、前田利治を古九谷窯開祖としている。したがって、九谷焼

は最初から大聖寺藩の事業として始められたもので、2015（平成 27）年は、古九谷窯開窯

より 360 周年にあたる年である。古代からの年代の数え方に基づくと、 360 周年は、時の

流れの一区切りであり (11)、九谷焼の新たなスタートを切る記念すべき年として、多くの関

連事業や展覧会が開催された。  

 一方、東京と金沢を結ぶ北陸新幹線の開業年ともなったが、それは藩政期を通して続い

ていた加賀前田家一族（加賀藩・富山藩・大聖寺藩）の参勤交代の道程と全く同じルート

であり、東京初め関東各地とのつながりの強化と、観光誘致の面からも期待されている。

さらにこれを契機として、九谷焼の魅力を活かすことによる、誘客促進と産地活性化に弾

みをつけることを目的とした、九谷焼振興の気運が高まっている。  

 その記念事業の中心となったのが、「加賀九谷焼展（交流するやきもの  九谷焼の系譜

と展開）」である。中心産地である加賀、小松、能美の南加賀三市が連携して、合同で東

京と南加賀の双方で古九谷から現代九谷の名品まで 100 点ばかりを展示し、九谷焼 360 年

を俯瞰できる展覧会を開催した。2015（平成 27）年８月の東京ステーションギャラリーで

の東京展開催に始まり、地元では、秋から冬にかけて三市の美術館などでそれぞれ特徴的

なテーマを設けて展覧会を同会期で分散開催した。加賀市では、石川県九谷焼美術館にお

いて、９月に加賀九谷陶磁器協同組合と共同で古九谷からの色絵の系譜をたどる「加賀九

谷の系譜」、 10 月から 2016（平成 28）年１月にかけて「古九谷・吉田屋・青手九谷の世

界展」が開催された。  

 関連事業としては、加賀九谷陶磁器協同組合が中心となり、寄付を集めて、古九谷窯の

開祖である大聖寺藩祖前田利治を顕彰する石碑を９月に九谷の窯跡の近くに建立した。ま

た加賀市および加賀市教育委員会は、国指定史跡「九谷磁器窯跡」を平成 25 年度より５カ

年計画で必要箇所を発掘調査し、史跡公園として整備をすすめている。  

 

６．まとめと今後の課題  

 

 本章では地域再生への取り組みの事例として、加賀市における貴重な歴史的遺産である

九谷焼のまちづくりへの活用について、その拠点ごとに検証してきた。従来加賀市につい

ては、観光客はもちろん、市民にとっても温泉観光地という意識のみであったが、近年は、

世界的な強いブランド力を持つ九谷焼の発祥地であるということが注目されはじめた。市

内３地区に共通するのは、九谷焼を活かしたまちづくりのきっかけが、いずれも民間の力

によるものであり、その背景には、藩政期以来の長い年月を経て培った市民の文化的意識

の高さがあったことである。  



 - 132 - 

 このような時期に平成の大合併により、半世紀前の加賀市成立期からの課題であった山

中町との合併が実現して、旧大聖寺藩の領域とほぼ一致したことは、九谷焼を活かしたま

ちづくりに取り組む絶好のチャンスである。また、市内の３拠点に遺跡や関連施設が分散

していることは、行政にとっても予算配分が容易になる。多核都市である加賀市では、従

来は温泉という特定の歴史的遺産に依存して、各地区相互の対抗意識が強く連携が困難で

あったが、九谷焼は、合併による新たな加賀市民としての意識や連帯感を高めるための大

きな共有財産であり、加賀市を全国にアピールする切り札にもなりうる。  

 さらに、外部からの新しい動きも加わった。一つは、2015（平成 27）年の「九谷焼開窯

360 周年」記念事業や北陸新幹線の開業によって、加賀市への観光客数が増加しているこ

とである（特に首都圏や外国からの増加が著しい）(12)。もう一つは、国の地方創生政策の

一環として、東京国立近代美術館工芸館を数年以内に石川県へ移転することが、 2016（平

成 28）年３月に決定されたことである。近現代の工芸作品が集積する施設の整備は、「工

芸王国・石川」にさらなる厚みを加えることになるであろうが、これらのことは、九谷焼

を全国、および世界にむけてアピールするための非常に大きなチャンスになると捉えるべ

きである。  

 今後の課題として、①市民も行政もともに、九谷焼の歴史的・文化的価値について、深

く学ぶこと②九谷焼というものづくりの魅力を温泉文化とタイアップさせて、体験学習や

自作の展覧会開催などにより、リピーターや長期滞在者を確保する。③伝統工芸品の販売

のみではなく、作家や窯元の協力により、ものづくりの現場への住民や観光客の訪問を誘

致する、文化観光（クラフト・ツーリズム）を推進する。④九谷焼のイメージを具現化し、

全国に向かって多くの情報を発信するとともに、市内のみならず県内の他の産地（小松・

能美・金沢）や隣接する自治体とも連携を深めて、広域観光圏を形成する（図６－４）。

⑤市民や観光客の移動手段を確保し、温泉や九谷焼関連施設間の回遊性を高める（特に積

雪の多い冬期）。  

 以上の課題に取り組んでいくためには、市民団体（有志）・観光協会・ＮＰＯ・行政お

よび九谷焼作家など多様な主体によるまちづくり活動を通じて、市内各地区をつなぐため

のネットワークを構築するとともに、「九谷焼開窯 360 周年」記念事業で実現したような、

南加賀の九谷焼産地相互の連携の強化が望まれる。あわせて、作品や作家のみならず、九

谷焼が創り出された地域の歴史的・文化的背景が重要であり、またそれをまちづくりに活

かすために、加賀市民が九谷焼を市民の共有する歴史的遺産（みんなのもの）として認識

し、関心を深めるための啓発活動を行うことが肝要である。そのためには、九谷焼の伝統

文化を各地域が互いに学びあって、より良いものを創り出すことが望ましい。  
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(1) 「伝統的工芸品」とは、伝統産業法により定められ、「的」とは、工芸品の特長となっ  

 ている原材料や技術・技法の主要な部分は継承されていて、さらに改良を加えたり、時代  

 のニーズに即した製品づくりがされている工芸品である。石川の伝統的工芸品のうち、国  

 指定のものは、九谷焼、輪島塗、山中漆器、加賀友禅など 10 品目であるが、本稿では、一  

 般的表現に従って以下の記述においては、「伝統工芸品」とする。  

(2) 陶磁器はその主原料と焼成温度によって二分される。陶器は陶土を主原料として、  

 1000～ 1300 度で焼成される。日用食器の大半は陶器である。磁器は陶石を主原料とし、  

 1300～ 1400 度の高温で焼成される。素地は色が白くて緻密でガラス化しているため透  

 光性がある。陶器に比し高級品で、主たる用途は高級食器や飾り皿、花器などの美術品  

 であり、現在わが国における色絵磁器の三大産地は、伊万里・有田焼（佐賀県）、京  

 焼・清水焼（京都府）、および九谷焼（石川県）である。  

(3) 北國新聞社編集局『九谷もジャパンである』時鐘舎、 2009 年 145 頁。  

(4) 「 1655（明暦元）年６月 26 日、田村権左右衛門」とある花瓶が実際に伝世している  

 ことから、開窯の時期とされており、現在山中温泉で毎年この時期に古九谷修古祭が開  

 催されている。  

(5) 山本正臣「調査１産業としての九谷焼―その持続可能性を考える」『北陸経済研究』  

 (307)、 2004 年１月、 82－ 112 頁。  

(6) 森山直喜「事例  九谷焼技術者自立支援工房事業について」『月刊自治フォーラム』  

 (488)、 2000 年５月、 40－ 41 頁。  

(7) 寺尾健一『日本のやきもの  九谷』淡交舎、 2003 年、７－ 12 頁。  

(8) 太田理加「九谷焼窯跡展示館―内藤廣建築設計事務所」『建築技術』 (635)、 2002 年 12 

 月、 44 頁。  

(9) 「遊子」は観光客、「五彩」は九谷焼の基本色であり、温泉観光客が商店に展示されて  

 いる九谷焼の作品を鑑賞すること。  

(10) 2005 年秋～ 2006 年春にかけて、東京（ 90,080 人）、加賀（ 33,686 人）、京都  

 （ 30,301 人）、茨城（ 20,571 人）、名古屋（ 32,641 人）。 2006 年１月には、ＮＨＫ「日  

 曜美術館」でも放映された。  

(11) 古来、１年は 360 日と概算され、 360 ヶ月（ 30 年）は１世（世代）、 360 年（ 12 世  

 代）は一運とされ、時の流れの一区切りとされてきた。  

(12) 2011 年には、関東地方からの観光客はきわめてすくなかったが、北陸新幹線の開業以  

 来、加賀市内の３温泉とも観光客数は増加している。三温泉の発地別観光客数における首  

 都圏シェアは、近年７％前後であったが、 14.1％に倍増している  (北國新聞記事 2017 年  

1 月 24 日 ) 。  
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終章 「歴史的遺産を活かしたまちづくり」による地方都市の再生  

 

 本研究は、地方都市における人口減少、高齢化、過疎化の進行に対処するため、歴史的

遺産の活用による再生に取り組んでいる事例研究都市として、石川県加賀市を取り上げた。

第１章では、わが国におけるまちづくりの変遷や現代的意義、歴史的遺産の特質とその概

念の拡大、およびまちづくりへの活用と関連する法令や諸制度について明らかにした。第

２章では、まちづくりの担い手のあり方と合意形成の要件について、事例に基づいて分析・

考察した。第３章では研究対象とした石川県加賀市の歴史的変遷や歴史文化基本構想の策

定、まちづくりへの活用について論考した。第４章から第６章は、加賀市における歴史的

遺産を活かしたまちづくりの事例研究である。本章では、現地調査や関係者からの聞き取

りにより、実態を把握するとともに、検証した結果を通じて明らかになった事象について、

考察し、今後の課題や展望を示す。  

 

１．「歴史的遺産」の特質および概念の拡大とまちづくりへの活用  

 

 近年、わが国社会の成熟化に伴って国民の伝統文化や文化財への関心が高まったことに

より、歴史的遺産の保存・活用が、まちづくりの基本的手法として定着してきた。第１章

では、全国各地でまちづくりに活用されている「歴史的遺産」とは何か、その特質や概念

について、論考した。その概念は、従来の「文化財」の枠を超えて拡大し、地域住民にと

って身近で大切なもの、歴史的・文化的価値を共有できる有形・無形のものまで含まれ、

また保存より活用にその重点がおかれていることも特質としてあげることができる。  

 本研究で事例対象とした石川県加賀市においても、バブル経済の下で表面的には繁栄し

ていた 1980 年代末、歓楽型温泉観光地としてのみでは、将来に向けた持続的な発展は望

めないとして、市内に遺されている多くの歴史的遺産の本来の価値を見直し、評価し、そ

れらを活用することにより、地域の再生をはかるとともに、新たな観光のあり方にも寄与

することを目的としたまちづくりの機運が一部の有志や行政関係者の中で高まりはじめて

いた。その後バブル経済が崩壊して、不況の長期化や観光客のニーズの変化により、宿泊

客数が激減した 1990 年代には、このような動きが本格化した。行政は団体歓楽型から個

人滞在型を対象とした観光政策に大きく転換するとともに、大聖寺城下町や北前船船主集

落のある橋立を歴史的景観整備事業の重点地域に指定して事業を開始した。また、この時

期には、市内各地区の住民たちが、それぞれの地元に遺されていた歴史的遺産に着目し、

価値を見出して、それらを活かしたまちづくり活動を活発化していった。  

 第３章で述べたように、加賀市の歴史文化基本構想の策定により明らかになった歴史的

遺産は、市民が従来は「あたりまえ」と思って、気付かなかったものが多いが、第４章の

大聖寺城下町における歴史的景観の保全・整備事業や、多様な文化的イベントの開催、第

５章の橋立における船主集落の歴史的景観の保存と活用、第６章の九谷焼の発祥地として

の関連事業は、地域の再生をめざしたまちづくり活動として、取り組みが進んでいるもの

である。  
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２．「歴史的遺産を活かしたまちづくり」の担い手のあり方  

 

（１）「歴史的遺産を活かしたまちづくり」の主体としての市民  

 第２章では、歴史的遺産を活かしたまちづくりの担い手（主体）は、いかにあるべきか、

またどのような役割を果たさなければならないかを課題とした。1990 年代末以降の近年の

まちづくりにおいては、地域住民や行政、事業者、専門家など多様な主体の協働によるま

ちづくりが時代の要請であるとともに、必然的なものとして定着してきたといえる。協働

とは、地域課題に取り組むために、多様な主体が連携し、目的を共有し、対等の立場でそ

れぞれの役割を果たし、それらが重なり合って目的が達成されるという考え方である。  

 しかし、ここで課題になるのは、今日ではごく当然とされている「市民主体」という概

念である。一般的に市民がまちづくりに参加する際、その役割は様々であるが、協働のま

ちづくりにおける中核的な主体（担い手）としての「市民」とはどのような人々をさすの

か、本研究では、「リーダーと、その仲間（有志）たち、そして一般市民の三層構造からな

る」と整理したが、田村明（2000）らの先行研究にもとづいて考察すると、「ただその地

域に住んでいるだけの住民ではなく、積極的に意識をもって地域共同体に参加し、まちづ

くりの構成員としての責任を果たそうという人々、自分たちが当事者であり、責任者であ

ることを自覚している人々」と定義することができた (1)。したがって本研究においては、

まちづくりの主体である「市民」とは、リーダーも、その仲間（有志）も、当事者として

の意識をもった一般市民も、すべてを含むものであると結論づけた。しかし、「市民」とし

ての意識をもった人々にとって、まずどのようにまちづくりに参加していくか、また目的

をもった組織のメンバーとして実際に活動できるかなどが課題となってくる。  

 以上のような一般的な概念に基づいて考察すると、本研究の「歴史的遺産を活かしたま

ちづくり」における担い手（主体）としての「市民」とは、地域に遺されている歴史的遺

産の存在に気付き、認識し、評価してまちづくりに活かすために、地域の歴史や文化を学

ぶことにより、その価値を共有し、当事者意識を持ってまちづくりに主体的に参画する。

そして、「町並みはみんなのもの」という社会性・公共性に富んだ意識を持ち合わせている

人々と考えることができる。  

 

（２）行政の役割と「新しい公共」  

 「市民との協働のまちづくりを進める上で、行政は何をすべきか」については、第２章

で述べたとおり協働が必要とされるようになった社会的背景、すなわち①市民ニーズの多

様化・個別化の進行、②行政の公的対応の限界、および財政状況の悪化、③社会問題の複

雑化、高度化などにもとづいて捉えなければならない。  

 2000（平成 12）年の地方分権改革に始まり、2009（平成 21）年の政権交代により地域

主権が主張されて、今日に至るまで、国も地方も財政状況が厳しい中で、地域政策は地方

自治体を主体として、国は支援する役割に徹しており、さらに地方自治体はまちづくり活

動などに取り組む地域住民組織を支援するような役割へと移行しつつある。  

 しかし、本稿のように、地域に遺された歴史的遺産を多様なまちづくり活動に活かして

いくためには、実務的なプロとしての行政の役割も必要不可欠であり、そこから行政が市

民を支援するのみならず、関係する主体全体が連携・協働していくような積極的な働きか
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けをすることが必要である。  

 新たな行政の役割について、藤田忍（2007）らは、「行政が市民を支援するだけでなく、

従来行政が専ら提供してきた公共サービスを、関係する主体全体が協働して『新しい公共』

をつくりあげていくということである」と主張している。地域の自助力だけではまちづく

りが進まない場合には、ＮＰＯなど地域外の助けも借りなければならず、また行政がその

コーディネート役を担うことも必要な場合がある。そしてこれらを実現するために大切な

のは、「多様な主体の穏やかな『出会いの場』、『話し合いの場』を設けることである」とし

て、創造的な議論により信頼関係を築いていくことの必要性を指摘している (2)。  

 以上のように、行政は市民のまちづくり活動を支援する立場をとりつつ、関係主体全体

の協働による「新しい公共」をつくりあげていくという役割を担っている。そして、その

ために多様な主体の出会いや交流の「場」を設けること、そしてそこでの透明で公正な議

論による実現可能な目標の設定、地域のルールづくりなど、まちづくりの多様な主体間の

合意形成を図っていくことはもっとも重要なことである。  

 一方、このような行政の新たな役割を市民の側から考えると、公共政策を行政だけに頼

らず、民間の力も合わせて担っていこうとすることであり、まちづくりに市民自らの意思

で参画し、「公」の責任を分かち合うことは、当事者としての「やりがい」や「社会への貢

献」を見出すことにつながるものである。  

 

３．石川県加賀市における「歴史的遺産を活かしたまちづくり」の調査事例の比較・検証  

 

（１）「歴史的遺産を活かしたまちづくり」の各事例についての検証  

 加賀市における「歴史的遺産を活かしたまちづくり」の各事例について、序章で設定し

た着目すべき３つの要件（①地域に遺された多様な歴史的遺産を対象とする、②歴史的遺

産を活かした多様なまちづくりの取り組み、③多様な主体が参画する地域協働のまちづく

り）に基づいて、以下に実態を把握するとともに、進展要因について検証し、今後の課題

などについて、考察する。なお、表  終－１は、各事例を一覧にまとめたものである。  

 

① 大聖寺地区におけるまちづくり  

 第４章で取り上げた大聖寺地区には、藩政期の城下町としての多様な歴史的遺産が遺さ

れており、それらを活かした多様なまちづくり活動が展開されている。行政との協働によ

る活動のほか、民間の諸団体（ＮＰＯ・任意団体・住民個人・寺社など）が独自に活動し

ているものも多く、多様な主体が存在し、取り組みによっては、連携して活動しているも

のもある。これらのうち特に注目すべきものが二つある。一つは、山ノ下寺院群の歴史的  

景観整備活動で、地区の住民たちが「まちづくり協議会」を組織し、行政と協力しつつ町

並み整備に向けての歴史的景観整備計画と歴史的景観整備基準（約束ごと）を策定し、住

民相互の意思の疎通を図って合意形成を実現していったことである。もう一つは、2004（平

成 16）年の「第 27 回全国町並みゼミ」の開催である。開催地が大聖寺を中心に、加賀市  

 

の各地区に及んだこともあって、まさに行政と多様な民間諸団体との協働によるものであ  

った。その成果としてあげられるのは、市民のまちづくりへの関心が大いに高まったこと



 - 139 - 

と、以後まちづくりにおける官民の連携・協働がさらに推進されたことであった。  

 

② 橋立地区におけるまちづくり  

 第５章で取り上げた北前船の里・橋立の船主集落の保存と活用については、多様な担い

手が関わっていた。1980 年代から町並み保存をめぐる動きが活発化し、行政と地元住民と

の連携・協働により、「北前船の里資料館」を開館して、以後景観まちづくりを継続してき

たが、その背景となったのは、地元の北前船研究者を中心とした熱心な保存活動であった。  

また、保存・活用の対象となったのは、船主邸宅をはじめとする建造物のみならず、石垣

や板塀、さらに小路や眺望など、集落全体の歴史的景観であった。  

 このような過程の中で、「重伝建地区」への選定が大きな課題となった。「北前船の里資

料館」の開館以後、約 20 年間におよぶ地域住民による景観まちづくり活動を通じて、歴

史的遺産の価値を深く認識していたこと、まちづくりの戦略の一環として捉えるとともに、

船主集落としてのさらなる居住環境の向上をめざしたこと、行政の丁寧な説明会やワーク

ショップによる情報交換の場をもって、意見集約がなされたことなどにより、合意形成に

こぎつけることができた。ただし、選定されたことは、まちづくりの戦略としての新たな

始まりであり、2010（平成 22）年からの、石川県の３つの大学（工業専門学校を含む）

の学生の主導による空地･空家を活用した取り組みが地元住民にとっても、新鮮な刺激とな

っている。  

 

③ 九谷焼の発祥地としてのまちづくり  

 第６章で事例とした九谷焼の発祥地としてのまちづくりは、加賀市内の３地区とも、き

っかけは民間の有志や諸団体によるものであったが、いずれも行政との連携・協働が不可

欠なまちづくり活動である。行政（加賀市・加賀市教育委員会）は、早い時期から古九谷

窯跡の発掘調査や保存・展示、国の史跡指定への努力をしてきたのとあわせて、九谷焼発

祥地の拠点となるべき「石川県九谷焼美術館」の設立や隣接する「古九谷の杜」の整備、

「九谷焼窯跡展示館」の開館など、多様な事業を行ってきた。一方、３地区の住民団体や

観光協会は、山中温泉の 40 年間にわたる「古九谷修古祭」をはじめとする古九谷発祥地

としての歴史や文化の継承や啓発活動、山代温泉における「再興九谷のふる里」としての

まちづくり、大聖寺における「石川県九谷焼美術館」と「ＮＰＯ法人さろんど九谷」の連

携による、九谷焼の拠点としての情報発信や啓発活動などがあげられる。  
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表  終－１  石川県加賀市における「歴史的遺産を活かしたまちづくり」の調査事例の比較（筆者作成） 

事例地  

テーマ  

①大聖寺地区  

 「歴史的景観整備」  

 「文化的イベント」  

②橋立地区  

 「歴史的景観保存・活用」 

 「空地・空家の活用」  

③山中温泉地区・  山代  

  温泉地区・大聖寺地区  

  「九谷焼の発祥地」  

 

対象とした  

歴史的遺産  

および  

まちづくり  

の取り組み  

施策・事業  

    

・歴史的景観整備事業  

・町屋再生事業  

・旧大聖寺川「川下り船」  

・文化的イベント開催  

・第 27 回「全国町並みゼミ  

 大聖寺大会」開催 (2004) 

・「赤瓦景観シンポジウム」  

 開催 (2012-2016)  

・「北前船の里資料館」  

 管理・運営  

・船主集落の歴史的景観  

 整備事業（重伝建地区  

 選定に向けて）  

・空地・空家整備・活用  

 の取り組み  

・山中温泉  

「古九谷修古祭」 (1975) 

・山代温泉  

「九谷焼窯跡展示館」 (2003 

「九谷焼のふる里」宣伝  

・大聖寺  

「石川県九谷焼美術館」  

 設立 (2002) 

 

まちづくり  

活動の  

きっかけ  

・ 1980 年代末、大聖寺の  

 歴史的遺産が失われて  

いくことへの危機感  

・ 1990 年代、歴史的景観  

 整備計画の策定  

 条例制定・事業開始  

 

・ 1983 年、「北前船の里  

 資料館」開館以後、住民  

 と行政の協働により、  

 景観まちづくりが進み、  

 住民の意識が高まった。  

・ 1980 年代末、市民の有志  

 により、大聖寺に九谷焼  

 専門美術館設立の動き  

・山代温泉、九谷焼の全国  

 的ブランド力に気付いた。 

・山中温泉、ものづくりの  

 伝統の継承  

 

まちづくり

に参画した  

多様な主体    

・加賀市・加賀市教育委員会  

・山ノ下寺院群まちづくり  

 協議会  

・ＮＰＯ法人  

 歴町センター大聖寺  

・大聖寺文化協会  

・加賀市・加賀市教育委員会  

・北前船の里保存会  

・加賀橋立まちなみ保存会  

・金沢工業大学・金沢美術  

 工芸大学・石川工業専門学  

 校の学生  

・加賀市・加賀市教育委員会  

・山中温泉観光協会  

・山代温泉観光協会  

・加賀九谷陶磁器協同組合  

・石川県九谷焼美術館  

・（ＮＰＯ）さろんど九谷  

 

まちづくり  

の進展要因  

・行政と多様な住民団体の  

 協働による多様なまちづ  

 くりの取り組み  

・全国町並みゼミの開催で、 

 行政と民間諸団体の緊密  

 化がはかられた。  

・「北前船の里資料館」の開  

 館以後、住民の景観まちづ  

 くりの意識が高まり、行政  

 も景観整備事業を進めた。 

・住民と行政の信頼関係によ  

 って合意形成が図られ、重  

 伝建地区選定が実現した。 

・山中温泉は、古九谷発祥地  

 として歴史・文化を継承  

・山代温泉は、再興九谷の  

 本拠地としてアピ－ル  

・石川県九谷焼美術館と  

 ＮＰＯ法人さろんど九谷  

 の協働によるまちづくり  

 

まとめと  

今後の課題  

大聖寺地区内で多様なまち

づくり団体が存在している

が、それぞれ独自に活動して

おり、相互の連携・協働が不

十分である。  

重伝建地区選定後の景観ま

ちづくりへの住民の意識が

乏しく、良好な住環境の保全

と観光資源としての活用が

課題である。  

九谷焼とのつながりによる

加賀市の知名度を上げるた

め、市内の各拠点や産地相互

のネットワークの構築が必

要である。  
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（２）まとめ・考察  

  

 前項で比較・検証した加賀市における３つの「歴史的遺産を活かしたまちづくり」の事

例により、明らかになった要点を３つ挙げて考察する。  

 第一に、いずれの事例も地域住民と行政の連携・協働が最も重要かつ不可欠な要件とな

っているということである。第２章で述べたように、成熟社会を迎えた現代のまちづくり

においては、「市民と行政がそれぞれに果たすべき責任と役割を分担しながら相互に補完し、

協力して進めることを基本とする」とした協働の必要性が強調されている。  

 1970 年代のまちづくりにおいては、地域住民と行政のきびしい対立が多くの事例で見ら

れたが、加賀市においては、本格的なまちづくり活動がバブル経済崩壊後の 1990 年代か

らはじまり、社会状況の大変革期であったことも要因となって、行政との連携・協働は、

緊密さを増して、それぞれの役割分担により、現在まで円滑に進んできた。取り組み内容

で区分すると、文化財保護や歴史的景観の整備や町屋再生事業は行政が、文化的イベント

や学習･啓発活動は、ＮＰＯや住民団体などが主として取り組んでいる。  

 第二には、第４章と第５章で明らかにしたとおり、地域の課題に対する住民の自主的・

自律的な活動により、合意形成が実現できたことである。第２章では、まちづくりの主体

である地域住民による「合意形成」の要件について、次のように結論づけた。すなわち、

「多様な主体による民主的な議論の積み重ねが、住民の公共性の認識、すなわち『価値の

共有』のために必要な絶対的条件であり、その協議の結果として出されたものが公共性の

高い答えである。またそのために、多様なまちづくりの主体が協議を行う『場』が必要で

ある」とした。第４章では、大聖寺の山ノ下寺院群の歴史的景観整備活動で、地区の住民

たちが「まちづくり協議会」を組織し、行政と協力しつつ町並み整備に向けての歴史的景

観整備計画と歴史的景観整備基準（約束ごと）を策定し、住民相互の意思の疎通を図った。

また第５章では、地域住民が長年にわたる景観まちづくり活動により、歴史的景観の価値

を深く認識していたことや、行政の丁寧な対応や情報交換の場をもって意見集約がなされ

たことなどにより、「重伝建地区」選定への合意形成にこぎつけることができた。  

 第三には、いずれの事例においても、多様な歴史的遺産を活かした、多様な取り組みが  

展開されているが、それらは、多様な担い手（主体）の活動によるものである。しかし、

現状は、それぞれの主体のまちづくりに対する意識や、取り組み方に大きな課題がある  

ことが明らかになった。  

 

（３）今後の課題と展望  

 

 前項において提示された、多様な主体のまちづくりに対する意識や取り組み方の大きな

課題とは何かについて、以下に論考・考察する。  

 表 終－１に挙げたとおり、①大聖寺地区では、多様な目的を持ったまちづくり団体（個

人も含めて）が存在するが、それぞれが独自に活動していることが多く、相互の連携・協

働が不十分である。②橋立地区では、多様な担い手の長年にわたる努力により、全国で他

に類例のない船主集落として（輪島市黒島地区は、集落の形態が異なる）「重伝建地区」へ

の選定が実現したのであるが、その後のまちづくりの戦略、すなわち観光資源としての活
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用やさまざまなテーマによる他所との連携やネットワークの構築、たとえば、北前船の寄

港地や船主集落であった各地との全国的規模の経済的・文化的交流、石川県内にある８箇

所の重伝建地区相互の連携・交流、多様な特性をもつ市内各地区との交流などが、あまり

進んでいない。また、③九谷焼の発祥地としての３地区においては、それぞれの地区内の

各団体による取り組みは進んでいるが、それらをさらに拡大して、九谷焼とのつながりを

核とした、市内各拠点相互の連携・交流や外部への情報発信、南加賀地域の産地相互間の

ネットワークの構築などが不十分である。以上のとおり、多様な担い手が存在するにもか

かわらず、それぞれが独自に活動したり、市内各地区または外部との連携や交流が不十分

であったりして、まちづくりの効果がまだ市内全体に広がっていないことである。  

 現在の加賀市の基礎が、近世の藩政期に形成されて以来、市内に多様な町を持った多核

都市として発展してきたが、時にはそれが相互の対立や競争の原因ともなり、昭和と平成

の合併に際しても、大きな課題となっていた。新しい加賀市が成立して 10 年が経過した

現在、まちづくり活動を通じて市民と行政との関係が緊密化している一方で、市内各地区

の連携や交流促進が不十分であり、今後に向けての大きな課題である。  

 では、この課題に対して今後どのような取り組みが必要であるか、第３章で明らかにし

たように、加賀市の歴史文化基本構想を策定するにあたって、加賀市が市民の協力を得て

調査を進め、総数 1084 件に及ぶ歴史文化資産（歴史的遺産）が掘り起こされた。さらに

そこから６つの「加賀市らしさ」を物語る加賀市固有のスト－リーが導きだされたが、こ

れらはすべて市民がその価値を認識するとともに、まちづくりへの活用をめざすことを目

的としたものである。これらは「変わらないもの」「ホンモノ」（＝真正性）として、「なぜ

そこに存在しているのか」という歴史的背景を掘り下げて、自らが住んでいるまちを見直

す、すなわち市民自身が都市（地域）の歴史や文化を深く学ぶことが、新たなまちづくり

の視点を見出し、あわせて都市の個性を磨くことにもなるのである。したがって、地域再

生のためのまちづくりに活かしていくためには、加賀市民がまちづくりの当事者として、

市内に遺されている多様な歴史的遺産を「みんなのもの」という意識を持ち、その価値を

共有することが必要であり、そのことは同時に、市内各地区や外部との連携や交流をはか

るためのネットワークの構築を促進することにもつながるのである。  

 

４．結 論  

 

 成熟社会を迎えた現代のまちづくりにおいては、市民と行政はじめ多様な主体による協

働が必要不可欠である。「まちづくりの要はひとづくり」といわれてきたように、まちづく

りの担い手として自ら考え、行動する主体のことであり、この主体を育てるための学習の

あり方が鍵となると考えられる。このことに関して、文部科学省（2004）は、「①地域づ

くり（まちづくり）の取り組みは、地域が抱えている課題や目指すべき地域社会像を明ら

かにしながら、地域の特性や地域資源を十分に把握した上で、計画的かつ継続的に行うこ

と。②そのためには、地域社会の変化に対応した知識や技術を学びながら実践し、実践を

通して、新たな課題を発見し、さらに課題の解決に向けて学習し、それをまた実践に生か

すということを絶えず行っていく必要がある。このため、地域づくりは、学習と実践を一

体的かつ継続的に行うものであると考えられる」として、地域づくり（まちづくり）を推
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進するために、その担い手（主体）は、生涯を通じて学び続け、それを実践することをく

りかえす必要があると提言している (3)。  

 また浅野秀重（2017）は、「市民（地域住民）が『地』縁により結ばれるだけではなく、

学びを通じた『知』縁により、地域住民同士がさらに強く切り結ぶこと、それらが地域の

機関や団体間の協働や連帯を強固なものにし、より良いコミュニティづくりへと連動して

いくものと考える。地域住民が地域を学ぶことにより、地域の課題が見え、その課題の解

決に向けて住民の意識が高まり、地域に対し、自分は何をなすことができるのかを理解す

ることにもなると考える。地域再生は、住民の学習活動を前提とした、生きがい、住みが

い、暮らしがい、学びがいのある地域を創ることであるように思われる」として、このよ

うな学習活動を通して、仲間づくりが進められ、好ましい人間関係のネットワークが作ら

れること、何らかの形で社会につながり、社会的な事業に参画したい、できれば社会のた

めに貢献したいとする意欲が高まっていくこと、さらに地域課題の解決に向けての意識も

高まると指摘している (4)。  

 成熟社会・人口減少社会・超高齢社会を迎えた現代においては、人々はまちづくりその

ものに価値を見出し、生きがいや自己実現が活動の目標となって、社会とのつながりにお

いて自分の存在を感じるようになってきた。したがって自己実現の段階からさらに上位へ、

あるいは外部へ発展していくものとして、社会（他者）との関わり、すなわち社会貢献に

より人々の共生をはかることが、豊かな地域の再生につながるまちづくりの目標となるの

である。  

 さらに、地域に遺された「歴史的遺産」を日常生活を通じて体験・継承し、その証言者

にもなりうる高齢者をまちづくりの担い手とすることが高齢者福祉の観点から重要になっ

てきている。人は「何か役に立つ」という経験を通じて「自分は必要とされている存在」

と感じ、「自己尊重」、つまり自分を尊び、自分を信じる気持ちを自らの中に育んでいくも

のであるが、特に高齢者は、サービスの「受け手」から「与え手」の立場に立ち、動機づ

けられることで、意欲的になっていく。まちづくり活動において、高齢者が担い手として

の役割を果たすことは、人生の現役としての自己肯定感が高まり、結果として生活の質が

向上して、健康寿命の延伸や介護予防にもつながるとともに、まちづくりを通じて、地域

の若い世代や学生との世代間交流の促進にも役立つものである。  

 以上のように、まちづくりの担い手が、自分たちのまちの歴史や文化について学ぶこと

により、市民としての意識が高まって、地域に対し今何をなすべきなのか、の思いを一致

させることができるのである (5)。したがって、互いに助け合い、学び合うことは、多様な

主体の協働により創造していくまちづくりにおいて、最も重要な原点である。  

 上で述べたことは、本研究の事例対象都市である石川県加賀市においても、当然のこと

ながら当てはまる。加賀市は、戦後の高度経済成長期以後の数十年間、大規模温泉観光都

市として繁栄し、加賀市全体が温泉観光に依存していたが、やがて衰退していった。それ

に対して、市内に遺されている多様な歴史的遺産は古代からの長い時間の中で育まれてき

たものであり、それらを活かしたまちづくりは、新たな視点で加賀市を捉えて、その再生

につながることをめざしたものである。  

 まちづくりは「百年の計」といわれるように、長期にわたる持続的な活動であり、到達

したい目標を設定して、そこへのプロセスが重要であり、加賀市においても、まだまだ活
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動の途上にある。しかし、平成の合併後、約 10 年が経過して、若い世代には新たな加賀

市民としての意識が根付いており、まちづくりへの関心も高まってきている。もっとも重

要かつ基本となることは、前述のとおり、加賀市全体および自分たちが住む市内各地区の

歴史や文化を、すべての市民が世代を越えて、深く学ぶ（識る）ことである。そのことに

より、地域に遺された「歴史的遺産の歴史的・文化的価値」を共有し、あわせて、まちづ

くりのプロセスにおける「民主的な熟議の場」を通じて、それらが「みんなのものである

という公共性という価値」を受容する感性を鍛えていくことである。そして、この二つの

価値を共有することによって、市民のまちづくりに対する自主的・自律的な当事者として

の意識が高まることが、合意形成のための最も重要な要件となるものであるということを

本研究の課題に対する結論とする。  

以上のとおり、石川県加賀市における「歴史的遺産を活かしたまちづくり」を事例とし

て実証的に分析し、明らかにしたことは、それぞれ多様な「歴史的遺産」を有する全国の

地方都市の再生にもつながる可能性をもっていると考えられるのである。  

 

 

注               

                

(1) 田村明『自治体学入門』岩波書店、 2000 年、  

(2) 藤田忍「行政と住民の関係・専門家のあり方」『まちづくり学』朝倉書店、 2007 年、  

 76 頁。  

(3) 文部科学省提言「地域を活性化し、地域づくりを推進するために」  

 文部科学省  地域づくり支援アドバイザー会議（ 2016 年）  

 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/08/04081301/001.htm  

(4) 浅野秀重「住民の学びと地域づくり」『＜つながり＞の社会教育・生涯学習  

 －私たちの地域・くらしを創る学び－』東洋館出版社、 2017 年、 34 頁。  

(5) 川端五兵衛「『八幡堀からのまちづくり』－歴史的町並み保全の今日とまちづくり－  

 「まちづくりは歴史に根ざしたストーリー性が必要であり、ブレてはいけない。歴史を識る  

 ものは、より秀れて未来を透徹することができる。堀は埋めた瞬間から後悔が始まる。」  

 大阪市立大学大学院創造都市研究科特別シンポジウム（ 2015 年 11 月 30 日）講演より。  

   以上のように、近江八幡市（滋賀県）の川端五兵衛はじめ、角館（秋田県仙北市）の高橋  

 雄七や足助（愛知県豊田市）の小澤庄一など、全国各地のまちづくりのリーダーたちも地域  

 の歴史や文化を学ぶことの重要性を提唱している。  
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