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はじめに   

 

我が国に残された歴史・文化資産のまちづくりへの活用は、地域の魅力を増進させるだけでは

なく、地域の特色を内外にアピールするとともに、住民の地域に対する誇りを醸成する契機となる

など、今後の地域創生において重要な役割を持つ。しかし、歴史・文化資産の保全は、文化財等

の資産を保護するための政策を講じていくことだけでは十分でなく、その資産を活用する活動が

なければ資産の価値を維持することは困難であるし、地域の活性化にも繋がらない。 

『地域における歴史的風致の維持向上に関する法律』（平成 20年制定、以下「歴史まちづくり

法」という）は、文化財等の建造物を単に保護するだけでなく、それを活用する祭りや伝統産業等

の民間活動を合わせて「歴史的風致維持向上計画」（以下「歴史まちづくり計画」という）に位置付

け、まちづくりを進める仕組みである。平成 28年度末で、全国で 62の都市が計画の大臣認定を

受け、先進的に取り組みを始めている。東北地方では、平成２７年度までに青森県弘前市、福島

県白河市、山形県鶴岡市、宮城県多賀城市、福島県国見町、磐梯町、桑折町の 7都市が国（文

化庁、国土交通省、農林水産省）の認定を受け、また平成 29年 3月には 8都市目として秋田県

大館市が認定を受けた。歴史まちづくりへの各都市の取り組みでは、市町村長からの強いイニシ

アチブに基づく政策推進と、それに対応した市民、民間の活動がみられることが特徴的である。 

本資料は、歴史まちづくりを通じた地域創生に取り組む意向を有する地方公共団体等の参考

となり、その取り組みを一層促進するため、東北地方を中心に認定歴史的風致維持向上計画を

策定している都市の市長に宮城大学と国土交通省東北地方整備局が直接インタビューを行い

（東北地方以外の都市のインタビューについては宮城大学が実施）、その政策の構造、進め方を

分析し、動機や政策のポイント、具体的なプロセス等を取りまとめたものである。これらは、歴史ま

ちづくりの取り組みだけでなく、地域創生のまちづくりにおいて、様々な局面に活用できる可能性

があると考えており、今後の地方公共団体等による地域創生の取り組みの一助となれば望外の

喜びである。 

本資料は、舟引敏明宮城大学事業構想学部教授（現事業構想学群地域創生学類教授）、

佐々木秀之同准教授（現事業構想学群地域創生学類准教授）と国土交通省東北地方整備局が

共同して取りまとめたものである。先生方の知見、経験により、このような形で資料を取りまとめる

ことができた。ここに心より感謝の意を表するものである。調査の実施に当たり、それぞれの歴史

的風致維持向上計画認定都市には、首長インタビューの実施、資料の提供、現地の取材等を含

めて、様々な形でご協力をいただいた。改めて感謝の意を表するものである。 
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１．歴史まちづくりに取り組む動機 

 

市長インタビューを進めるにあたり、最初にそれぞれの市長が歴史まちづくりに取り組んだ背景、

動機等について尋ねた。大きな要因は次の 4 点に整理された。ただし、いずれの市長の動機も単

独のものではなく、それぞれの理由が複合している。 

 

① 国土交通省と文化庁、農林水産省が共同して進めたプロジェクトであり、文化財行政と都市

計画行政の対立という、これまでのあい路を打開する取り組みだと認識し、参加した。 

② 地域創生を考えた場合、地域を結ぶために歴史文化や景観は重要な切り口であり、これを

まちづくりの中心に据えることが重要だと考えた。 

③ 歴史まちづくりという仕組みは、ソフトとハードのどちらも支援する仕組みなので、地域づくり

に取り組む支援施策としてふさわしいと感じた。 

④ もともと歴史文化資産が特徴の都市であり、これまでも歴史資産に様々な取り組みを進めて

きたので、当然のこととして参加した。 

 

地域創生、地域づくりに地域の最も重要な資産である歴史文化資産を活用するというのは、市

長として当然の判断だろう。 

今回取り上げた歴史まちづくり都市の多くは、県庁所在地（県都）ではない城下町である。弘前

市、大館市、鶴岡市、白河市、亀山市、高梁市がそれに当たり、市街地の中心にお城があり、旧藩

の中心であった誇りを持っている。それが県都に対抗するアイデンティティになり、他に頼らず自主

的な活動を進めており、それが県の枠を超える地域連携、観光連携に繋がっているのではないか。

歴史まちづくり法が制定されたことに対する各市長の対応も、あたかも旧藩の藩主であるかのよう

に、極めて主体的な印象を与える。 

それに対し多賀城市は、多賀城という重要度の高い特別史跡が存在し、これまでも保存は進め

てきたものの、市民とのまちづくりとの間の距離があり連携が難しかった。それが歴史まちづくり法

の制定とその 2年後に起きた震災の復興を通じて、まちづくりの一環として歴史文化資産を活かす

ような段階に進んできたといってもよい。東北地方の他の歴史まちづくり都市である福島県国見町、

桑折町、磐梯町も同様に、町内に重要な文化財が存在し、それをまちづくりに活かすという方向性

では共通している。 

平成 20 年の歴史まちづくり法の制定は、このような地域の潜在的なポテンシャルに、現実的な

動きをもたらすドライブ要因として働いたとみることができる。そして法制度が用意した支援制度が、

それまでカバーできなかった分野、特にハードだけでなくソフトの分野も対象としていたことが、より

積極的な対応をもたらしている。 

一方で、文化財行政と都市計画行政との対立が複数の都市から指摘されたことは、これまでの

両者の関係が、様々な面で地方行政に強い影響を及ぼしていたことを示唆している。これは反省

すべきポイントであるが、縦割りを排除することが阻害要因の除去に繋がる好例であるとみることも
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できる。以下、それぞれの市長の歴史まちづくりに取り組んだ動機を紹介する。 

 

葛西憲之弘前市長 

歴まちという法律自体に興味があった。文化庁と国土交通

省が手を結んだという前提が極めてドラマチックで、こんな

法律ができるなどとは考えもしなかった。この仕組みであれ

ば地域の持つ財産が活用できる、命を与えていくことができ

るという思い、なぜかといえば、県庁時代に三内丸山遺跡を

担当し、あそこに野球場を作ろうとして進めていたが、最終

的に遺跡を残すことになった。文化庁、国土交通省、県土整

備部と教育委員会の連携がうまくいかなかった経験がある。

ところが、歴まち法ができて文化財をまちづくりに活用でき

るという状況は青天の霹靂であった。活用しない手はない。

弘前には弘前城、明治大正の建築、前川國男の建築もある、

これを活用すればまちづくりの取り組みを内外に知らせることができる。またソフト事業

ではお祭りまで支援可能という整理だった。それだけの財産を持っている弘前市だから、費

用のかかる改修は極めて厳しい状況だったが、改修にも支援が活用できるということもあ

り、東北で最初の歴まち認定に着手した。 

 

菊地健次郎多賀城市長 

古代日本に同じく政庁があり、友好都市でもある大宰府市

が取り組むと聞いたので、本市も歴史を活かしたまちづくり

で負けてはならないと思った。 

多賀城という街だから、歴史の重みがあり、後世の方々に

は残していかないといけないという思いは強い。多賀城にと

って、特別史跡があり、壺碑（つぼのいしぶみ）、興井（沖の

井）、末の松山も国の名勝に指定された。多賀城市では昭和３

５年から発掘調査などを続けてきた。しかし発掘調査は、50

年かけても全体の 10 分の 1 しか進んでいない。あと 450 年

しないと全容がわからないのかなどと議会でも訊かれるく

らいですから。古代多賀城の全容の姿が明らかになるのはま

だまだ先になる。 

歴まち法ができたということで、多賀城も歴史を活かしたまちづくりを進める上で当然

これはやらなくちゃいかんのではという思いだった。 

葛西憲之弘前市長 

菊地健次郎多賀城市長 
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福原淳嗣大館市長 

もともと私は地方創生がテーマだった。市議会議員のと

き、鉱山を用いて環境リサイクルの基地をつくる構想があ

り、それが秋田県北部エコタウンとして昇華をした体験が

あり、その時に気づいたのが、地方であっても大きな時代

が求める役割や、国が求める役割を果たした時に、地方創

生はかなうのだなと感じました。その後明日香法や古都保

存法を知る機会があり、明日香村を訪問した時に、日本の

歴史の中で律令政治が始まった場所だという物語とまち

づくりとを合わせることで、当時の関村長をはじめ明日香

村の人たちが誇りをもっていらっしゃるのを見た。私はま

ちづくり、地方創生は、大館に住んでいる人たちが先人か

ら受け継いだものに、自信と誇りをもって立ち上がった時

に始まる、それが本当の意味での地方創生だと感じました。ならば、市の長としてなすべき

ことは、やはり大館びととしての誇りを、先人から受け継いだ歴史と文化と伝統をまちづく

りの羅針盤にすることだと思った。議員秘書時代も森林と文明などについて勉強を続けて

いたが、その中で「森こそは人類の伽藍」だとか様々な言葉に出会った。そしてこういうも

のが景観十年、風景百年、風土千年としてのまちづくりの中に入ってくる。食も絡んでくる。

畑作と牧畜と稲作と漁労では森林に対する考え方が違う。万葉集の時代から植林というこ

とを心得た日本人の心、それが今の地方都市でどのように開花するのかを考えた場合に、明

日香法は意義のある法律だと考えた。そしてそのあと景観緑三法ができる瞬間にも立ち会

ったので、どういうような考え方をもってまちづくりを進めなければならないのかを如実

に感じた。そして歴史まちづくり法ができた。そして歴史まちづくりをもって新しい市政を

位置付けていきたいと考えたし、実際に取り組んでみて、事務方を横串に突き通し、建設部

だけでもできない仕事で、産業部、教育委員会なども初めての取り組みだった。その後に、

仙北市と横手市も歴史まちづくりの準備を始め、そうするとこれからの大館は、秋田県の中

で歴史まちづくりを進める自治体との連携を図りつつ、弘前と県境を越えてネットワーク

をつくっていくことに責任を持って取り組まなければならない。特に弘前市の葛西市長と

は、北東北三県で歴史まちづくりをしているのは、弘前と大館だけであり、二市でできるこ

とを広げていこうと話をしている。歴史まちづくりは、大館びととしてのアイデンティティ

を深めるだけでなく、深まったアイデンティティをもって他の自治体とつながっていくと

いう政策的な効能がある。そういう意味で地方創生を実現するために、歴まち法の取り組み

が必要だと思った。 

 

 

福原淳嗣 大館市長 
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榎本政規鶴岡市長 

まず、一つは歴まち法の前に、前の市長がまちづくりの根

幹としてコンパクトシティを進めるという考えで、公共施設

を外に出すと市民が使いにくくなるので市街地を外側に拡

げず、まちなかを大切にして、病院などいろんな施設を市の

中心に置いたという経緯があります。 

そして、鶴岡市の城下町としての本拠地が鶴岡公園の中心

部だとすれば、ここにある鶴岡市の歴史的資産を大切にして

いかなければならないという考え方が根底にあり、それは、

前市長からずっと職員のみなさんが受け継がれてきたもの

と思っています。 

また、鶴岡市は、平成 17 年 10 月に合併していますが、出

羽三山や出羽三山の門前町である手向地区の宿坊街、明治・

大正とシルクで鶴岡の近代産業を牽引してくれた松ヶ岡開

墾場の蚕室群など、市の中心部以外にも貴重な歴史的なものが受け継がれています。松ヶ岡

については、富岡（製糸工場）が世界遺産なら、うちの蚕室群も日本遺産は十分、世界遺産

に認定されても良いんじゃないかという気がしております。今年 9 月に天皇皇后陛下が松

ヶ岡に行幸啓されたときも蚕室をご覧になられて、良くぞ残してくれたと、これは残して行

ってくださいよとお言葉をいただきました。こういう歴史的な建物や歴史そのものを後世

に伝えていかなくてはならない。それは今の時代を生きる我々の責任であると思っており

ます。行政としてそういう思いで取り組んできた時に、まちづくりを支えてくれる今日おい

でになられた石原さんや佐藤さんなどが、市民レベルのいろいろな活動を通じて、鶴岡の持

っている歴史的な遺産に光を当てて、それを守り育てていこうという機運が市民の中に醸

成されてきたのだと思っております。それが相まって丁度いい時期に、国がこういう制度を

作ってくれた。歴史的な建物とか風致を維持していくのはお金のかかることなので、非常に

いい制度を作って頂いたと思っており、手を挙げさせていただいた。 

榎本政規鶴岡市長 
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鈴木和夫白河市長 

私は白河市出身で、市長に就任する以前は、福島県の職

員として県の行政に取り組んでいました。そこで、様々な

市町村のまちづくりを支援していたわけですが、その当

時、県内には 90 市町村あり、特に平成のバブルがはじけ

て以降の、各市町村の様々な取り組みの中で、自分の個性

を生かしたまちづくりを進めていこうという機運が高ま

っていた時期でした。例えば会津若松市、白河市、相馬市

などは歴史的な文化財が沢山あり、それを活かしたまち

づくりというのが、これからの地域づくりには必要だと

強く感じたわけです。抽象的に言えば、外部の力を借りて

くる、国の補助金、交付税で財政支援をお願いするというのがそれまでの地方行政のメイン

でしたが、やはり地元にあるものを活かしつつまちづくりを展開していく、大きな時代の転

換点を迎えているような気がしました。図らずも市長になった時に、そのことが念頭にあり

ました。ですから、産業振興のために地元中小企業の専門的支援機関をつくったり、中心市

街地活性化基本計画の認定を受けて地域資源を活かしたまちづくりを進めることに着手し

ました。足元の資源を活かしたまちづくりに取り組むため、どのようなアプローチができる

か模索していた時期でしたので、歴まち法という法律があるということを知り、非常にいい

法律だなと思い、関心をもちました。三省庁の連携の下に、国交省と文化庁が手を携えて、

文化的なものを含んでソフトとハードの両方に支援をしていくというのは、タイムリーな

政策だと思いました。大変評価をしております。白河は歴まちの法律の趣旨にかなう歴史的

資源を持つまちであると思っておりましたので、職員に指示し、国土交通省に連絡を取り、

いろいろな助言をいただき、歴まち計画の策定を進めました。小峰城や南湖公園、白河の関

跡や旧奥州街道など、多くの歴史的資源が残っていますが、それを具体的な政策として、活

かしてきたのだろうかと、あるいは活かそうと努力してきたのかと考えると、少し力不足の

ところはあったことは否めないわけでして、歴まち計画の認定をきっかけとしてまちづく

りの有力な武器として使えるだろうと考えました。その前に、景観法という法律が平成 16

年にできましたが、かつて県の都市計画課の職員として景観の仕事を担当し、熊本県で細川

知事の時代、平成 6 年に全国の景観のシンポジウムがあって参加したこともあり、まちづ

くりにおける景観の大切さに関心を持っていました。 

景観法で景観行政団体となる市町村が景観政策の主体となることになり、景観のまちづ

くり、そして歴史のまちづくりと何かずーっと繋がってきたような、一連の流れの中で、国

土交通省がタイムリーな施策を打ち出してきました。これを私ども市町村が使わないとい

うことは、ある意味我々の能力不足を示すことになると考えて、いち早く取り組んでみよう

と考えた次第です。 

鈴木和夫白河市長 
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櫻井義之亀山市長 

平成 21 年１月に認定を受けて、その 1 週間後が告示日だ

った。日本の景観とか文化とかは地方都市のまちづくりの中

で重要視されて、その仕組みがうまく機能できればいいと、

18 年間の地方議員の活動を通じてもともと考えていた。そ

こで「絵になるまちをデザインする」というマニフェストを

挙げて、市長選に臨んだ。この街は東海道の宿場を３宿有し、

城下町でもあり、その特色に磨きをかける必要があるという

のが当時の思いだった。この歴まち法が制定されたのは、そ

の意味で力強かった。まさに選挙直前で萩市や高山市などそ

うそうたる４つの歴史都市の皆さんと一緒に第一号認定を

いただいた吉報に感激をして、その勢いで選挙戦を進めた。

歴史的風致計画の認定の時と就任時が重なったので、この８

年間思いを込めて進めてきた。巡りあわせも強く感じているし、第一号認定は前市長の下で

英知を結集した結果だと考えると、市職員に敬意を表したいと思っている。これら認定時に

は痛快な思いをした記憶がある。・・・（中略）・・・改めて時間軸を持った、歴史まちづく

りの考え方や理念は、刹那的で価値観が多様化している時代において、今一度こだわりを持

って都市をつくっていくこと、その中に先輩から後輩へと、親から子や孫へと伝わっていく

ような人の営みをもう一度掘り起こしつつ、まちづくりや人づくりの中にうまく組み込ん

でいくようなこと、などの意義を改めて実感している。言葉で言うと簡単だが、地道でエネ

ルギーの要る仕事だと思っている。 

近藤隆則高梁市長 

平成 2 年度から平成４年度にかけて東京芸術大学の前野嶤

先生が城下町高梁に残る古い町並みの調査をされました。平

成 2 年はちょうど高梁市に４年生大学の吉備国際大学が開学

した年です。その頃、城下町の中に学生アパートが建ちはじ

めたため、岡山県が景観の網をここにかけました。ちなみに

吹屋地区への景観規制はその 2 年後でした。景観を何とかし

なければという機運が生じていました。 

東京大学の西村幸夫先生や明治大学の小林正美先生にもい

ろいろとご指導いただきました。西村先生との出会いは、現

在、高梁商工会議所専務をされている遠藤正博さんが、平成

7 年に地域活性化センターが主催する「地域リーダー養成塾」

に商工会議所から勉強に行かれて、その時に講師をされてい

た西村先生を遠藤さんが高梁市にお呼びになってからだと聞

櫻井義之 亀山市長 

近藤隆則 高梁市長 

 



7 

 

いております。先生にご協力いただいて商工会議所主催で「たかはし町並み建築デザイン賞」

が開催されました。この賞は、老朽化に伴う住宅の建て替え、高層学生アパートの建築など

で町並みが崩れてきている中、町並み景観の重要性を再認識するとともに、先駆的な取り組

みを表彰することによって、町並み整備の気運を盛り上げて行くことを狙いに平成８年に

創設されました。 

・・・（中略）・・・昭和 30 年代、慶応大学の池田潔先生が高梁を訪れたとき、川と城が

ある高梁をドイツのハイデルベルグだと形容し、ここに大学ができればと考えられました。

約 30年後、実際に大学ができることになろうとは教授は想像だにされなかったと思います。

そこで危機感をもって町を愛する人と大学ができることによって町が新しく変わることと、

高梁の歴史的な町並みを守ろうとするターニングポイントになったと思います。大学がで

きるまでは町の景観のことなど重要視されていなかったのが、それから始まったように思

います。その頃は、私は財政部局にいました。市の財政も裕福だった頃です。そういう活動

があることは知っていました。その辺から町並みを守らないといけないという機運ができ

てきたように思います。平成１０年度から、古い建造物のファサードの 4 分の 3 を補助す

るようになりました。ベースはその辺にあり、歴まちは取り組むべくして取り組んだと言っ

てよいと思います。 

私が市職員から出馬して当選したのは平成 20 年で、その間は同様の取り組みを続けてい

たということになります。歴まち法は正にこれだということで飛びついた感があります。西

村先生も小林先生も高梁のためにできた法律だといって強く勧めてくれました。 
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２．１２の政策モデル 

 

本報告で行った市長等インタビューには、市長等のリーダーシップの特徴が現れているとともに、

各都市の様々な事情も反映され、様々な内容が含まれている。そこで、その内容について共通す

るもののグルーピングを図り、政策モデル・ビジネスモデルとして、今後他の都市で用いることがで

きるよう一般化を試みた。歴史まちづくりに関するベスト・プラクティス・アプローチの実践モデルを

抽出しようという試みである。 

 

その結果以下の政策モデルを抽出した。現段階ではビジネスモデルというところまでは達してい

ないが、地域産業や観光等ビジネスモデルへ発展する可能性のある示唆も含んでいる。 

それぞれのモデルは、歴史まちづくりだけでなく、地域創生のまちづくりを進める際の参考となる

方法論として読むことも十分可能である。 

 

２－１ トップダウンによる強力なイニシアティブ 

２－２ 取り組み体制・組織の強化による政策推進 

２－３ 市民の意識の変化を誘導する 

２－４ 地域の誇りを取り戻す 

２－５ 東日本大震災の震災復興におけるシンボル化 

２－６ 様々な市民参加のプロセスを用いる 

２－７ 民間活動を誘導する 

２－８ プロのサポート体制を構築する 

２－９ まちづくりを観光に活かす 

２－１０ 広域連携による観光振興 

２－１１ 新しい都市整備と歴史文化保存の調和 

２－１２ 視点を変える 
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２－１ トップダウンによる強力なイニシアチブ 

＜モデル＞市町村長が先頭に立ち、方向性を示し、計画策定を進め、さらには市民との対話

を進め、計画の全体を強く進捗させる。 

具体的方策は以下。 

① 施政方針において歴史まちづくりを進めることを強く打ち出し、議会の同意を得、必

要な予算を措置し、必要に応じて組織を変革し、推進体制を整える。 

② 計画の策定に当たっては、学識経験者や住民を巻き込み、当該自治体の歴史文化資産

を再評価し、これまで知られていなかった魅力を掘り起こす。 

③ 新しい提案や、他の都市の良い政策を積極的に取り入れる。 

④ 国や県との調整はトップの重要な仕事と考えて、積極的に足を運ぶ。 

⑤ 市民とのインターフェイス役になり、説明者・説得者の役割を果たす。 

 

一般的に見て、歴史まちづくりの実施において、市町村長の強いリーダーシップがみられる場合

が多い。これにはいくつかの要因が考えられる。第一に総合計画や都市マスタープランのような都

市計画制度は、その対象が全域であり、総花的にならざるを得ないことから、全体像が分かりにく

いのに対して、歴史まちづくりは、その目標が分かりやすく、市町村長として目的を示しやすいこと

にある。 

第二に、地域を最もよく知り、最も愛している人材が市町村長になることが多く、当然ながら地域

の歴史・文化資源に対する愛着が深いため、重点を置く政策として取り上げることに繋がっている。 

第三に、多数の関係者間の調整に際し、市町村長自らが陣頭指揮をとることにより、より調整が

容易になることである。 

以下、具体的な事例でその内容を説明する。 

 

先人から受け継いだ歴史と文化と伝統をまちづくりの羅針盤にする 大館市 

福原大館市長は、平成 27 年 5 月に市長に就任した。その時点で市は最大テーマである

「まち･ひと・しごと創生総合戦略」の策定を進めていたが、市長はその作業を一旦ストッ

プし、歴史まちづくり計画策定を優先するよう舵を切った。 

市長は、その時の思いを「国土強靭化は弱いところを強くする戦略、総合戦略は強みを伸

ばす戦略であり、強みを伸ばすには自分たちの強みを知ることが先で、歴史まちづくりでま

ず自分たちの強みを知り、そこから強みを伸ばすための総合戦略をつくることでよいので

はと考え、判断した。」、そして「責任をとるのは選挙で信任を得た私の仕事であり、政治家

として判断をした。」と述べている。 

「私はまちづくり、地方創生は、大館に住んでいる人たちが先人から受け継いだものに、

自信と誇りをもって立ち上がった時に始まる、それが本当の意味での地方創生だと感じま
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した。ならば、市の長としてなすべきことは、やはり大館びととしての誇りを、先人から受

け継いだ歴史と文化と伝統をまちづくりの羅針盤にすることだと思った。」 

まちづくりの苦しさは続けること 弘前市、白河市 

葛西弘前市長は継続することの強さを次のように述べている。「骨が折れることだが、い

つも情報発信し続けると、市民の側もこうしてはいられないという思いになってくる。それ

が活力になり、それが誇りになっていくという、良い循環を作っていくこと、それがないと

長続きしない。行政はそれなりの覚悟をもって続けていかないといけない。それを育ててい

くための仕掛け方が常に求められている。そのことに気づきながら、仕事をやり遂げるよう

な人材を、役所の側でも育てていかないといけないということ。それができていくと、確実

に民間側もそれに応えてくれる状況が生まれてくる。いろんなことができていくようにな

る。」 

 

鈴木白河市長も同様の内容を述べている。「やっぱり何年も続けないとなりませんね。小

布施町長と会う機会がありましたが、先代の町長と今の町長と 30年くらい言い続けてきて、

やっと変わってきたと言っていました。最初は抵抗がありますよね、でもやりつづけるとそ

れが当たり前になってくる。やはり言い続けることです。まちづくりの苦しさは続けること

ですね。これは、あと 10 年 20 年かかると思います。政治的に取り組む課題なんです。」 

市長の役目はオーケストラの指揮者 白河市 

鈴木白河市長は、市長の役目はオーケストラの指揮者のようだと、次のように述べている。

「個々の動きはバラバラですがまちづくりに対する動きや機運はあったんです。オーケス

トラの指揮のように、それを調和させていくという働きかけをしたことで、もともと膨らん

でいたつぼみがいっぺんに花開いた、まとまって音が響きあってきたような感じです。市長

はオーケストラの指揮者で、いろんな団体があれば、それぞれのベクトルで動いている。そ

れを総合的に何とか音色が合うようにしていくのが役割です。まちづくりも多分そういう

ものでしょう。」 

また、そのコツとして「不協和音はどこでも出るのです。不協和音が大きすぎると、まと

まりかけたものもばらばらになる。不協和音は多少なりともあるけれど、聞いていて不愉快

になるレベルにならないように気を付けるということでしょうか。」と述べている。 

新しい動きはまず受け入れる 弘前市 

葛西弘前市長の特徴は、新しいことに対する間口の広さである。市民を日常的に巻き込ん

でいくためのポイントとして「新しい動きは、まず受け入れることです。入口で拒絶反応を

起こすと、行政は何もしてくれないというような世界になってくる。そこで行政はまず受け

入れる。もちろん玉石混交あるが、その中からじっくり選んでいく。行政はまず見てくれて
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いるなというイメージを、プレーヤーの側にしっかりと意識させる。意識共有されれば、そ

こから信頼関係が始まる。だから何かあれば私が自分で出かけて行って、挨拶して、声をか

けるようにしている。それがあって初めて、市の側もやる気があるみたいだと感じてくれる。

そこがないと始まらない。」と述べている。 

ただし、それではどんどん肥大化してしまうので、「期限を区切ってうまくいかないもの

は止めるなど、取捨選択する精神が必要。いったん引き受けると止めるのは難しいが、それ

をやり遂げるのもやっぱり人、プレーヤーを育てていかない限りまちに元気が出ない。」と

留意点を付け加えている。 

他の都市の良い施策は取り入れる 白河市 

鈴木白河市長は、歴史まちづくり都市認定後、「萩市では文化財と市長部局を一緒にして

いるという話を聞いて、それがヒントになって、白河市でも文化財課を市長部局の建設部に

入れ、さらに都市政策室をつくりました。同室長には、文化財の専門家を充てましたが、い

まの室長も文化財の専門家です。」と、萩市の例を参考に文化財部局と市長部局を統合して

成果を上げている。また、長期にわたる継続的な取り組みの重要性について、「小布施町長

と会う機会がありましたが、先代の町長と今の町長と 30 年くらい言い続けてきて、やっと

変わってきたと言っていました。最初は抵抗がありますよね、でもやりつづけるとそれが当

たり前になってくる。」と他都市の良いところをどんどん取り入れるという姿勢を見せてい

る。これもトップでなければできない判断であることに留意したい。 
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２－２ 取り組み体制・組織の強化による政策推進 

＜モデル＞保存だけに重点を置きがちの文化財部局を、都市計画部局、観光部局と統合もし

くは一元化することにより行政組織の活性化を図る。 

具体的方策は以下。 

① 文化財部局を市長部局に組織的に統合する、その逆に都市計画部局を教育委員会の組

織に加える。観光部局とも一元化する。 

② 文化財の専門家と都市計画部局の専門家と人事交流をする。 

③ 加えて両者を市長のトップダウンの指示に従わせるようにする、などの方策を組み合

わせて、歴史まちづくりの担当の一元化を図るとともに、国における縦割り行政の弊

害を現場である自治体の段階で打破する。 

 

従来の組織では、文化財部局は教育委員長と教育長をトップとする教育委員会に、都市計画・

まちづくり部局は市長をトップとする市長部局に属しており、直接の指揮命令系統が異なっている。

そのため、縦割り意識が特に強く、相互の意思疎通にかける場合が多くみられることになる。 

またその業務内容が、都市計画を含む建設サイドは通常は施設の建設に伴い埋蔵文化財の包

蔵地を開発対象とすることが多く、文化財の保存を主たる目的とする文化財部局とは対立しがちな

関係になることが、縦割りを助長する。そして国レベルにおいても文化庁と国土交通省も同様の傾

向にあるため、さらに関係が悪くなる傾向にある。 

観光部局は通常は産業を所管する部局に属し、文化財部局、都市計画部局とは異なる組織で

あることが一般的である。そのため観光部局は、既存の観光資源のＰＲや観光サービスの充実な

どがメインの施策展開となりがちである。一方で、文化財やまちづくりなどは観光の主となるコンテ

ンツに係るもので、コンテンツの充実がなければ観光振興の重要な魅力づくりに繋がらない。 

これらの縦割り行政が政策推進の妨げとなるという認識から、文化財部局、都市計画部局、そし

て観光部局を一つの組織としてまとめ、行政を一元化することにより活性化を図るものであり、取材

した自治体では見事に成功しているように見える。 

文化財行政と建設行政の融和 白河市 

鈴木白河市長は、部局の一元化について、「白河市でも文化財課を市長部局の建設部に入

れ、さらに都市政策室をつくりました。同室長には、文化財の専門家を充てましたが、いま

の室長も文化財の専門家です。守るべきものは守ります、しかし活用できるものは活用しま

す、まちづくりの中で文化財行政、文化行政を進めるのが、市長の意向が一番伝わりやすい

と考えました。まちづくり推進課と都市計画課、文化財課が協議し、連携しあって各種施策

を進めており、うまく展開しています。」と述べている。 

このような方式は、先進的な取り組みを進めている萩市や金沢市などでも行われており、

その有効性を白河市においても取り入れたものである。 
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文化財行政と観光行政の一元化 亀山市 

櫻井亀山市長は、歴史まちづくり担当部局について、「人事異動で、文化財部局と都市計

画部局で人事交流も行い、縦割りを統合して回していけるような機構にして、以来、人づく

りを意識してやっていくようにしている。」としたうえで、観光部局の統合について次のよ

うに述べている。「地域の資源を活かし、地に足の着いたまちづくりを展開していく過程で、

皆さんが関心や共感を持っていただけるような「まちづくり観光」というような考え方をこ

の８年間提唱してきた。・・・（中略）・・・少し客観的な視点で歴史資産や歴史のまちづく

りをしていくということの重要性も大事だと思っていたので、市長部局の中に文化部をつ

くって文化財の部門と観光の部門も統合した。観光は普通であれば商工系の部局が担当す

るが、これにあわせて文化部の中に持ってきた。」。「観光振興ビジョンは、「まちづくり観光」

を理念としている。観光が目的ではなくて、まちづくりをきちんと進めていくことが、結果

として観光につながるという考え方です。」 

亀山市のように文化財部局と都市計画部局に、観光部局を加えて一元化している例は少

なく、「まちづくり観光」という理念とともに、優れたモデルの一つに挙げられる。 

 

人に任せるのではなく仕組みに任せる 弘前市 

葛西弘前市長は、文化財と都市計画の組織的一元化は行っていない。しかし、その協調体

制について次のように述べている。「人事交流はやらなかった。ただ弘前市には公園緑地協

会（みどりの協会）があり、ここが重要な役割を果たしている。みどりの協会と市の公園緑

地課が同じ職場で、文化財の部局とも行き来があったという素地があった。もともと弘前の

気質として「じょっぱり」（頑固者）と「もつけ」（お調子もの）と「ええふりこき」（いい

カッコしい）がある。藩政時代の神社仏閣も明治の建築も昭和の前川建築も、じょっぱり精

神でこれを残そうと努力してきた。そういう気質が残っているので、資産が残ってきたしこ

れからも残していく。ただし、弘前公園の管理だけでも 2 億 7 千万円もかかるので、気質

だけに任せるのではなく、仕組みとしてしっかり組んでいかないといけない。ここは人に任

せるのではなく仕組みに任せること、そして持続的に行われることが重要だと思う。人だけ

に任せるのではそのうち破たんする。教育委員会や土木部といった組織体でやっていかな

いといけない。はじまりはトップダウンでやった。しかし続けていくためには仕組みがなけ

ればいけない。」 

ここで重要なポイントは、組織と仕組みに任せることでその継続性を持たせることであ

る。優れた担当者で属人的に仕事は進むこともあることを承知したうえで、当該担当者が異

動したような場合でもその業務が継続的に進み、自治体の取り組みとして続いていくため

には、組織が重要であるという見解を示している。 
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２－３ 市民の意識の変化を誘導する 

＜モデル＞歴史まちづくりの取り組みを通じて、まちづくりの機運の醸成、市民の地域資源

への気付きを誘導する。歴史まちづくり法の取り組みには、歴史的風致の維持のための市民

の活動が不可欠であるが、市民活動を目覚めさせ、活性化させていく手段として、歴史まち

づくり計画の策定への参加を用いることにより、市民意識の変化へとつなげる。 

具体的方策は以下。 

① 歴史まちづくりの計画策定に市民を巻き込むことによって市民の機運を醸成する 

② 市民を地域の資源の発掘に参加させることを通じて、これまで気づかなかった地域の

資源、地域の魅力への気付きにつなげる 

③ 市民活動だけでなく建築士の団体についても活動への参加を通じて、地域資源の重要

さへの気付き、保全活動への誘導へとつなげる。 

④ さらには、若い世代を参加させることによって、活動の世代間の継承を進める。 

 

市民の意識をまちづくりに向けるのに、歴史まちづくりの取り組みはいい機会を与える。歴史的風

致は、まちに残された有形の歴史文化資産を舞台として、そこで無形の市民の文化的な取り組み

が継続して行われている様を表す言葉であり、市民の参加なしに歴史的風致は維持されないから

である。 

ポイントは２点ある。一つは「気づき」である。取り組みを通じてこれまで知らなかった地域の歴史

文化資産を再発見し、地域の魅力に気付くことである。そして、もう一点はそれをきっかけとしてま

ちづくりの機運を高めることである。 

気運の醸成 白河市 

鈴木白河市長は、気運の醸成について、「私は、市民との市政懇談会など機会があるごと

に、白河の歴史文化というものは足元にいろいろな資源があるではないか、それを活かさな

いということは考えられないということを 10 年間言い続けてきました。市民の方々にもあ

る程度浸透していると思っています。」と述べている。 

地域への気付きを市民から提案される 大館市 

福原大館市長は、歴まちの取り組みについて、「最初は議会からも市民からも、何をやり

たいかわからないという声が大きかった。当時から私が言っているのは、城跡の復元とかを

行うのではなく、大館は先人から受け継いだ歴史と文化と伝統があり、それはこの国日本が

認めるに値する価値あるものだと納得してもらうのが第一だった。・・・（中略）・・・歴ま

ちの地区座談会に私も出ました。うれしいのは、何をやりたいかわからないといって始まっ

た歴史まちづくりの取り組み過程で、市民からいろいろ提案してくれるようになったこと。

一年たって、佐竹家関連だけでなく、その前の浅利家、さらには源頼朝と義経のゆかりまで
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出てきて、うちにはこういう祭りがあるんだとか、こんなものがあるのだとか、いろいろな

話を市長に持ち掛けてくれることが一番うれしい。」と述べ、これまで市民が気づかなかっ

た地域の歴史的資源について、歴まちの取り組みがその気付きのきっかけとなったことを

示している。 

地域への気付きでセントラルパークを再発見 鶴岡市 

榎本鶴岡市長は、「考えていくと、まちの真ん中に城址公園があって、この立地、他の街

の人から見ると、奇跡ですねと言われる。ここは大事にしなくちゃいけないと言われて、半

径 500ｍくらいの中に沢山の文化財、歴史的に重要な施設や史跡がある。国宝に重要文化財

にいろいろあって、それを守って行きながら、観光施設だけの「点」ではなくて、この城下

町エリアを「面」としてとらえ観光につなげて行こうということで、まち中観光を勉強して

いるところです。そういう中で、今回の、歴まちや、大賞をもらいましたなんていうのを聞

いて、これは一緒に参加しようと思って、ワークショップがある時には、観光協会のみんな

を引き連れて参加させていただいている次第です。」とセントラルパークを再発見したいき

さつを述べている。 

また、それに応えて民間は、「こんなに素晴らしい建物が鶴岡にあったんだなと、一昨年

初めて知りました。あるということをみんな知らない。みんなに見せてあげたいという気持

ちになり、ワークショップに参加していた何人かを誘って、ここで何かやってみたいねとい

う話を、市役所の方にご相談したら、鶴岡ホテルに話をしてくれることになって、次の年の

5 月に、イベント、藤の花の見えるいい季節に、市民のみなさんを招いて、ホテル内を案内

して、ツアーを組んでというイベントを開催しました。それまで歴まちをわかってなくて。

市の方にこれは歴まちだよと教えて貰って。その中で、城下町トラストという専門の方を紹

介して貰って一緒にやることになりました。」と評価している。 

町並み保存の議論の高まり 高梁市 

高梁市の取り組みのきっかけは他都市とは異なっており、歴史資産のあるまちに新たに

大学が立地することがきっかけだった。近藤高梁市長は以下のように述べている。「その 2、

3 年後に大学ができたのですが、高層の学生アパートが 2 棟ポンポンと建ったら、10 年以

上変わっていない町並みがいきなり壊れだしたといった感じがしました。これは、何とかし

ないといけないということで、青年会議所等のメンバーや、ＪＣの会長経験者らによって

「高梁地域づくり交流会」が結成されました。民間から行政に働きかけるような動きが始ま

ったのです。」 

「どんどん学生は増えているんですが、町並みを壊すような動きは止まりました。それか

ら町並み保存のための議論が高まり、そして歴まち認定を受けて、お寺の土塀も表だけはき

れいになるように、皆さんが意識を持つようになりました。お金も出るようになりましたが、

それだけではなく市民の皆さんの意識が高まったと思っています。」 
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２－４ 地域の誇りを取り戻す 

＜モデル＞歴史まちづくりによる地域資産の保存、活用を通じて地域の誇りを醸成する。前

項の「気付き」に加えて、その価値が自らの地域、そして自らの誇りとつながるような活動

を継続的に行う。 

具体的方策は以下。 

① 個人の資産が重要であることを認識、もしくは再認識してもらう。 

② 次の世代に、地域の歴史文化資産の価値を正しく伝える。 

③ 地域への誇りにつながる祭礼を大切にし、地域で取り組む。 

 

前項で述べた「気づき」の延長線上にあるが、気づかせるだけでなくさらにその意識を地域への

誇りの段階まで醸成させる取り組みが重要である。弘前市長が仰るように、地域の祭りである「ねぷ

た」がアンカーとして機能することにより、いったんは地域を離れた人でも、祭りの時には戻ってくる

し、それは将来の定住につながる重要な機会となることを思わせる。東日本大震災で被害を受け

た蔵の保存に奔走した白河市長も、この地域へのアンカーとなる歴史文化資産の重要性を認識し

ていたのだろう。 

そして、これらの誇りを次世代に伝えることにより、世代を超えて地域の良さが伝承されることに

なるのだから、極めて重要な活動であると言えるだろう。 

蔵は個人の持ち物だが、街並みは白河の財産 白河市 

鈴木白河市長は東日本大震災の被害を受けた蔵を保存するべく、震災直後から奔走され

た。それについて市長はこう述べている。「歴史的建造物である蔵がもし壊されて、駐車場

などになったら、白河の歴史的風致、景観が損なわれてしまいます。蔵は個人の持ち物です

から、壊されても仕方がないのかもしれません。しかし、町並み全体が歴史的な資源、いわ

ば公共物であるから歯抜けにしては価値を損ねると言って、もちろん歴まち計画の認定を

受けていたこともあって、改修費の一部を助成いたしますということで、歴史的建造物の保

全をお願いしました。」 

子どもたちに地域の良さを教える 大館市 

福原大館市長は、子供たちへの教育の重要性を次のように述べている。「一番大事なのは

子供たちに大館の良さや偉大な先人がいることなどを教える場をつくっていくこと。冊子

で読ませるかモノで見させるかはこれからですが、低学年の児童から教えていって、最終的

には花輪ばやしみたいな大館の祭りに行った子供たちが、また帰ってきて大館ばやしを叩

けるという市民文化をつくっていければいい。空き店舗を利用して大館ばやしの伝承館を

つくってくださいと会議所から提案している。いつ観光客が行っても見ることができる、子

供たちがいつ行っても太鼓をたたける場所が必要だ。」 
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また、それに呼応して市の観光協会の理事長は、「文化財という観点から言われてもピン

とこないが、例えば八幡神社が防火訓練をやるときに、幼稚園の生徒も参加しているし消防

署も来てニュースになるようなときに、ああこういうのもいいなと思う。私たちは小さい時

から大館に歴史的なもの、受け継いでいかないといけないものがあるということを教えら

れなかった。だから外から聞かれても、何もないよという答えしかできなかった。小さい時

からこういうものがあると教えていくと、大きくなったら帰ってくることもあると思う。こ

れがもっと市民に周知されると、将来的に非常にいいコンテンツになるのだろう。」と述べ

ている。 

加えて、市長は「後の展開として、特に祭りや、先人から受け継いだ祭礼のスタイルなど

が重要。神明社の祭りのために１年準備している友人がいる。その人の背中を見て２０代の

人がその生き方を格好いいと言うんですね。それが大館びとのライフスタイル、人生がそう

いうものなのだと、行政もそれを後押しすることが必要。行政は主役になってはいけないと

ころが、歴史まちづくり法の素晴らしい点だと思う。」と述べている。 

祭りには必ず帰ってくる 弘前市 

葛西弘前市長は、祭りの重要性について、次のように述べている。「人が常に生まれ続け

る、その人がまた次の人を育てていく。弘前のねぷたまつりは、青森の企業のねぶたとは違

って、市民がやるのです。町会で出している。お金もそんなにないが、かける意気込みは全

然変わっていない。今でも８０台以上ねぷたが出ており、台数は変わっていない。五所川原

市の立佞武多には 23m と高さで負けても、数では弘前が絶対負けていない。まつりに参加

した子どもたちが、大人になり、彼らがどこか出かけていっても、どこかに就職してもまた

帰ってくる。自分の子どもたちには「ねぷた」に参加させてやりたいと戻ってくる。それこ

そが地域で作っていくまつりだと思っている。誇りを持ち続けるために、まつりのバックボ

ーンが必要。」 



18 

 

２－５ 東日本大震災の震災復興におけるシンボル化 

＜モデル＞歴史まちづくりを、震災復興まちづくりの目標の一つに掲げ、市民の共感を促す。 

具体的な方策は以下。 

① 震災で被害を受けた歴史文化資産を最優先で修復、復元を図る。 

② 復興計画の目標の一つとして、歴史、文化の再生を掲げる。 

 

これは個別的な課題であるが、白河市と多賀城市の事例を掲げておきたい。震災直後はどうしても人

命救助と災害復旧を最優先することとなるため、歴史資産、文化資産、景観、緑地など直接生命にかか

わらないものはその後になりがちとなる。国土交通省も震災後の平成 24年 4月にガイドラインとして「歴

史・文化資産を活かした復興まちづくりに関する基本的考え方」と「復興まちづくりにおける景観・都市空

間形成の基本的考え方」の二つを公表し、復興事業に際しての留意事項を公表した。その中で、両市

ともに歴史文化資産の保存と復旧を大きなテーマとして掲げたうえで、復興へ取り組んだことは出色の

取り組みとして評価される。 

 

蔵は貴重な街の資産 白河市 

鈴木白河市長は、震災復興を振り返って、

以下のように述べている。「23 年 2 月に歴ま

ち計画の認定をいただいて、一か月たたない

うちに大震災に襲われました。小峰城の石垣

が崩落しましたし、市内でも土蔵が相当壊れ

ました。13 名の方が犠牲になるなど被害は

甚大でしたから、市全体が重い雰囲気に包ま

れていました。そんな中にあって、土蔵の価

値云々は二の次で、無用の長物のように感じ

てしまうと、もうこの際取り壊してしまおう

と考えるわけで、このままだとどんどん土蔵

が取り壊されてしまうと、危機感を覚えまし

た。そこで歴まちの担当者と一軒一軒回りま

した。歴史的建造物である蔵がもし壊され

て、駐車場などになったら、白河の歴史的風

致、景観が損なわれてしまいます。蔵は個人

の持ち物ですから、壊されても仕方がないの

かもしれません。しかし、町並み全体が歴史

的な資源、いわば公共物であるから歯抜けにしては価値を損ねると言って、もちろん歴まち

修復前 

修復後 
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計画の認定を受けていたこともあって、改修費の一部を助成いたしますということで、歴史

的建造物の保全をお願いしました。多くの所有者の方々が、市長がそこまで言うのならそれ

もそうだ、と賛同してくださいまして、被害を受けた蔵の相当部分を残すことができました。

町並みの保存は、道路とか下水道を修復するのに比べれば地味だけれど、あとから気づいた

のでは遅いんです。今のタイミングしかないと一軒一軒回って、説明して話をしてきたとい

うことです。その時に参考になったのは、阪神淡路大震災で被災した神戸市の方に聞いた話

です。震災があると当然家をはじめとして、重要な施設を優先して修復し、地域の鳥居が壊

れたことなどの対応は後回しになる。しかし後から考えてみると、それが非常な損失だった、

というのです。ですから、東日本大震災直後の混乱の中にあって、蔵は町並みの有力な構成

要素であるので、何のために歴まち計画を用いてまちづくりをするのかと考え、速やかに動

くべきだと判断しました。震災直後だからもちろんたくさん課題はありましたが、町並みの

保存に時間を割いて動いたということが、今となって考えても当時の対応は正しかったの

だと感じています。3 月に被災しましたが、4 月にはもう動き出していたと思います。市民

の皆様は打ちひしがれていました。蔵などの歴史的建造物は、なくても生活に困るものでは

ないと思う方もいたかもしれませんが、町並みを守るということはそういうことじゃない

んです。」 

また、「市長就任当時、小峰城は国の史跡指定を受けていませんでした。都市公園事業で

やれば整備はできるし、文化財になれば窮屈だという意見もありましたが、市長になってす

ぐに文化財指定の準備の指示を出し、平成 22 年の８月に史跡指定を受けることができまし

た。それが幸いして文化財予算で震災の復興に取り組むことができています。小峰城は白河

を代表する歴史的資源ですから、小峰城はまず守らなければなりません。石垣も孕んで（は

らんで）いるので、都市公園事業での復旧ではセメントを流し込むような工法になってしま

います。それでは国指定史跡の復旧にはなじまないと考え、ここは文化庁所管の事業として

実施することとしました。」とも述べている。 

結果として市長の決断による小峰城の文化財指定と、歴史まちづくり都市認定がなけれ 

 

震災により崩落した石垣（本丸南） 復旧後の小峰城 
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ば、どちらの資産も修復の手段が乏しく、そのまま毀損される状態になっていたことが十分

想定される。そして蔵の保存については、トップ自らが現場の最前線で説得に回り保存を勝

ち得たのである。トップの構想力と実行力は、地域の将来に大きな影響をもたらすことが実

証されたといってもよい。 

歴史・景観・文化を活かした復興 多賀城市 

菊地多賀城市長は震災復興を振り返って、以下のように述べている。「平成 23 年 3 月 11

日に東日本大震災があって、市民生活の再建を第一と考え、歴まちどころではなくなったが、

復興計画では「希望」を持ちながら、多賀城らしさである「歴史」「景観」「文化」を活かし

た復興を目指すことにしたので、歴まちの取り組みをやめるということは全く考えなかっ

た。 

震災前から準備し、申請直前で東日本大震災に遭い大宰府に先を越されてがっかりもし

たが、まあ競争するものでもないので、職員のみなさんに頑張っていただいて、厳しい審査

を受けて何回も通って、多くの修正を通じ、震災と同じ年に認定された。何といっても歴ま

ちはぜひやってもらいたいと最初から言っていたので、職員が頑張ってくれたということ

はまぎれもない事実。結果として震災後の貞山堀の修復や歴史的風致形成建造物の板倉の

修復もそこでやめていればできなかった。やって良かったと思う。」 

「歴まちがあったおかげで、震災からの復旧もうまくいった面がある。歴まち事業を使っ

て東北工業大学で板倉の調査を実施してもらった。多賀城にあるのは「繁柱板倉（しげばし

らいたくら）」と言って、こういう板倉は全国でもめずらしい。工法は県北沿岸の気仙大工

に由来するものだ。小説家の司馬遼太郎は紀行集「街道をゆく」の一節で、板倉の組み方が

古代の城柵に似ていることから多賀城の柵を思わしめると言っているが、結構昔からあっ

たのだろう。昔から農家を営んでいる屋敷に相当の数が残っている。みんな物置に使ってい

る。 

職員もその判断の結果、資産が残されたと述べている。「板倉は地震による傷みで、解体

するかどうか悩んでいる人もいたので、修復の補助が出るというのが保存のために大きか

った。10 数件補修を受けている。」また、「貞山堀の復旧工事で石積みを残していただいた。

仙台港から入った津波と塩釜港から入った津波が、多賀城のあたりで両方からぶつかった

ようで被害が大きかった。津波で

だいぶ貞山堀の施設はなくなった

のですが、その一部を残し、景観に

配慮した復旧をしていただきまし

た。」などであり、ここでも目標を

きちんと掲げることにより、歴史

文化資産の復旧に繋がったのであ

る。 
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２－６ 様々な市民参加のプロセスを用いる 

＜モデル＞歴史まちづくりのプロセスに市民を参加させる。市民に計画の意図を伝え、計

画づくりに参加させ、維持向上計画の実施に参加させる。 

具体的な方策は以下。 

① 市民に通じる言葉で話す。 

② 市民と地域と行政が一緒に取り組みを進める。市民がプレーヤーとなる。 

③ 民間有志の街並み保存活動を支援する。 

④ 地域に根付く市民性を活動に活かす。 

 

先にも述べたように、「歴史的風致」という言葉には無形の市民の活動が含まれており、歴史まち

づくりには市民参加は不可欠なファクターである。市民参加の仕組みと実態がなければ、歴史まち

づくり計画を立ててもその実現に至ることは困難である。そのため、地域によって様々な市民参加

の工夫をこらしている。また、そこに取り組みを継続するための世代の継承という考え方を盛り込む

ことは必須の課題である。 

市民に通じる言葉で話す 白河市 

鈴木白河市長は、県職員時代の経験も

踏まえて、「県職員時代、都市マスタープ

ランに携わったことがありますが、やは

りわかりづらい。それに対し景観だとか

歴史まちづくりはわかりやすい。いくら

高邁な理念があっても、専門用語を使っ

ても、市民に伝わらなくては意味がない

と、職員に言っています。わかりやすく

目標を明確にすることがいいと思いま

す。」と述べている。 

オート三輪の形が理想 鶴岡市 

榎本鶴岡市長は、「地方にも団塊の世

代がいますが、この頭の上の団塊の世代

がいなくなると、うるさい連中がいなく

なって、かえって生き生きとしたまちづ

くりができると思います。そういう意味

で、常に、市民のみなさんが、生き生き

とした、地域の中でまちづくりをしてい

 「歴まち meeting」は、市民の手で歴史まち

づくりを実現していくため、鶴岡市内の歴史ま

ちあるき地図「歴まちはじまりのマップ」作成ワ

ークショップ参加者有志による市民団体とし

て、平成 27 年 2 月に設立されました。 

 明治末期に建てられた市中心部の旧鶴岡ホテ

ルの公開イベント等を実施し、子供たちも参加

するなど、幅広い層と活動を行っています。 

○歴まち meeting 

旧鶴岡ホテルの公開・清掃事業 

写真：歴まち meeting提供 
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ける下地を行政が支えていく、やっぱり、市民が一番なんです。市民と地域の力を使わない

限り、行政が先頭を走るだけではなかなか動かない。オート三輪みたいな形で、市民が一番

前で、地域と行政が後ろの両輪で前に進んでもらえれば良いと思います。市民が活動しやす

いことを作り上げていく。ただ、市民からテーマが出て来ないとすれば、行政が国の政策・

制度を使って、こういうことがあるので市民のみなさん参画してもらえませんかという。そ

ういうまちづくりができれば、市民と行政が一緒に動いていけるのではないでしょうか。」

と、オート三輪というたとえを用いて市民と地域との協働の重要さを示している。 

市民がプレーヤーとなるまちづくり 弘前市 

弘前市では市民が様々な団体を形成し活動している。「弘前はまち歩きの先進地で、トッ

プセミナーもやり、中南津軽まちあるき博覧会も開催された。ガイド団体が「観光ボランテ

ィアガイド」（市長もメンバー）、「路地裏探偵団」、「エスコートガイド」という女性専門に

スイーツなどを案内する団体、「たびすけ」という身体障がい者を案内する団体と４つある。

また、市が率先してハイカラ庭園などいろんな取り組みを打ち出すと市民も反応してくれ

る。それに応えようと自然に若者が育つ。市民がプレーヤーとなるまちづくり、プレーヤー

となる観光が大きな役割を果たす。行政だけでなく、若者たちが敏感に反応して自ら行動を

起こしてくれること、それと歴史風致がうまくかみ合う取り組みにしていきたい。」と市民

活動の重要性と、その活動を歴史まちづくり活動へ取り入れていきたいと述べている。 

子どもたちの参加 大館市 

市民参加の活動を継承するためには子供たちの取り組みは重要な役割を果たすことは明

らかである。福原大館市長は、「大館はもともと「ふるさとキャリア教育」として、故郷を

学び、働いている大人の背中を見るという施策を６年前から進めている。その子たちが今度

大学へ行くのだが、私たちの時より神明社の祭典の話などにはるかに詳しくなっており、八

幡神社を絵にかいて自慢するようになっている。市内の小学校のほとんどは函館に（修学旅

行で）行く。大館の自慢をパンフレットにし、それをもって函館で宣伝して、函館市民から

感謝状が来たんです。「歴まち散歩」をした子供たちが、まちの魅力を伝えていくきっかけ

になっていく。子供たちが手作りのパンフレットをもって五稜郭の前で配っているのです。

子供たちがシビック・プライドを実践しているのです。」とその重要性と成果を述べている。 

市民協働の伝統を活かす／世代の継承 亀山市 

亀山市の地域の特色として、亀山市の職員は「もともと亀山市は協働の活動に熱心です。

市民活動の育成を長く進めてきましたので、協働で進めるという意識は強いと思います。」

と説明している。 

そのような地域性を背景に、櫻井亀山市長は、「就任時にコミュニティの再生、市民活動

の活性化も大きな政策テーマだった。行政への信頼を前提に、行政に頼らず自らが汗を流す
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という動きを進めてきた中で、地域のコミュニティの自立する仕組みが出来上がってきた

り、市民活動もそういう動きで展開されてきた。現在としては大きな基盤になりつつあると

感じている。」と述べるとともに、将来的には「ポスト団塊世代あたりの次の世代の方が、

一線を引かれて地域に戻られたときに、地域の中心的役割を果たしていただくために、世代

の継承をトレーニングする仕組みが必要と考えて、これまでの市民活動をまちづくり協議

会へ移行し、多様な主体がもう少し問題を共有し議論してもらったり、お手伝いしてもらっ

たりというようなものを入れようとしている。」と世代の継承についても述べている。 

地域に残る市民性の活用 鶴岡市 

鶴岡市には『自学自習』という勉強熱心な土地柄があり、それが歴史まちづくりへの積極

的な参加につながったのではないかと、榎本鶴岡市長は次のように述べている。「鶴岡の市

民のレベルは高いのではないかと思います。いろんなシンポジウム、ワークショップに参加

いただいて、まちづくりに積極的に参加していこうという機運があるということは事実だ

と思います。それは、言ってみれば、そこに住む、致道館の教育、酒井家の自学自習という

考え方があって、私自身、非常に誇りに思っておりますが、高等教育機関がいっぱいあるお

かげで、鶴岡市民が常に学ぼうという意欲、自らが積極的に動いていこうという機運が非常

に大きな流れとして市民の中にあるのではないでしょうか。・・・（中略）・・・社会人を対

象に全国から各界のトップクラスの研究者や専門家を講師に招く致道大学という市の事業

があり、いろんなところから知恵を借りていますが、これはもう今年で 20 年になります。

変ったところでは、ここは冬場の雷が日本で一番多いということで、雷をテーマにしてさま

ざまな視点で雷の専門家を集めて雷サミットというものを開催しています。また、致道大学

がご縁で市民交流も行ってきた丹波篠山の篠山市からは、まちづくりも含めて、災害協定の

締結などいろんな交流をしているところもあり、そういうところに市民が積極的に参加し

ていいただいている。致道大学には今年も 100 人くらいの塾生が参加してくれました。・・・

（中略）・・・市では小学生全員に庄内論語を副

読本として配布しています。石原さんなんかも、

論語は得意でしょうが、児童生徒への配布には、

南洲翁遺訓を全国に広めようとした庄内藩の武

士の思いが入っているのではないでしょう

か。・・・（中略）・・・酒井家が文化をこの地域

に残してくれ、さらにここに致道館教育を広めて

くれた。自学自習という、そういう下地があるか

らこそ、歴史的なバックボーンを土台として、い

ろんな文化を作り上げていこうという、そういう

思いが私自身の中にあった。」 

藩校致道館 
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民間主導の保存活動が先行 高梁市 

高梁市の歴史まちづくり活動は、民間主体の運動として始まった。近藤高梁市長は「そこ

で危機感をもって町を愛する人と大学ができることによって町が新しく変わることと、高

梁の歴史的な町並みを守ろうとするターニングポイントになったと思います。大学できる

までは町の景観のことなど重要視されていなかったのが、それから始まったように思いま

す。」と述べており、民間の方も「その 2、3 年後に大学ができたのですが、高層の学生アパ

ートが２棟ポンポンと建ったら、10 年以上変わっていない町並みがいきなり壊れだしたと

いった感じがしました。これは、何とかしないといけないと、（一社）高梁青年会議所（Ｊ

Ｃ）等のメンバーや、ＪＣの会長経験者らによって「高梁地域づくり交流会」が結成されま

した。民間から行政に働きかけるような動きが始まったのです。」という経緯を述べている。 
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２－７ 民間活動を誘導する 

＜モデル＞歴史まちづくりの取り組みに民間の活動を誘導する。行政の取り組みに民間を

参画させる。行政の取り組みの周りで民間事業者が新たな商売を始める。 

具体的方策は以下。 

① 危機バネが働くと市民や民間事業者が動き出す。 

② 地域の食文化を継承する。伝統産業と連携する。 

③ 行政の動きを先導させて、民間の動きを引き出す。 

④ 民間事業者に主体性を持たせないと、本気にならず続かない。 

⑤ 他者の目、外の地域の視点を導入する。 

 

今回の調査対象都市に共通することではあるが、残念ながら、十分な民間事業が誘発されてい

る状況にはない。従って、民間事業を誘発するような一般に適用できるビジネスモデルは現時点で

は存在しない。ただし、そのような厳しい状況の中であっても、行政の財政的下支えと、民間の主

体性の確保を両立させて、民間活動を誘導する方策は考えられるのではないか。 

また、伝統工芸や伝統料理、酒や醤油といった伝統産業のブランド化のバックボーンづくりとして、

歴史まちづくりの動きと連動させていくことは、鶴岡市、弘前市、亀山市で萌芽となる動きがみられ

ている。例えば、弘前の津軽塗、大館の曲げわっぱのような伝統工芸は、歴史まちづくりの動きの

中で新しく光を与えることも十分想定される。歴史まちづくりと伝統産業と地域の特色ある料理を複

合させて上質な観光に繋げることは、今後の確実な方向性の一つである。 

危機バネが働くと動き出す 白河市 

鈴木白河市長は、民間が動き出すきっかけとして危機バネという言葉を使っている。「こ

のままでは地域コミュニティが疲弊してしまうという危機感を持っている町内会がありま

す。自分の街に対する「危機バネ」が働くと動き出しますが、最初からこれをつくれと言っ

てしまうと長続きしません。危機感というか、このままではどうしようもないということに

気が付かないとダメなんです。そういった危機感が、コミネスやマイタウンのように市内で

活動ができる場が整ってきたことに刺激を受けて、まちづくりに市民が参加する気運を醸

成していくのだと思います。」 

残された文化を残していこう 鶴岡市 

榎本鶴岡市長は、新たな産業を興すというより、もともと文化としてあった産業を復活さ

せる、伝承するという観点で、民間が動き出していることを次のように述べている。「私は

もともと民間で事業をやっていた人間として、鶴岡のまちなみ景観が壊れてしまった要因

の一つに料亭の衰退があると思います。かつてはいっぱいあったんですけど、昭和 50 年代

後半から平成にかけて、企業などの利用が少なくなくなって、貴重な建物などがみんな壊さ
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れてしまった。今、市内ではもう料亭として残っているのは本当に「新茶屋」しか残ってい

ない。後から出来た割烹はあるけど料亭はない。私が大学を卒業してこっちに帰ってきたこ

ろは、指折り数えるほど料亭があって、一日市通り、昭和通りからなにから、すぐそこには

「祝屋」さんもあったし、七日町に「七尾」、「三浦屋」数えるところ全部酒呑んで歩いた。

料亭などの文化が残されるべきだったのに、壊されてしまった。それによって、料亭の皆さ

んが鶴岡の食文化を繋いでいかなければならなかったが、それを繋げなくなってしまった。

例えば、さきほどの石原さんがおっしゃった 12月 9日の大黒様のお歳夜も、この地域では、

豆づくしとハタハタという食文化が残っていたが、そういうのが今は家庭の中でも繋がれ

てこなくなってきている。 

今、一生懸命そういう文化を残そうとしている。市民の中でも、飲食のみなさんでも、若

い人でも、せっかくそういう文化が鶴岡にあるのなら、今残しておこうと。できるだけ、昔

から鶴岡で食べられていたものを継承していこうという流れが出てきている。藤沢修平さ

んの作品の中にもそういう食が出てくる。映画「武士の一分」で木村拓哉さんが最後のエン

ディングで「芋がら」を食べるシーンがまさにそれ。若い人たちには「芋がら」って何とな

るが、そういう食文化も含めて、長く地域が培ってきたさまざまな文化を若い人たちがもう

一度見つめ直すという機運が出てきたのは大変良いことだと思う。・・・（中略）・・・若い

人が働く農家レストラン。鶴岡には日本一といわれる農家レストランが二つもあります。最

初に「知憩軒」、次が「菜あ」。いつも予約が取れない。これからどんどん出てくると思いま

す。」 

地域の方々の活動が支えている 高梁市 

高梁市へ何度か伺ううちに強く感じたのは、行政を支える民間の方々の強い思いと、積極

的な行動力、そして仲の良さだった。商工会議所を中心として設けられた「高梁地域づくり

交流会」は、産・官・学・市民が一緒になって活動していこうという団体ですし、また歴史

まちづくりの取り組みにあわせて設立された「高梁市の歴史的風致を考える会」は歴史まち

づくりの認定へ向けてのシンポジウム開催などのイベントに取り組んでこられた。実際活

動するメンバーは、ある程度共通しているようで、市長はもちろんのこと、商工会議所、観

光協会、フイルムコミッションなどの代表・メンバー、そして地域のお寺の住職さんも加わ

って、機会があっては集い、語らい、そして私たちよそものが訪れた場合でも、歓迎して一

献酌み交わしてまでいただける。高梁を訪れる研究者や学生などもどうやらこの魅力にい

ちころで参ってしまい、高梁の応援団になったのではないだろうか。 

市長さんたちのお話を伺ううちに、このような地域の方々の活動は、やはり大学ができる

ときの危機感を共有していることにあるのだと感じ、そしてその危機感は、高梁という街に

育ち、山田方谷以来の教育や暮らしを通じて、知らず知らずに培われた故郷への愛情がある

からこそ、みんな同じ思いが共有できるのかもしれない。 
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高梁地域づくり交流会は、「産・官・学・市民」の幅広い方々がー緒になって、地域づくりを考え、実践していこ

うという任意団体です。高梁地域でも青年経済団体などは組織されていますが、地域づくりをテーマにした組織は

ありませんでした。しかし、全国的なまちづくりの機運の高まり、また、高梁地域でも平成２年の吉備国際大学の開

学、中四国横断自動車道の開通（平成９年３月）をひかえる反面、歴史的町並み等が次々と近代化し歴史的資産やま

ちの個性を急速に失いつつあるところでもありました。こうした背景から、高梁市のまちづくりを提案、実践しよう

と 「歴史を生かしたまちづくり」 「大学と地域づくり」 「交流を活かしたまちづくり」 の３つの柱をベース

に様々な活動を展開しています。近年は他の団体と連携し幅広い活動を目指しています。また、全県を範囲に設立さ

れた「岡山地域づくり交流会（目瀬守男会長・元美作女子大学学長、元岡山大学農学部教授）」に積極的に参加勉強

しています。（高梁商工会議所 HP より） 

 

市の動きが先導する民間活動 弘前市 

葛西弘前市長は、公共が先導して保存を進める

ことが重要で、そのあとに民間事業者がビジネス

を見つけてくるということを、次のように述べて

いる。「昔の伝建地区のイメージは、電線が立ち

並んでいて美観というものがない状態だった。し

かし今は、生垣の整備もしっかりやってくれるよ

うになったし、黒塀などもちゃんとやってくれ

る。武家住宅も３軒しかなかったのを１軒復元し

ている。伝建の中の武家屋敷で飲食ができるよう

に条例も変えた。そういうのが好感を持って迎え

られる。伝統の古武道や尺八のイベントを行うこ

とによって、利活用が見えてくる。それで地域の人たちも違った視点になってくる。それに

合わせてハード整備が進むと、伝建地区に住んでいるという誇りが生まれてくる。伝建地区

を活用するという視点が必要である。」。 

「例えば、CSV 活動の一つとして「白神めぐみ寿司」という取り組みを JTB と一緒にや

っている。弘前は海がないので深浦、鰺ケ沢など周辺の町村で獲れた白神山地の恵みを受け

た魚を直送して、おいしい料理を提供している。（CSV：Creating Shared Value：共通価値

の創造）」 

また市の民間の方からは次の発言がある。「産業のメインがリンゴなので、後の産業は観

光しかない。地元に住んでいると気づかないものがある。築城四百年がきっかけで、地元の

人が弘前はすごいと再認識した。市長が曳屋をやって、弘前にお客さんが多く入るようにな

った。弘前の何が売りかといえば歴史がある町、禅林街のようにお寺がいっぱい並ぶまちも

話を聞けば全国的にないそうだし、いろんなことを整備して売りになる要素が沢山ある。そ

れを市長が沢山進めてくれるので、それが「刺激」になり、それに追いつき追い越せと様々

な商売、様々な活動が生まれてきている。地域振興のためになっている。飲食とかそういう

分野で新規起業が多くなっている。自分でやってみようとものの考え方が変わってきてい

る。」また、「最近は、大人の休日クラブを利用して団体よりは個人で来る。山歩きも個人で

弘前城曳屋の広告効果は約２５億
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来る。家族で来る客も多い。以前は四大祭り以外の期間は人が来なかったが、今は切れ目な

く人が来るようになっている。何を見に来ているのかと考えると、洋館だったりお寺だった

り、ゆっくり見ておいしいものを食べて、路地裏探偵団に参加したり、自転車に乗って楽し

んでいるお客さんが多い。ディズニーランドみたいに派手なところはないが、いいお客さん

が増えてきている。海外の客もリンゴもぎに行ったりしている。団体の予約も相当入ってい

る。公園の中にはお姫様とお殿様の写真を撮るのもあるし、浴衣で街歩きするところもある

し、そういったものが意外と人気がある。民間の人が十分な商売にはならず、給料は取れな

いかもしれないが、自分たちも楽しんでお客さんにも楽しんでもらいたいとやっている。五

所川原から大館、函館や八戸など、面白いところを探そうという街歩きも広がっている。」

という発言もあった。 

まだ取り組みは薄いが、始まっている。 亀山市 

まだまだ取り組みが活発化していないが、民間の動きが芽生え始めている状況もある。櫻

井亀山市長は、「商売気がないような風土がもともとあり、観光の業としての厚みは薄い。

しかし昨年のＧ７サミットの折に、関宿でジュニアサミットを開き国内外の方も入っても

らったし、近年のフィルムコミッションの流れなど、これはチャンスではないのかと思って

いる。一方、そういう思いを持っている人が中心となって、亀山宿の「みそ焼きうどん」と

か「亀山ラーメン」とかを考えてきていただいた。商工会議所が亀山ラーメンをぐるなびの

ラーメングランプリにエントリーして見事グランプリを取ってしまった。これで、工夫して

いこうという機運が高まってきた。これは商工会議所が中心となり、ものづくりのイメージ

が強いまちなだけでなく、サービス業や観光の創造へ、その突破口として仕掛けたもの。」

と述べている。 

職員からも「亀山ラーメン会というグループがあり、市内で食べられるし、県外の催事な

どにも出展している。」という話があった。 

地元の人は自分のまちの魅力をわからない 高梁市 

近藤高梁市長は「まちの人が歴史というものにもっと魅力を感じてもらうことができる

と思っています。地元の人は（自分のまちの）魅力が分からない。それが分かれば商売にも

つながり新しいものと融合ができます。行政も地域の人も頑張っているので、継続していき

たいと思っています。」と、外からの視点の導入が必要だと述べている。ただし、「ヨーロッ

パの客も増えている。アジアの客も多い。結構インバウンドの中でも、ヨーロッパ系の人が

多い。インバウンドに特別に取り組んではいないが、フランス人のアドバイザーに来てもら

っています。外国の方には京都や奈良ではないところの行先になっています。備中松山城は

ミシュランの一つ星なので、人は来ます。でも特別なサービスが用意できているわけではあ

りません。」と、まだ動きは始まったところである。 

民間の方からも「吹屋には、若い移住者が来られて、思いもよらないいろいろなことをや
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ってくれて、うまくやっています。活かされていない施設を使ってゲストハウスもオープン

させました。」と少しづつではあるが新しい動きがあると述べている。 

活動を他人ごとにしない 白河市 

鈴木白河市長は、街づくり活動を担う人の重要性について次のように述べている。「まち

づくり会社の（株）楽市白河というのは平成 12 年からありますが、発足当時はあまり機能

していなくて、平成 21 年に中活計画の認定を受けた時に役員が入れ替わりました。これか

ら 10 年から 15 年頑張れる人をと考え、当時 50 代前半の人に白羽の矢を立てて、代表取締

役になってもらったんです。そうすると社長を孤立させるなよと、商工会議所の専務だとか、

青年会議所の若い人たちが彼を支えるようになりました。これで会社の動きが活発になり、

定住人口促進のための共同住宅をつくったり、街なかににぎわいを創出する施設「楽蔵」を

オープンさせることができました。まちづくりはやっぱり人なんです。今、社会の真ん中で、

活躍している人が活動の中心に入らないと、他人ごとになってしまう。失敗したら市が何と

かしてくれるという気持ちではうまくいきません。楽市が活発になってからまちづくりは

変わってきました。具体的に動き始めました。もちろん市として、銀行に支援を依頼するな

どサポートはしました。まちづくりは 10 年単位で考える必要がありますので、これからの

10 年活躍できる人に求心力を作ってもらう必要があります。みんな本業を持ちながらやっ

ているわけですから、もしうまくいかなかったらというリスクを負うわけで、普通はしり込

みしますよね。でもそこを乗り越えて今の人たちが集まっている。全国のまちづくり会社の

中にはうまくいっていないところも多いのではないでしょうか。設立したけれど当初の予

定通りきちんと動いているかというと、必ずしもそうではない。白河市では今、まちづくり

会社が元気ですから、あとは建築サポートセンターや各地域のまちづくり協議会など、景観

を良くしようと考える団体や人が増えてくるといいと思います。」 
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２－８ プロのサポート体制の構築 

＜モデル＞歴史的風致の維持保存活動に、プロのサポート体制を組み込む。 

具体的方策は以下。 

① 建築士を街並み保存の相談窓口として組織化する。 

② 建築、不動産、金融という業種をまとめて、空き地空き家対策など市街地の問題を検

討する組織を作る。 

③ そのために行政から業務委託をするなど、下支えを行う。 

 

事例は数少ないが、民間事業単独ではとても採算ベースには乗らない活動に、例えば相談窓口

業務の委託など行政の一定の支援を行うという形で、歴史まちづくり活動にプロのサポート体制を

組み込むことができれば、効果が期待できる。このような活動団体は非営利活動法人（ＮＰＯ法人）

といった形式を取ることが多いが、その活動面や資金面に何らかの助成措置ができれば、永続性

を見込むことができるのではないか。 

また、このような活動は、そこで活動する民間事業者に対しても歴史文化資産の維持向上の重

要性の認識を持たせるという、間接的ではあるが極めて大きな効果も期待できる。景観を破壊す

る建築物の設計も、同じ業界の建築士が行うのだから、そのような建築物を設計することを抑止す

る効果もあると思われる。 

 

 

民間建築者の活用 意識の変革（白河モデル） 白河市 

鈴木白河市長は、「建築士というのは具体的な建築を通して街の景観をつくるわけですか

ら、まちづくりに大きな影響を持っています。公共性を持っているので、建築士の方々をま

ちづくりに組み入れていくことは有効だと思います。歴まち計画の策定中に、歴史的な建築

物の調査を建築サポートセンターに委託しましたが、歴まち計画の認定を契機に、建築士と

協働することの大切さに気付き、それが歴ま

ち支援法人の指定につながり、歴まち計画の

実行の力になっています。せっかく団体があ

っても資金的に余裕がないとまちづくりに積

極的に取り組めませんので、市が建築サポー

トセンターに業務委託をしている部分があり

ます。建築サポートセンターもそういった事

業を通して自分たちが思っていた白河よりも

さらに深いものがあることを感じたはずで

す。」と、市民だけでなく建築士というプロの

建築士事務所協会との合同研修会 
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集団であっても、活動の中で、改めて歴史資源

の重要性に気づく、気づきの機会があることを

述べている。これは、白河市の取り組みの中で、

特に優れたものであり、行政の一定サポートに

より、受け皿となる民間団体が成長し、より一

層の取り組みに繋がっていく相乗効果を生み出

す可能性を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＰＯつるおかランド・バンク 鶴岡市 

「NPO つるおかランド・バンク」は、中心市街地の空洞化を起こしている居住地域を活

性化させ元気な街にするため、宅建業者、建設業者、司法書士、建築士、金融機関、そして、

NPO 城下町トラストなどが参加する特定非営利活動法人として、平成 25 年 1 月に設立さ

れた。密集住宅地において、空き家、空き地、狭い道路等を一体的に整理、活用し、周辺の

歴史的なまちなみと調和させるなど、生活しやすい環境に再生している。 

 
○NPOつるおかランド･バンク 

密集住宅地の空きアパートを活用して 

の短期留学生向けシェアハウス 

写真：つるおかランド・バンク提供 

伝統的技術伝承事業研修会 
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２－９ まちづくりと観光 

＜モデル＞「まちづくり」の活動を観光振興につなげる。 

具体的方策は以下。 

① 観光のためのまちづくりでなく、まちづくりを進める結果が観光振興につながるとい

う考え方で活動を進める。 

② 観光により訪れる人と市民が交流することにより、まちへの誇りが生まれるなど市民

意識が向上する。 

 

これまでは、「まちづくり」で地域の資源を磨いた結果観光資源の魅力が向上し、それが観光客

数の増加につながるというコンテクストで、まちづくりと観光が繋がっていたが、ここでは「まちづくり」

という活動と「観光」を直接に、積極的に結び付ける考え方が示されている。地域の良さは地域の

人に見えない場合があることも、今回の研究で気が付いたことの一つであるが、この考え方はまち

づくりの中に観光で訪れた人々の外からの視点を導入しようとする点で、発想が新しい。そして大

館市長が述べたように、人々の誇りがホスピタリティにつながるというのも、新しい発想ではあるが、

よく考えてみると極めて合理的かつ現実的な発想だと思う。単にサービスをよくすることがホスピタリ

ティではなく、地域の持つコンテンツが地域の誇りにつながるほど優れていれば、それが最大のホ

スピタリティであるということを言っている。きれいな映画館であっても、面白い映画でなければ誰も

見に行かないという、極めて当たり前のことを言っているに過ぎない。しかし、この言葉が市民に与

える影響は大きなものがあると思われる。 

まちづくり観光 亀山市 

文化財部局と都市計画部局と観光部局を一元化するという方策を講じた櫻井亀山市長は、

まちづくりと観光の関係を次のように述べている。「観光振興ビジョンは、「まちづくり観光」

を理念としている。観光が目的ではなくて、まちづくりをきちんと進めていくことが、結果

として観光につながるという考え方です。・・・（中略）・・・中へこもりがちな市民性があ

る中で、このまちは回廊で多くの旅人をお迎えしてきた歴史がある。できるだけ外の評価や

客観的な評価の中で、もう一回気付きが生まれる方が、いろいろなマインドがいい方向に循

環すると考えている。」 

観光交流による市民意識の向上 弘前市 

外からの視点については、葛西弘前市長は、次のように述べている。「一つは生活文化に

目を向けるということ。観光客と地域の住民が出会い、ふれあい共感し、感動を共有するこ

とがこれからの観光だろう。生活文化の中に歴史的文化が根を張ってバックボーンになっ

ている。市民が持つまちへの誇りがもてなしにも表れる。お客様と地域の交流で、生活文化

に触れるというのが至上の喜びになる。 
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生活文化というのは、例えば市場に一番よく現れる。土足で市民の家には入れないが、市

場では来ている市民と触れ合える。また、まちというのは歴史文化を大事にしてきたがゆえ

にラビリンスみたいなものを持っている。地図に描けないまちは先に何があるかわからな

い、ある種の猥雑さが必要で、それが魅力になってくる。そこでガイドが必要になる。弘前

発祥の「路地裏探偵団」は函館にも輸出されている。路地裏を行けば必ず人と触れ合うわけ

で、観光的な要素として大切。」。ここではまちの持つ迷宮的な魅力も必要だと示している点

も留意したい。 

ホスピタリティとシビックプライド 大館市 

市民への訴えかけとして最も驚いたのは、福原大館市長の次の発言である。「大館市役所

ではおもてなしに「ホスピタリティ」という言葉は使わない。「シビック・プライド」とい

う言葉を使うようにしている。それが先ほどのお二人の話に表されているのがうれしい。要

は、好きだと伝えたくなることがまちづくりの根本ではないか。まちをつくるということは、

そこに尽きると思う。行政報告でも、シビック・プライドという言葉で統一している。」 

シビック・プライド、すなわち市民が誇りを持つような地域の特性、資源、まちのあり方

などがなければ、外からのお客様に対応できないということを表していると理解すると、含

蓄のある言葉である。資源が優れているということはもちろん、市民がその優れていること

を認識し、そしてそれをお客様に示すことができなければ、この言葉は使えないだろう。と

すると、これが使えるようになれば、そのまちは優れたコンテンツを持つことと同じ意味に

もなるだろう。 
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２－１０ 広域連携による観光振興 

＜モデル＞広域的な観光の連携を進めることにより、観光の活性化を図る。 

具体的方策は以下。 

① 国際的な視点を含める。国際的な交流をする。 

② より大きなレベルで地域の資源を連携してアピールする。 

③ 広域的な観光ルートを設定、開発する。 

④ 市町村、都道府県の境界を越えた広域的な観光の連携を進める。 

 

歴史まちづくりにとって観光振興は、直接の操作の対象ではないが、重要かつ期待される効果

である。そして歴史まちづくりは観光のコンテンツを磨くうえで大きな効果を持つ手段である。ただ

し、それだけでは観光振興を進める力のすべてにはならない。 

国際的なインバウンドに繋げるためには、ゾーンとして、エリアとして、そしてルートとして、魅力

ある観光コンテンツをパッケージで示していくことも必要である。個別の地域の魅力を高めるだけ

ではなく、それらを複数のポイントのつながりとして表現すること、外へ発信していくことが必要であ

る。 

国際観光も視野に様々な連携を 弘前市 

葛西弘前市長は、あらゆる機会をとらえて、世界的な視野も含めて連携施策を進めている。

「広域観光は重要。官民連携と地域間連携と施策間連携の 3 つの連携なくしては、これか

らの資金の出どころはないと考え、連携強化に努めている。弘前圏域定住自立圏の枠組みの

8 自治体、函館、弘前、青森、八戸の青函 4 都市観光都市という連携、特に函館との連携。

桜つながりでは弘前と角館と北上の東北三大桜名所、お城つながりでは現存 12 天守をＰＲ

する取り組みを全国 12 都市でやっている。また、新たに前川國男の近代建築つながりがス

タートする。さらに桜という点で言えばお城と桜はつきもので、弘前には桜
さくら

守
もり

という樹木

医の仕組みがありこれを売り込んでいきたい。全国のお城から結構オファーが来ており、先

般は姫路城まで行って指導してきた。国際的には武漢の桜は弘前から技術輸出したもので、

そういう縁もあって武漢に 1 万本の桜園ができている。いずれはワシントン DC の河畔と

併せた世界三大桜の、桜守としたい。」 

海外の人の東北が見たいという声に応えたい 鶴岡市 

鶴岡市の民間の方から次のような言葉をいただいた。「インバウンドという言葉は、数年

前から出てきて、そうだよね、と思いながら、その前から、鶴岡市は合併して 10年ですけ

ども、観光はずっと前から合併しておりました。観光連盟がそうですけど、鶴岡全部、合併

前の鶴岡全部。三川町も入っているし、最上川舟下りの人たちも入っている。 
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観光で訪れた人は、鶴岡に行きます、とか、

酒田に行きます、とかいう人は誰もいなくて、

山形とも言いません。東北が見たい、見てな

い日本に行きたいという方々ばかりでした。

今考えると。その中で、非常に短絡的に考え

ると、鶴岡市に 3 日滞在して欲しいと思うん

ですけど、そんな人はおりません。せいぜい

一泊していただいて、そして次のまちへ。鶴

岡を大変いい印象で残して欲しいねと。そう

いう意味では、本当にいい連携をとっている

中で、市長がおっしゃるように、まち中は 400 年の歴史です。ちょっと奥に行くと羽黒山

1400年の歴史。修験の文化。酒田にいくと湊町文化。ここだけでも、1泊 2日、頑張って 2

泊して欲しい。さらに温泉もあるし。ということで、広域でやるのが観光だとずいぶん前か

ら言われておりますので。それがインバウンドになっても同じと思っております。未だ見ぬ

ところへ。外国の方は、京都もずいぶん見たと言ってます。富士山も見たと。浅草も見たと。

浅草寺も。見ていないのは東北だけだと。東北が連携して欲しい。勉強して欲しい。」。この

ように考えると、東北地方全体が持つポテンシャルはまだまだ大きいが、それをうまく伝え

ることができていないように感じられる。 

函館、大館、角館の「３Ｄ観光」 大館市 

福原大館市長は、地方の境を超えた発

想で観光の連携施策を進めている。「今

具体的には、函館・大館・角館で函館市

長や仙北市長と「だて」つながりの「３

Ｄ観光」を進めようとしている。国策と

して東京オリ・パラまでに、東北のイン

バウンド 50 万人を３倍の 150 万人にす

るという目標があるが、今の東北六県の

50 万人に匹敵するインバウンドの数字

をたたき出しているのが函館で27万人。

その函館市長が、東北には北海道にある

ものはすでに全てある、かつ東北には北海道にないものがまだまだたくさんある、だから函

館は東北と組む、とはっきり言うんです。 

逆にもう世界に開かれた玄関口を持っている函館・北海道と東北を繋げることを考えず

して、3倍の 150万は達成できない。そうなれば、7月に東急グループが中核になり民営化

された仙台空港と函館空港と新千歳空港の南北の軸の中に、広域観光周遊ルートで位置付

国宝羽黒山五重塔と秋の峰入り 
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けられるかどうかが、勝ち組になるか負け組になるかの境目だと思っている。 

函館市長は、アジアの人たちは 4 泊から 5 泊で日本に来て、函館も仙台も札幌も１泊の

都市で 2泊は抑えることができるが、その間の 2～3泊を青森でとるか秋田でとるか、それ

とも岩手でとりますかという話だと具体的に教えてくれました。そうすると角館と函館の

共通の悩みは秋田犬のように歩かないことで、角館の武家屋敷の前で秋田犬を連れて歩い

てもらってそれに秋田美人を見せたいとか、函館の洋風建築の前で秋田犬を連れて歩くメ

ニューをつくれないかと、そこでつながることになる。 

そういうことを通じて政府の目標であるインバウンド 150 万人を達成し得る政策メニュ

ーとしての「３Ｄ」になる。そう言っていると鹿角など県北の自治体からも声がかかること

になり、今は八峰町の「岩館」など「３Ｄプラス」として広げている。仙北市も函館市も来

年度予算化する。仙北市とは観光だけでなく歴史まちづくりでつながるし、また横手市とも

つながる。」 

どうしても行政は従来からの地方ブロック別、都道府県別、市町村別の縦割りになりがち

だが、観光客はそんなことは全く意識していない。市販されているガイドブックは県別にな

っているものがほとんどであるが、実際の行動はバラバラに供給される情報を繋ぎ合わせ

て、独自の観光ルートをつくりながら回っていることも多い。また、旅行業者が提供するパ

ッケージ観光も、地域境はそれほど意識されていない。ユーザー目線で考えれば当たり前の

話であるので、こういう視点をこれからはもっと行政が持たなければならない。 

茨城県、栃木県との広域連携への取り組み 白河市 

これも地方境、県境を超えた取り組みである。鈴木白河市長は次のように述べている。「連

携というのは口では言うけれどなかなか難しい。おらがまちで完結させようとしがちで、み

んな持ってきたいというのが人情ですが、それでは立ち行かないのです。これからの時代は、

連携が非常に大事なキーワードです。まちづくりでもそうですし、城下町白河のまちづくり

と、純粋な農村地帯の村とでは全く魅力が違いますが、これを連携させることによって回遊

させる、あるいは観光につながる、そういう時代になってきました。特に観光では、前の経

産局長さんが、観光は東北 6県でも狭すぎると対象を広く捉えて、市町村単位では小さすぎ

るとおっしゃっていました。白河広域市町村圏で 9市町村あり、そこの単位でまず考えます

と、地域の中では歴史と文化は白河に任せて、こちらの町は農地だとかいう風に役割分担で

きれば理想です。そこを乗り越えていけるかどうか、小さい地方都市が生きのびていくには、

広域で組んでいくということが必要だと思います。観光は 9 市町村でキャンペーンを行っ

ていて、県境を越えて、那須町長とも那須塩原市長とも会合を持ち連携しようとしています。

白河と那須は非常に近い、ＦＩＴ構想1）で茨城県北部、栃木県北部との連携です。そして観

                                                   
1） FIT構想は、首都東京に近接し、人々をひきつけてやまない地域づくりに向けたポテンシャルを豊

富に有する福島(F)・茨城(I)・栃木(T)の 3県の県際地域(那須岳・八溝山を中心とする地域)が、培って

きた交流・連携をもとに広域交流圏としてのさらなる発展を目指すもの。 
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光であれば会津を加えるのも一つの案です。県境等はあまり意味がありません。」 

滋賀県との広域連携を模索 亀山市 

同様な話を櫻井亀山市長もされている。「昇竜道の関係では、中部の歴まちサミットの連

携などでスタンプラリーなどには参加しているが、それがつながっているかといえば、それ

ぞれの都市が最優先になり、大きな力には今のところなっていないので、そこを繋げられた

らと思っている。東海道で県境をまたいで京への道がつながるので、滋賀県甲賀市と交流を

始めている。また伊賀市とも関西本線と名阪国道の道でつながるので、この三市が歴史的な

ものを大事に、伊賀のイ、甲賀のコ、亀山のカで「イコカ」という広域連携を始めており、

さらに進めていきたいとと考えている。」 

それに付帯して、職員も悩みを語ってくれた。「ストーリーごとに結び付く自治体が違う

と思っている。市では、いろんな物語があるまちというイメージを想定している中で、物語

を一本に絞ってどことつながれば強く売り出せるというものでもない。例えば東海道のつ

ながりであれば、滋賀県の甲賀市とつながろうかと考えます。文化的な関係で言えば伊賀市

とつながることになります。あるいはお伊勢さんとのかかわりもあり、伊勢神宮とのつなが

りも欲しい。そういう状況で、個別に連携を進めているが大きな連携にはなっていない。小

さな町の売り出し方はなかなかむつかしい。」 

松島湾ダーランド、日本遺産の取り組み 多賀城市 

菊地多賀城市長は、世界的な観光地である松島に関する広域連携、日本遺産である伊達文

化を通じて次のように連携を進めようとしている。「塩竈市、東松島市、松島町、七ヶ浜町、

利府町とは、松島湾ダーランドといって日本三景を超える「世界の松島湾」として『多くの

観光客に、より一層楽しんでいただけるような取組みを一緒にやっていきましょう』と始ま

っている。・・・（中略）・・・平成２８年４月に「政宗が育んだ“伊達”な文化」が日本遺産に

認定され、仙台市、塩竈市、松島町と連携した取り組みも始まっている。」 

実際に、松島湾ダーランドではインバウンド対策で、日本の松島から世界の松島へとの考

えで松島湾全体を整備していこうということで、レンタサイクルや WiFi の整備などを進め

ているとのことである。 
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２－１１ 新しい都市整備と歴史文化保存の調和 

＜モデル＞歴史まちづくりと新しい都市開発はセット。併せて進め都市全体の発展を目指

す。 

具体的方策は以下。 

① 守るだけでなく新しいものを取り入れて進める。 

② 中心市街地の空洞化を防ぐために、魅力を高めるための都市整備を行う。 

 

歴史まちづくりを進めるうえで難しい課題の一つが、古いものばかり守っていると新しい発展に取

り残されるという意見に対応することである。同じ自治体内での地域間の対立を招く場合も見られ

る。しかしここでインタビューした市長の多くは、どちらかに絞るのではなく、二兎を追う方向性を持

っている。古いものは古いものとしてより磨きをかけながら、新しい都市の魅力、機能を増進させる

ことの両方を、同じ物差しで行っているともいえる。 

多賀城市は一昨年駅前に複合施設として民間事業者に運営を任せる図書館を開設した。全国

でも初めてに近い試みで話題にもなったが、市長は市の文化的拠点として歴史まちづくりの文化資

源と結びつけようとしている。そして高梁市でも、昨年同じ民間事業者へ運営させる図書館をオー

プンした。いずれの都市も古いものを大事にすると同時に、新しい魅力を作り続けることも重視して

いる。 

守ることだけでなく攻めることが大事 弘前市 

葛西弘前市長は、守りと攻めの両方を、地域に誇りを持つものをつくるという同じ物差し

で進めているように感じられる。市長は次のように述べている。「歴史風致をひたすら守る

のではなく、攻めることが大事だ。シティプロモーションとして、市民一人ひとりがまちを

デザインするクリエイターとして参画する弘前デザインウィークはクリエーターをこれか

ら育てていきましょう、市民みんながまちづくりに一体となってまちを盛り上げていきま

しょう、いろんな人たちとコラボしながら、弘前の物産、津軽塗などの伝統工芸を、デザイ

ン力で磨き上げてブランディングしながら、全国そして世界へ出ましょうということで、来

年の１月のパリの見本市に試作品を出す。そのあとはミラノで本格的にデビューという取

り組みを進めている。新しい切り口でのデザイナー、クリエーターが弘前のまちを応援して

くれる、弘前自体の地域のクリエーターが沢山育っていく状況の中でいろんなものが生ま

れてくる。それが弘前デザインウィークの最も大事な点で、人材育成と新しいプロダクト、

新しい観光コンテンツ、新しいイベント、それを世界に発信する。その中で注目される歴史

的風致が浮かび上がってくると思っている。」 
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コンパクトカーではなくスポーツカー 鶴岡市 

榎本鶴岡市長より次のような発言があった。「今造っている文化会館も変わった建物で、

最初は怒られました。「市長、なんでコンパクトカーでなくて、スポーツカーでなければな

らないのですか」と。いいヒントを石原さんからもらった。明治時代に高橋兼吉に建てられ

た擬洋風建築。酒井家の致道博物館にある旧西田川郡役所、旧鶴岡警察署はじめ、大宝館も

そうだし、鶴岡カトリック教会もそうだし、お城の参道のど真ん中にこんなもの造ってとか

なり怒られたそうです。しかし、酒井家の先代の忠明さんもやはり、こういうものはみんな

で、残しておかないといけない建物だということで残してくれた。新文化会館の設計者、妹

島さんも伝統的な建物の鞘堂形式を取り入れたり、鶴岡に城下町がつくられた時と同じよ

うに建物を山当てして、形が月山とか、金峰山にマッチするよう設計したのですと。本人は

選ばれるとは思っていませんでしたと言っていましたが。」 

古いものと新しいもので文化度を高める 多賀城市 

多賀城市では、まちを活性化するために図書館とツタヤやスターバックスといった民間

事業者を組み合わせる新しい取り組みも進めている。これから新しいものと古いものをど

う組み合わせていくのかという考え方について、菊池多賀城市長は次のように述べている。

「歴まちの重点地区として、多賀城跡と塩竈街道、貞山運河と農村集落を指定している。こ

れからは、東北随一の文化交流拠点を目指して、文化度をもっともっと高めていきたい。東

北本線の国府多賀城駅から出発して、東北歴史博物館もあるし、多賀城廃寺もある。ずっと

奥が政庁で、それまでの動線、流れを作っていきたいと思っている。仙石線の多賀城駅には

図書館や文化センターがある。多賀城駅の

北口広場から、図書館、文化センターまで

繋ぐ道を整備する。その間にある国有地の

買収も検討しながらどんな形で整備でき

るか研究している。 

この間八戸に行って「はっち」（八戸ポー

タルミュージアム）を見てきた。八戸の人

たちが自分たちの歴史を中心としたまち

づくりの、中心みたいなことで、いろんな

人たちが参加し、イベントも相当盛んにやっている。文化度を高める意味でもそのような物

は必要ではないかと考えている。」 

 

 

再開発ビルＡ棟（図書館等） 
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古い町並みと新しいまちとの調和を 高梁市 

多賀城市と同様に、民間事業者運営の図

書館を開館させたばかりの近藤高梁市長の

考え方である。「古い町並みは歴まち法を活

用するなどして、きちんと保存をしていき

ますが、それ以外の地域は新しいものを取

り入れていき、融合させようという思いで

す。それがいま実を結びつつあると思って

います。次は、旧吹屋小学校の復元もありま

すし、藩校・有終館の復元にも取り組んでい

ければと思っています。」 

今サッカー場もできている。駅のところ

に図書館ができれば人の流れが変わっていくと思う。１Fにはテナントの飲食店と２Ｆにス

ターバックスコーヒーがこの田舎に入る。ツタヤの図書館、サッカー場と歴まちとが矛盾な

く政策として成り立っています。」 

中心部の拠点性を求める 亀山市 

櫻井亀山市長は「人口減少下の持続可能なまちづくりのためには、都市の中心部は空洞化

が進んでいるので、中心部の拠点性を求めていく作業をしないと、まちの求心力は高まらな

いと思う。遅ればせながら亀山駅周辺の再生へ向けて再開発事業を軸に整備に取り組むこ

ととした。そこを中心的市街地とし、関宿と新しい大きな住宅地のある井田川地区を副次的

市街地と位置づけ、その質を高めつつ、ネットワークを形成していくことと、歴まち、自然

環境をキーワードに街全体がデザインできたらと思っている。ちょうど今春新しい総合計

画をスタートするが、将来都市像を「歴史・ひと・自然が心地よい 緑の健都かめやま」と

している。バランスよく取り組んでいきたい。特に、駅前はご覧のとおり、ノスタルジック

な昭和の風景だが、大規模な再開発ではなく、コンパクトなものとして、住民の意向を重視

して進めていきたい。」と、市の中心部の再開発との関係を述べている。 

高梁市図書館 
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２－１２ 視点を変える（歴史まちづくり先進都市からのアドバイス） 

＜モデル＞視点を変えてみる。 

最後に先進都市からのアドバイスで有用なものをまとめた。 

① 歴史まちづくりサミットなどのトップ間の交流を通じ都市としての自信をつける。 

② 歴史まちづくり活動の広域化を図り活性化を進める。 

③ 交流人口という考え方を導入する。 

④ 小さくても成長戦略を積み重ねる。 

 

インタビューの最後に、必ず他の後輩都市へのアドバイスを伺った。ここではその中から有用なも

のをまとめた。 

サミットを通じた自信の獲得 白河市 

鈴木白河市長は次のように述べている。「桑折町長と磐梯町長と話をしたが、サミットは

良かった、サミットを通じて自信が持てたと言っていました。わが村に、わが町にこういう

魅力があるのだということを、政策として訴えかけていけることがわかった、それはすな

わち誇りだということです。それは当たり前のことなので、足元にはこういうものがあると

はいつも言っているのですが、それを政策として現実化させることができなかった、あるい

はツールがなかった。だから、歴まち計画の認定でまちづくりに取り組めることを喜んでい

ます。福島県の中に歴まち計画の認定を取って、まちづくりを進められる自治体はいくつも

あると思います。冒頭に言いましたが、「足元にある資源を活かしながら、つくりあげてい

く。それを見ている市民の方々も自信を持つことができる」ということがすなわち地方創生

に繋がっていくのだと思います。」 

自治体間の職員の交流 亀山市 

歴史まちづくりサミットを最初に開催した時のメンバーである櫻井亀山市長は、次のよ

うに述べている。「歴史まちづくりサミットで共通の思いや理念を持つトップが一堂に会す

るのは意義深いし、それを契機に職員同士の交流も進んでいる。全国ネットワークに繋がっ

ていくことで、歴史まちづくりのパワーが広がっていくと思う。・・・（中略）・・・最初に

金沢でトップセミナーがあり、コーディネーターをお務めいただいた西村幸夫先生から、

「金沢といった大きな都市だけでなく、亀山市という中小都市が入っている意味合いは、一

つの新しいモデルである。中小都市に可能性を感じさせる意義がある」という趣旨のことを

おっしゃられたことが印象深い。都市の大小、風格のみならず、それぞれの街が大切にして

きた文化資源に磨きをかけていくことは、まちにとって大きな意義を持つ時代だと思う。そ

れぞれのまちの輝きの総和が日本という国の豊かさ、活力につながるので、そういう街が増

えてきてほしいと願う。亀山も「小さくともキラリと輝くまち」を目指して、多く英知を結
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集して末永く努力を重ねたい。」 

 

交流人口が一番大事 鶴岡市 

榎本鶴岡市長は次のように述べている。「人口が減るとか、過疎ですとか、人口はいっぱ

い居ればいいのではなく、適正な人口、昭和の初めはどのくらいあったのかとかそんなこと

を考えれば、そんなに悲観しなくともよいと思います。市長もそうですけども、前から思っ

ていたのが、まさに交流人口が一番大切なことだと思います。それが国の光を見る、観光に

なると思います。ここは本当に光がある場所だと思います。それが、歴まちの計画と合わせ

てもっともっと進化していけばいいなと思います。」 

成長戦略を積み上げる 弘前市 

葛西弘前市長に、少し意地悪な質問をしてみた。弘前市のようにたくさん資源に恵まれた

まちはいいけれど、そんなに資源を持たないまちはどうすればよいのですかと。そうすると

市長は、次のように答えられた。「どの町村にも一つや二つ必ず成長戦略につながるものは

ある。それをまずベースにする。そこから波及して、次の展開を考えていかないといけない。

大事にしながら新しいものを作っていくということ。一つは今まである財産は財産として

それをさらに磨き上げて新しい価値を創造していくことが一つ。同時に我々の世代で新し

い「もの」、「こと」、「ひと」、これを積み上げていくこと。そこで一番大事なのは人。人材

育成があって、そういう人たちが市民を巻き込んで取組みを進化、成長させていくというこ

とを続けること。骨が折れることだが、いつも情報発信し続けると、市民の側もこうしては

いられないという思いになってくる。それが活力になり、それが誇りになっていくという、

良い循環を作っていくこと、それがないと長続きしない。行政はそれなりの覚悟をもって続

けていかないといけない。それを育てていくための仕掛け方が常に求められている。そのこ

とに気づきながら、仕事をやり遂げるような人材を、役所の側でも育てていかないといけな

いということ。それができていくと、確実に民間側もそれに応えてくれる状況が生まれてく

る。いろんなことができていくようになる。」。当たり前のことではあるが、まさにこのよう

なことを一つ一つ積み重ねて現在の弘前市がある。最初からすべてを求めるのではなく、ま

た最初からあきらめるのではなく、一つ一つコツコツと取り組むことの重要さを教えられ

た。
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３．市長等インタビュー 

（１）インタビュー実施の概要 

歴史まちづくり認定都市（歴史的風致維持向上計画認定都市）の市町村長を対象とした。

市長単独、もしくは可能であれば民間の支援組織の方と一緒に、一問一答形式でインタビュ

ーを行う。 

聞き手は、調査主体である舟引敏明宮城大学事業構想学部教授、佐々木秀之同准教授及び

国土交通省東北地方整備局建政部長、もしくは同部都市調整官が共同で当たった。東北地方

整備局管外の場合は、宮城大学が聞き手にあたった。 

記録は宮城大学で起こし、各インタビュー対象自治体及び国土交通省東北地方整備局に

確認の上、最終公表用記録を作成した。 

東北地方整備局管内の都市については、東北地方整備局の歴史まちづくりに関するホー

ムページ2に掲載し、同ページについては国土交通省都市局の歴史まちづくりに関するホー

ムページ3にリンクしている。 

（２）対象都市の選択 

市長等インタビューの対象は、東北６県の歴史まちづくり認定都市の中から、弘前市、多

賀城市、大館市、鶴岡市、白河市と各県１都市を選んだ。 

また、東北以外のエリアでは、大都市圏ではなく、東北地方の取り組みの参考となるよう

な規模の都市で、早い段階から歴史まちづくりに取り組まれた三重県亀山市と岡山県高梁

市を選定した。 

（３）質問内容 

まず、各都市共通に、研究者側の意図について、次のような趣旨説明を行った。 

 

＜趣旨説明＞ 

 歴まち法施行から 8 年が経過。あと 2 年で 10 年を迎える。 

 今後の歴まちへの支援の強化、新しく歴まちに取り組む都市への情報提供の強化を図

っていくためには、歴まち先進都市の成功事例を広く発信することが重要。歴まちサミ

ットも全国的に定着してきたので、次のステップとして歴まちに係る政策推進が地方

創生に寄与していることについて、情報発信することが良いのではないか。 

 歴まち都市を見ると、市町村長の強いイニシアチブによる役所からの働きかけと、それ

                                                   

2http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kenseibup/machishien/rekimachi/rekimachi.

htm 

 
3 http://www.mlit.go.jp/toshi/rekimachi/index.html 



44 

 

に呼応する市民、民間事業者の対応が重要なポイントであることが見て取れる。 

 

 

＜質問事項＞ 

質問の代表例として、最初に実施した弘前市への質問票を以下に掲げる。他の都市につい

ても基本的には同様の内容を尋ねるとともに、特にその都市ならではの話題を付け加える

場合もあった。 

 

①弘前市の歴史まちづくりの経過と効果、今後の展開について 

（市長へ） 

 すでに伝建や文化財の施策を実施していた弘前市で、歴まち計画に取り組んだ動機を

お聞かせください。 

 現段階で効果を感じていますか 

 歴まちの取り組みで、市役所内部の組織に何か工夫をされましたか。（市長部局と教育

委員会の関係など）。また、独自の取り組みがあればお聞かせください。 

 

②民間の参加、地域住民との協働を通じた歴史まちづくりについて 

（市長へ） 

 歴まち計画策定段階は、これまで歴史的風致を維持してこられた市民の方々の参加が

不可欠ですが、どのような形で市民参画を進められましたか。また、これからどのよう

な形で協働を進めていかれるおつもりですか。 

 市民を巻き込むために、どのような点が困難で、どのような点が重要だとお考えですか。 

 民間事業者を巻き込むために、何か工夫はされましたか。その効果はいかがでしたか。 

 弘前市の取り組みで、特に有意義であったと感じる取り組みをお聞かせください。 

（民間事業者の方などへ） 

 どの段階から歴まち計画に参加されましたか 

 従来の伝建や文化財との取り組み時と歴まちの取り組み時で、民間の立場から何か違

いを感じましたか。 

 歴史まちづくりについて、民間からのボトムアップの動きはありましたか。それはどの

ようなものですか。 

 

③歴まちの地域創生への効果、観光振興への寄与などについて 

（市長へ） 

 弘前市の地域活性化、観光振興政策において歴まち計画が果たす役割についてどうお

考えですか。最近では立地適正化計画、デザインウィークなど様々な取り組みを実施さ

れていますが、市町の地域創生へ向けての政策の全体像と合わせてお聞かせください。 
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 広域周遊観光の観点から、函館市や大館市など周辺の自治体との連携についてお聞か

せください。 

（民間事業者の方などへ） 

 観光振興には行政だけでなく民間の取り組みが必要ですが、どのようなことを行って

いますか。その中で歴まちはどのような位置づけですか。 

 広域的な観光ルートの形成に、歴史観光という要素は重要だと思いますが、どうお考え

ですか。取り組みがあればその内容をお聞かせください。 

 観光振興について、民間からのボトムアップの動きはありましたか。 

 

④東北地方の歴史まちづくについての期待、後進都市へのアドバイス 

（市長、および民間事業者の方などへ） 

 全国の歴まちに対する期待、国に対する要望などをお聞かせください。 

 東北における歴まちのリーディング都市として、これから取り組む都市へのアドバイ

スをお願いします。 
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３－１ 青森県弘前市長 

 

歴史まちづくりにかける思い 葛西憲之弘前市長 

 

平成 28 年 9 月 26 日 弘前市長室にて 

 

葛西憲之弘前市長 

三上千春公益社団法人弘前コンベンション協会会長 

 

ポイント 

◎人に任せるのではなく、仕組みに任せて持続的に行う 

◎市の動きが刺激になり、様々な活動、事業が生まれる 

◎市民がプレーヤーとなるまちづくり、観光が大きな役割を果たす 

◎歴史的風致をひたすら守るのではなく、攻めることが大事 

◎情報発信を続け、それが市民の活力や誇りにつながる良い循環をつくる 

◎新しい動きは、まず受け入れる 

◎自分の子どもたちを『ねぷた』に参加させたいと戻ってくる、それが地域の祭りの意味 

 

 

１．歴まちに取り組んだ動機 

聞き手）もともと弘前市では、重要伝統的建造物群保存地区等、文化財

の施策に取り組まれていましたが、歴まち法ができて早い段階で着手

された動機をお聞かせください。 

市長）歴まちという法律自体に興味があった。文化庁と国土交通省が手

を結んだという前提が極めてドラマチックで、こんな法律ができるな

どとは考えもしなかった。この仕組みであれば地域の持つ財産が活用

できる、命を与えていくことができるという思い、なぜかといえば、

県庁時代に三内丸山遺跡を担当し、あそこに野球場を作ろうとして進

めていたが、最終的に遺跡を残すことになった。文化庁、国土交通省、

県土整備部と教育委員会の連携がうまくいかなかった経験がある。と

ころが、歴まち法ができて文化財をまちづくりに活用できるという状

況は青天の霹靂であった。活用しない手はない。弘前には弘前城、明治大正の建築、前川國男の建築

もある、これを活用すればまちづくりの取り組みを内外に知らせることができる。またソフト事業で

はお祭りまで支援可能という整理だった。それだけの財産を持っている弘前市だから、費用のかかる

改修は極めて厳しい状況だったが、改修にも支援が活用できるということもあり、東北で最初の歴ま

ち指定に着手した。それまでの私の思いがこの中で実現したといってもよい。 

葛西憲之弘前市長 
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２．市長部局と教育委員会の調整について 

聞き手）国で立法作業を始めるときは、文化庁と国交省都市局の幹部が懇談するところから始めました。

文化庁にとって国土交通省は敵役でもありましたが、お互いに自分たちだけではできないという思い

もあり、話を進めるうちにだんだんうまくいくようになりました。弘前市では、通常は風通しが良く

ない市長部局と教育委員会との調整に何か気を使った点がありますか。 

市長）格別な工夫はありません。文化財を活用しようということは私が言ってかなり浸透してきた。活

用しない手はないでしょというと、最初は教育委員会に抵抗感はあったが、次々に宿題を出すとその

うちの少しはやらないといけなくなる。小さい自治体では担当者とコミュニケーションが取れる。教

育委員会の側も拒絶反応は起らなかった。三内丸山のときは、考古学者や民俗学者との対応を県土整

備部という技術系の職員で運営した経験がある。良い方向に遺跡を整備しますという教育委員会とコ

ミュニケーションをとりながらまとめた。 

聞き手）そこの壁を取り払うのが一番難しいと聞いています。他の都市では教育委員会のキュレーター

を都市計画の責任者に据えるというような人事もやっていたようですが。 

市長）人事交流はやらなかった。ただ弘前市には公園緑地協会（みどりの協会）があり、ここが重要な

役割を果たしている。みどりの協会と市の公園緑地課が同じ職場で、文化財の部局とも行き来があっ

たという素地があった。 

もともと弘前の気質として「じょっぱり」（頑固者）と「もつけ」（お調子もの）と「ええふりこき」

（いいカッコしい）がある。藩政時代の神社仏閣も明治の建築も昭和の前川建築も、じょっぱり精神

でこれを残そうと努力してきた。そういう気質が残っているので、資産が残ってきたしこれからも残

していく。 

ただし、弘前公園の管理だけでも 2 億 7 千

万円もかかるので、気質だけに任せるので

はなく、仕組みとしてしっかり組んでいか

ないといけない。ここは人に任せるのでは

なく仕組みに任せること、そして持続的に

行われることが重要だと思う。人だけに任

せるのではそのうち破たんする。教育委員

会や土木部といった組織体でやっていかな

いといけない。はじまりはトップダウンで

やった。しかし続けていくためには仕組み

がなければいけない。 

３．住民の方、民間の事業者との関係、気を遣ったこと、働きかけは 

市長）伝建地区が一つのキーポイント、そこでの説明はしっかりした。もともと伝建地区という制限が

かかっていたので、電線地中化と消流雪溝、石畳風舗装を合わせて整備するという約束をしたので、

受け入れは問題なくいった。祭りの関係者は伝統的な祭りは守っていこうという姿勢で、こちらは歴

史的風致の中に祭りを加えていこうという方向だったので、むしろ歓迎され、苦労することはなかっ

じょっぱり、もつけ、ええふりこき 
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た。 

聞き手）伝建地区は 30 年間取り組んできて今の姿になりました。前はボロボロの建物だったというお

話を聞いてきたばかりです。指定された時と今と比べてどうでしょうか。 

市長）昔の伝建地区のイメージは、電線が立ち並んでいて美観というものがない状態だった。しかし今

は、生垣の整備もしっかりやってくれるようになったし、黒塀などもちゃんとやってくれる。武家住

宅も３軒しかなかったのを１軒復元している。伝建の中の武家屋敷で飲食ができるように条例も変

えた。そういうのが好感を持って迎えられる。伝統の古武道や尺八のイベントを行うことによって、

利活用が見えてくる。それで地域の人たちも違った視点になってくる。それに合わせてハード整備が

進むと、伝建地区に住んでいるという誇りが生まれてくる。伝建地区を活用するという視点が必要で

ある。 

 

聞き手）では、民間の立場として三上会長にお伺いします。歴まちの取り組みにいつから参加していま

すか。 

三上会長）平成２１年の最初から参加している。施設が保存できる、お

祭りにも使えるというのが魅力。サラリーマン化してお祭りに参加す

る人が少なくなっている、お金も少なくなっている。そういうところ

にお金が使えるというありがたい話だったのも魅力だった。 

聞き手）歴史を残して町のメインの魅力にしようという取り組みの民間

としての感想はいかがですか。 

三上会長）産業のメインがリンゴなので、後の産業は観光しかない。地

元に住んでいると気づかないものがある。築城４００年がきっかけ

で、地元の人が弘前はすごいと再認識した。市長が曳屋をやって、弘

前にお客さんが多く入るようになった。弘前の何が売りかといえば歴

史がある町、禅林街のようにお寺がいっぱい並ぶまちも話を聞けば全

国的にないそうだし、いろんなことを整備して売りになる要素が沢山ある。それを市長が沢山進め

てくれるので、それが「刺激」になり、それに追いつき追い越せと様々な商売、様々な活動が生まれ

てきている。地域振興のためになっている。飲食とかそういう分野で新規起業が多くなっている。自

分でやってみようとものの考え方が変わってきている。 

市長）例えば、CSV 活動の一つとして「白神めぐみ寿司」という取り組みを JTB と一緒にやっている。

弘前は海がないので深浦、鰺ケ沢など周辺の町村で獲れた白神山地の恵みを受けた魚を直送して、お

いしい料理を提供している。（CSV：Creating Shared Value：共通価値の創造） 

三上千春会長 
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４．地域創生、観光振興における歴まちの役割 

市長）観光面で言うと、今の潮流は団体客から個人客に

シフトしてきている。何を客が求めるかというと、お

城の文化だったり神社仏閣だったり、そちらの方向

に目が向いているのは間違いない。一つは生活文化

に目を向けるということ。観光客と地域の住民が出

会い、ふれあい共感し、感動を共有することがこれか

らの観光だろう。生活文化の中に歴史的文化が根を

張ってバックボーンになっている。市民が持つまち

への誇りがもてなしにも表れる。お客様と地域の交

流で、生活文化に触れるというのが至上の喜びにな

る。 

生活文化というのは、例えば市場に一番よく表れる。

土足で市民の家には入れないが、市場では来ている

市民と触れ合える。また、まちというのは歴史文化を

大事にしてきたがゆえにラビリンスみたいなものを

持っている。地図に描けないまちは先に何があるか

わからない、ある種の猥雑さが必要で、それが魅力に

なってくる。そこでガイドが必要になる。弘前発祥の

「路地裏探偵団」は函館にも輸出されている。路地裏

を行けば必ず人と触れ合うわけで、観光的な要素と

して大切。 

三上会長）最近は、大人の休日クラブを利用して団体よ

りは個人で来る。山歩きも個人で来る。家族で来る客

も多い。以前は四大祭り以外の期間は人が来なかっ

たが、今は切れ目なく人が来るようになっている。何

を見に来ているのかと考えると、洋館だったりお寺だ

ったり、ゆっくり見ておいしいものを食べて、路地裏探偵団に参加したり、自転車に乗って楽しんで

いるお客さんが多い。ディズニーランドみたいに派手なところはないが、いいお客さんが増えてきて

いる。海外の客もリンゴもぎに行ったりしている。団体の予約も相当入っている。公園の中にはお姫

様とお殿様の写真を撮るのもあるし、浴衣で街歩きするところもあるし、そういったものが意外と人

気がある。民間の人が十分な商売にはならず、給料は取れないかもしれないが、自分たちも楽しんで

お客さんにも楽しんでもらいたいとやっている。五所川原から大館、函館や八戸など、面白いところ

を探そうという街歩きも広がっている。 

市長）弘前はまち歩きの先進地で、トップセミナーもやり、中南津軽まちあるき博覧会も開催された。

ガイド団体が「観光ボランティアガイド」（市長もメンバー）、「路地裏探偵団」、「エスコートガイド」

という女性専門にスイーツなどを案内する団体、「たびすけ」という身体障がい者を案内する団体と

４つある。 

歴史的風致と現代の融合！ 

 

旧藤田家別邸 ハイカラ庭

弘前城ダンスパフォーマンスフェスティバル 

弘前城曳屋の広告効果は約２５億円！ 
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また、市が率先してハイカラ庭園などいろんな取り組みを打ち出すと市民も反応してくれる。それに

応えようと自然に若者が育つ。市民がプレーヤーとなるまちづくり、プレーヤーとなる観光が大き

な役割を果たす。行政だけでなく、若者たちが敏感に反応して自ら行動を起こしてくれること、それ

と歴史風致がうまくかみ合う取り組みにしていきたい。 

５．広域観光ルート、世界への展開について 

市長）広域観光は重要。官民連携と地域間連携と施策間連携の３つの連携なくしては、これからの資金

の出どころはないと考え、連携強化に努めている。弘前圏域定住自立圏の枠組みの８自治体、函館、

弘前、青森、八戸の青函４都市観光都市という連携、特に函館との連携。桜つながりでは弘前と角館

と北上の東北三大桜名所、お城つながりでは現存１２天守をＰＲする取り組みを全国１２都市でや

っている。また、新たに前川國男の近代建築つながりがスタートする。さらに桜という点で言えばお

城と桜はつきもので、弘前には桜
さくら

守
もり

という樹木医の仕組みがありこれを売り込んでいきたい。全国

のお城から結構オファーが来ており、先般は姫路城まで行って指導してきた。国際的には武漢の桜は

弘前から技術輸出したもので、そういう縁もあって武漢に１万本の桜園ができている。いずれはワシ

ントン DC の河畔と併せた世界三大桜の、桜守としたい。このように歴史風致をひたすら守るので

はなく、攻めることが大事だ。 

シティプロモーションとして、市民一人ひとりがまちをデザインするクリエイターとして参画する

弘前デザインウィークはクリエーターをこれから育てていきましょう、市民みんながまちづくりに

一体となってまちを盛り上げていきましょう、いろんな人たちとコラボしながら、弘前の物産、津軽

塗などの伝統工芸を、デザイン力で磨き上げてブランディングしながら、全国そして世界へ出ましょ

うということで、来年の１月のパリの見本市に試作品を出す。そのあとはミラノで本格的にデビュー

という取り組みを進めている。新しい切り口でのデザイナー、クリエーターが弘前のまちを応援して

くれる、弘前自体の地域のクリエーターが

沢山育っていく状況の中でいろんなものが

生まれてくる。それが弘前デザインウィー

クの最も大事な点で、人材育成と新しいプ

ロダクト、新しい観光コンテンツ、新しいイ

ベント、それを世界に発信する。その中で注

目される歴史的風致が浮かび上がってくる

と思っている。 

聞き手）魅力があるから新しい人も来るという

ことですね。 

弘前城と岩木山 
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６．他の都市へのアドバイス 

聞き手）東北の外の市町の歴まちの取り組

みへの助言はありますか。これほど素材

が集まっていないところもある。ソフト

面や市民の方の参画、協働などについて

はどうでしょうか。 

市長）どの町村にも一つや二つ必ず成長戦

略につながるものはある。それをまずベ

ースにする。そこから波及して、次の展

開を考えていかないといけない。大事に

しながら新しいものを作っていくということ。一つは今まである財産は財産としてそれをさらに磨

き上げて新しい価値を創造していくことが一つ。同時に我々の世代で新しい「もの」、「こと」、「ひ

と」、これを積み上げていくこと。そこで一番大事なのは人。人材育成があって、そういう人たちが

市民を巻き込んで取組みを進化、成長させていくということを続けること。骨が折れることだが、い

つも情報発信し続けると、市民の側もこうしてはいられないという思いになってくる。それが活力

になり、それが誇りになっていくという、良い循環を作っていくこと、それがないと長続きしない。

行政はそれなりの覚悟をもって続けていかないといけない。それを育てていくための仕掛け方が常

に求められている。そのことに気づきながら、仕事をやり遂げるような人材を、役所の側でも育てて

いかないといけないということ。それができていくと、確実に民間側もそれに応えてくれる状況が生

まれてくる。いろんなことができていくようになる。 

聞き手）歴史をきっかけに若者が来たということは本当に勉強になります。テレビでダンスのまちを放

映していたのを見ましたが、そういう人を日常的に巻き込んでいくためのポイントは何ですか。 

市長）新しい動きは、まず受け入れることです。入口で拒絶反応を起こすと、行政は何もしてくれない

というような世界になってくる。そこで行政はまず受け入れる。もちろん玉石混交あるが、その中

からじっくり選んでいく。行政はまず見てくれているなというイメージを、プレーヤーの側にしっか

りと意識させる。意識共有されれば、そこから信頼関係が始まる。だから何かあれば私が自分で出か

けて行って、挨拶して、声をかけるようにしている。それがあって初めて、市の側もやる気があるみ

たいだと感じてくれる。そこがないと始まらな

い。だから首長は大事、そういうことを課してい

くと忙しくなり、首が回らなくなる。だから、や

めるものはやめないといけない。行政が肥大化

してまわらなくなるといけないので、期限を区

切ってうまくいかないものは止めるなど、取捨

選択する精神が必要。いったん引き受けると止

めるのは難しいが、それをやり遂げるのもやっ

ぱり人、プレーヤーを育てていかない限りまち

に元気が出ない。私は「子どもたちの笑顔あふれ

るまち弘前」といっているが、そのフレーズはま

弘前ねぷたまつり 
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さに、子どもたちの笑顔というのは我々の心を温めてくれる。そういう笑顔がまちの隅々までいきわ

たっているということは、そのまちの末端神経まで意識が届いているということ、まちの誇りや活力

を映す鏡だと思っている。だから「子どもたちの笑顔あふれるまち弘前」と言っている。人を大事に

していきましょう、人が常に生まれ続ける、その人がまた次の人を育てていく。弘前のねぷたまつり

は、青森の企業のねぶたとは違って、市民がやるのです。町会で出している。お金もそんなにないが、

かける意気込みは全然変わっていない。今でも８０台以上ねぷたが出ており、台数は変わっていな

い。五所川原市の立佞武多には 23mと高さで負けても、数では弘前が絶対負けていない。まつりに参

加した子どもたちが、大人になり、彼らがどこか出かけていっても、どこかに就職してもまた帰って

くる。自分の子どもたちには「ねぷた」に参加させてやりたいと戻ってくる。それこそが地域で作っ

ていくまつりだと思っている。誇りを持ち続けるために、まつりのバックボーンが必要。そういう意

味で岩木地区で「日本で最も美しい村」連合へ加盟した。岩木地区だけで加盟する。そういう取り組

みで地域の誇りが生まれる。 

聞き手）ありがとうございました。 

 

 

聞き手： 

舟引敏明  宮城大学事業構想学部教授 

佐々木秀之 宮城大学事業構想学部准教授 

筒井智紀  国土交通省東北地方整備局建政部長 
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３－２ 宮城県多賀城市長 

 

歴史まちづくりにかける思い 菊地健次郎多賀城市長 

 

平成 28 年 12 月 6 日 多賀城市長室にて 

 

菊地健次郎多賀城市長 

 

ポイント 

◎多賀城という街だから、歴史の重みがある。後世に残していかないといけない。 

◎東日本大震災があったが、景観、歴史、文化という多賀城らしさを活かした復興を目指すこ

とにして、歴まちをやめるということは全く考えなかった。 

◎歴まちがあったおかげで、震災からの復旧もうまくいった面がある。 

◎東北随一の文化交流拠点を目指して、文化度をもっともっと高めていきたい。 

 

 

１．歴まちに取り組んだ動機 

聞き手）もともと多賀城市では、多賀城という特別史跡があり文化財の

施策に取り組まれていましたが、歴まち法ができて早い段階で着手さ

れました。市長の思いを聞かせてください。 

市長）古代日本に同じく政庁があり、友好都市でもある大宰府市が取り

組むと聞いたので、本市も歴史を活かしたまちづくりで負けてはなら

ないと思った（笑）。 

 多賀城という街だから、歴史の重みがあり、後世の方々には残して

いかないといけないという思いは強い。多賀城にとって、特別史跡が

あり、壺碑（つぼのいしぶみ）、興井（沖の井）、末の松山も国の名勝

に指定された。多賀城市では昭和３５年から発掘調査などを続けてき

た。しかし発掘調査は、50 年かけても全体の 10 分の 1 しか進んで

いない。あと 450 年しないと全容がわからないのかなどと議会でも訊かれるくらいですから。古代多

賀城の全容の姿が明らかになるのはまだまだ先になる。 

歴まち法ができたということで、多賀城も歴史を活かしたまちづくりを進める上で当然これはやら

なくちゃいかんのではという思いだった。 

 経過としては、平成 21 年から計画に着手し、平成 22 年度末に認定を目指していたが、平成 23 年 3

月 11 日に東日本大震災があって、市民生活の再建を第一と考え、歴まちどころではなくなったが、復

興計画では「希望」を持ちながら、多賀城らしさである「歴史」「景観」「文化」を活かした復興を目指

すことにしたので、歴まちの取り組みをやめるということは全く考えなかった。 

菊地健次郎多賀城市長 
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震災前から準備し、申請直前で東日本大震災に遭い大宰府に先を越されてがっかりもしたが、まあ競

争するものでもないので、職員のみなさんに頑張っていただいて、厳しい審査を受けて何回も通って、

多くの修正を通じ、震災と同じ年に認定された。何といっても歴まちはぜひやってもらいたいと最初か

ら言っていたので、職員が頑張ってくれたということはまぎれもない事実。結果として震災後の貞山堀

の修復や歴史的風致形成建造物の板倉の修復もそこでやめていればできなかった。やって良かったと

思う。 

２．多賀城跡の復元について 

聞き手）文化財部局と都市計画部局との関係は、あまりよくない自治体も多いのですが、多賀城市ではい

かがですか。 

市長）多賀城市はそんなことはない。発掘するのと都市計画は相いれない部分があるのは確かだが、みん

な真剣に対応してくれる。歴史的風致維持

向上計画策定も協力して進めてきた。 

市職員）埋蔵文化財のある場所での工事は計画

の段階で試掘をやって、その状況でどの面ま

で発掘するか決まるのですが、計画が中止に

なる場合も現実にはあります。そのあたりで

整合を取っていくことが難しい。 

特別史跡内は道路の舗装を補修するだけで

も文化庁の許可が必要です。そうした中、建

設部門としては事故等が発生した場合に、か

し責任が問われることから、早急に補修する

などの対応をとりたいと考えているので、文

化庁の許可に時間を要することにもどかしさ

を感じております。 

 

聞き手）南門の復元をされますが、多賀城を復元

していきたいというお考えはありますか。 

市長）南門復元は、先々代の故伊藤喜一郎市長が

提唱した。当時は今よりも潤沢な資金があっ

て、復元しようとしたが、その後の水害や経

済情勢の変化でできなかった。私が市議会議

員になってすぐの 40 歳くらいの時だったの

で、そこからスタートしていれば、もう 30 年

近く経つので、すべてできていたのではない

か。そのころは 10 億円くらいあればいいと思

っていた。 

多賀城南門（イメージ） 

多賀城跡 



55 

 

今は南門の設計中で、間もなく設計積算が出来上がる見込み。20 億円くらいかかるのではと推計して

いるが、その半分は多賀城市が持たないといけない。 

多賀城は、度々水害に見舞われており、水害に強いまちづくりを進めている。水害対策は、時間雨量

52.2ｍｍに対応する施設を作っていかなければいけない。すでに 300～400 億円はかかっているし、あ

と 400 億円くらいかかる見込み。 

また、東日本大震災の復興を最優先にしているので、予算的に結構厳しい。本当はすぐにでもやりた

い。何か多賀城の歴史的なシンボルとなるものが必要だと思っている。 

３．他地域との連携について 

聞き手）国内での連携はいかがですか。平城京や大宰府は意識していますか。 

市長）日本三大史跡に数えられる太宰府市や奈良市とも多賀城市は友好都市を結んでおり、連携しながら

やっている。大宰府には前の市長が友好都市の調印式をやって、私も県議として同席した。大宰府に

は立派な九州国立博物館がある。 

奈良市長とも私が市長になってから話をして、多賀城を見てもらい友好都市になった。平城宮跡は全

部国の予算でやってもらっているので、地方自治体にとっては最高の整備手法である。平成３０年春に

は多賀城の東北歴史博物館で東大寺展をやることになっている。 

塩竈市、東松島市、松島町、七ヶ浜町、利府町とは、松島湾ダーランドといって日本三景を超える「世

界の松島湾」として『多くの観光客に、より一層楽しんでいただけるような取組みを一緒にやっていき

ましょう』と始まっている。 

平成２８年４月に「政宗が育んだ“伊達”な文化」が日本遺産に認定され、仙台市、塩竈市、松島町と

連携した取り組みも始まっている。 

職員）松島湾ダーランドではインバウンド対策で、日本の松島から世界の松島へとの考えで松島湾全体を

整備していこうということで、レンタサイクルや WiFi の整備などを進めています。 

４．歴史まちづくりの効果 

聞き手）市民の方々の反応はいかがですか。どの

ように市民が参加してくれていますか。 

市長）もともと多賀城市では、市民がボランティ

アでいろいろな活動をやってくれている。史

跡があるまちなので、歴史を生かしたまちづ

くりを考えませんかというイベントを実施

し、一般参加者を募集して、連携を取りながら

取り組んできた。 

 

聞き手）観光や民間の反応はいかがですか。 

市長）ＪＲが様々の駅からの「小さな旅」コース
ＪＲ東日本 小さな旅（多賀城） 
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を設定しているが、そこで多賀城駅周辺の特集をしている。 

職員）駅長が進めるコースとして、仙石線コースや本線コースを JR が考えてくれ、市も商工観光課で一

緒に取り組んでいる。 

市長）政庁の周辺の野球場やサッカー場のある中央公園あたりに、休憩や多賀城のものを販売できる道の

駅をつくってほしいという声もある。大きなものでなくてもいいのでお休みどころを作ってあげたい。

今は史跡巡りの散策コースをつくっても休めるところが少ないので東北歴史博物館に立ち寄るくらい。 

 

６月下旬から７月初めにかけて多賀城跡あやめ祭りを開催し

ている。政庁の近くでやるので、あやめ園のすぐ側に築地塀を

復元してはどうかと提案している。櫓（やぐら）もそのそばに

あったことがわかったので、それを復元して上からあやめ園を

見てもらうのもいいかなという思いもある。 

 

また、スマートフォンやタブレットで「歴なび」というアプリ

をダウンロードして史跡を歩くと、政庁とか廃寺の三重の塔と

かが実際の景色の中に写る。これは奈良や平安時代の姿が再現

される良い仕組みだと思う。これも歴まち事業のソフト

開発でできたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壺碑（つぼのいしぶみ） 

末の松山 

多賀城跡あやめまつり 

ＡＲ画像；現実世界に情報を付加 

ＶＲ画像；フルＣＧ 
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市長）今回の歴まちがあったおかげで、震災からの復旧もうまくいった面がある。歴まち事業を使って

東北工業大学で板倉の調査を実施してもらった。多賀城にあるのは「繁柱板倉（しげばしらいたくら）」

と言って、こういう板倉は全国でもめずらしい。工法は県北沿岸の気仙大工に由来するものだ。小説

家の司馬遼太郎は紀行集「街道をゆく」の一節で、板倉の組み方が古代の城柵に似ていることから多

賀城の柵を思わしめると言っているが、結構昔からあったのだろう。昔から農家を営んでいる屋敷に

相当の数が残っている。みんな物置に使っている。 

職員）板倉は地震による傷みで、解体するかどうか悩んでいる人もいたので、修復の補助が出るというの

が保存のために大きかった。10 数件補修を受けている。 

 

 

市長）貞山堀の復旧工事で石積みを残していただ

いた。仙台港から入った津波と塩釜港から入っ

た津波が、多賀城のあたりで両方からぶつかっ

たようで被害が大きかった。 

職員）津波でだいぶ貞山堀の施設はなくなったの

ですが、その一部を残し、景観に配慮した復旧

をしていただきました。 

 

５．これからのまちづくりの方向性について 

聞き手）多賀城市では、まちを活性化するために図書館

とツタヤやスターバックスといった民間事業者を

組み合わせる新しい取り組みも進めています。これ

から新しいものと古いものをどう組み合わせてい

くのでしょうか。 

市長）歴まちの重点地区として、多賀城跡と塩竈街道、

貞山運河と農村集落を指定している。これからは、

東北随一の文化交流拠点を目指して、文化度をもっ

ともっと高めていきたい。東北本線の国府多賀城駅

から出発して、東北歴史博物館もあるし、多賀城廃寺もある。ずっと奥が政庁で、それまでの動線、

流れを作っていきたいと思っている。仙石線の多賀城駅には図書館や文化センターがある。多賀城駅

の北口広場から、図書館、文化センターまで繋ぐ道を整備する。その間にある国有地の買収も検討し

ながらどんな形で整備できるか研究している。 

この間八戸に行って「はっち」（八戸ポータルミュージアム）を見てきた。八戸の人たちが自分た

ちの歴史を中心としたまちづくりの、中心みたいなことで、いろんな人たちが参加し、イベントも相

再開発ビルＡ棟（図書館等） 
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当盛んにやっている。文化度を高める意味でもそのような物は必要ではないかと考えている。 

聞き手）中心市街地活性化法で作った施設で、「はっち」（の向かいの開発でブックセンターを展開し、「は

っち」とブックセンターを町の中心に育てたいと市は考えている。八戸三社大祭の展示会場として使

われています。 

市長）もっと大きな夢もあって、東日本大震災をまとめる地震・津波ミュージアムのような場所が必要だ

ろう。東京の国立博物館より北側は国立の博物館がない。大宰府にある九州国立博物館に対抗するわ

けではないが、日本三大実録に、貞観の大震災の時に多賀城で一千人亡くなったという記述もあるの

で、津波などの恐ろしさを世界に発信するような場所が必要ではないかとも思っている。 

聞き手）ありがとうございました。 

 

聞き手： 

舟引敏明  宮城大学事業構想学部教授 

筒井智紀  国土交通省東北地方整備局建政部長 
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３－３ 秋田県大館市長 

 

歴史まちづくりにかける思い 福原淳嗣大館市長 

 

平成 29 年 1 月 12 日 大館市長室にて 

 

福原淳嗣 大館市長 

中村博美 大館商工会議所 街の元気づくり委員会委員長 

畠山喜満 大館商工会議所 観光振興委員会委員長（大館市観光協会専務理事） 

 

 

 

ポイント 

◎強みを伸ばすには自分たちの強みを知ることが先で、歴史まちづくりでまず自分たちの強み

を知り、そこから強みを伸ばすための総合戦略をつくる。 

◎うれしいのは、何をやりたいかわからないといって始まった歴史まちづくりの取り組み過程

で、市民からいろいろ提案してくれるようになったこと。 

◎一番大事なのは子供たちに大館の良さや偉大な先人がいることなどを教える場をつくって

いくこと。私たちは小さい時から大館に歴史的なもの、受け継いでいかないといけないも

のがあるということを教えられなかった。だから外から聞かれても、何もないよという答

えしかできなかった。 

◎祭りのために１年準備している友人がいる。その人の背中を見て２０代の人がその生き方を

格好いいと言う。 

◎大館市役所ではおもてなしに「ホスピタリティ」という言葉は使わない。「シビック・プラ

イド」という言葉を使うようにしている。好きだと伝えたくなることがまちづくりの根本

ではないか。 

◎まちづくりは一朝一夕ではできない。３０年ないし５０年かかるかもしれないが、その間、

先人から受け継いだ歴史と文化と伝統を羅針盤にする。 

 

 

１．歴まちに取り組んだ動機 

聞き手）なぜ歴史まちづくりに取り組んだのか、その動機をお聞かせください。 

市長）もともと私は地方創生がテーマだった。市議会議員のとき、鉱山を用いて環境リサイクルの基地を

つくる構想があり、それが秋田県北部エコタウンとして昇華をした体験があり、その時に気づいたの

が、地方であっても大きな時代が求める役割や、国が求める役割を果たした時に、地方創生はかなう

のだなと感じました。その後明日香法や古都保存法を知る機会があり、明日香村を訪問した時に、日
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本の歴史の中で律令政治が始まった場所だという物語とまち

づくりとを合わせることで、当時の関村長をはじめ明日香村

の人たちが誇りをもっていらっしゃるのを見た。私はまちづ

くり、地方創生は、大館に住んでいる人たちが先人から受け継

いだものに、自信と誇りをもって立ち上がった時に始まる、そ

れが本当の意味での地方創生だと感じました。ならば、市の長

としてなすべきことは、やはり大館びととしての誇りを、先人

から受け継いだ歴史と文化と伝統をまちづくりの羅針盤にす

ることだと思った。議員秘書時代も森林と文明などについて

勉強を続けていたが、その中で「森こそは人類の伽藍」だとか

様々な言葉に出会った。そしてこういうものが景観十年、風景

百年、風土千年としてのまちづくりの中に入ってくる。食も絡

んでくる。畑作と牧畜と稲作と漁労では森林に対する考え方

が違う。万葉集の時代から植林ということを心得た日本人の

心、それが今の地方都市でどのように開花するのかを考えた場合に、明日香法は意義のある法律だと

考えた。そしてそのあと景観緑三法ができる瞬間にも立ち会ったので、どういうような考え方をもっ

てまちづくりを進めなければならないのかを如実に感じた。そして歴史まちづくり法ができた。そし

て歴史まちづくりをもって新しい市政を位置付けていきたいと考えたし、実際に取り組んでみて、事

務方を横串に突き通し、建設部だけでもできない仕事で、産業部、教育委員会なども初めての取り組

みだった。その後に、仙北市と横手市も歴史まちづくりの準備を始め、そうするとこれからの大館は、

秋田県の中で歴史まちづくりを進める自治体との連携を図りつつ、弘前と県境を越えてネットワーク

をつくっていくことに責任を持って取り組まなければならない。特に弘前市の葛西市長とは、北東北

三県で歴史まちづくりをしているのは、弘前と大館だけであり、二市でできることを広げていこうと

話をしている。歴史まちづくりは、大館びととしてのアイデンティティを深めるだけでなく、深まっ

たアイデンティティをもって他の自治体とつながっていくという政策的な効能がある。そういう意味

で地方創生を実現するために、歴まち法の取り組みが必要だと思った。 

 

聞き手）市長になられて、市の組織との接し方とかに工夫をされていると伺いました。 

市長）昨年の５月に市長に就任して、事務方は地方自治分野の最大のテーマであるまち・ひと・しごと創

生総合戦略をどうつくるかという準備に入っていたところに、いきなり新市長が歴史まちづくりをや

るぞと言い出した。その時に庁内の検討を進めるのに副市長や部長級が知恵とマンパワーを割いてく

れたのが一番大きかった。総合戦略の方は半年遅れるくらいの覚悟で、建設部が基軸で教育委員会と

連携して歴史まちづくりに傾注するのを、すべての部がサポートするという体制をつくってくれた。

５月に就任して、６月１日に組織が立ち上がり、７月８月で方向性をつかむことができた。その代り

その間、総合戦略は一切進まなかった。その点を指摘する市議もいらっしゃったが、国土強靭化は弱

いところを強くする戦略、総合戦略は強みを伸ばす戦略であり、強みを伸ばすには自分たちの強みを

知ることが先で、歴史まちづくりでまず自分たちの強みを知り、そこから強みを伸ばすための総合戦

略をつくることで良いのではと考え、判断した。責任をとるのは選挙で信任を得た私の仕事であり、

福原淳嗣 大館市長 
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政治家として判断をした。大館市役所として、大館びととしてのアイデンティティ探しでもある。ま

た、そういう方向性を幹部の職員が理解してくれたことが大きかった。 

２．市民・民間との接点 

聞き手）市民の方々との接点を工夫されましたか？ 

市長）最初は議会からも市民からも、何をやりたいかわからないという声が大きかった。当時から私が言

っているのは、城跡の復元とかを行うのではなく、大館は先人から受け継いだ歴史と文化と伝統があ

り、それはこの国日本が認めるに値する価値あるものだと納得してもらうのが第一だった。三省庁と

の第１回目のヒアリングを終えて７月下旬に、大館商工会議所の中田会頭さんたちと弘前へ勉強に行

った。そこから経済界の捉え方が徐々に変わっていき、一つ一つ着実にヒアリングを含めて対応させ

ていただいている。国の三省庁の担当官も大館入りしていただき、現地調査で的確な助言をいただい

た。今年は特に、歴まちの地区座談会に私も出ました。うれしいのは、何をやりたいかわからないと

いって始まった歴史まちづくりの取り組み過程で、市民からいろいろ提案してくれるようになったこ

と。一年たって、佐竹家関連だけでなく、その前の浅利家、さらには源頼朝と義経のゆかりまで出て

きて、うちにはこういう祭りがあるんだとか、こんなものがあるのだとか、いろいろな話を市長に持

ち掛けてくれることが一番うれしい。 

聞き手）眠っていた誇りを、引き出すことができたということですね。 

 

聞き手）では中村さんに伺います。最初の感想はいかがでしたか。 

中村）最初に驚いたのは、文科省と国土交通省が手を組むのが、

考えられなかった。私は都市計画事業や開発行為などをやって

きたけれど、文科省は事業の抑制要件で仇みたいなものですか

ら。また、最初は、市長が言っている歴史まちづくりの意味が

分からなかった。文化財の復元をやる程度かなと思いました。

しかし、よくよく考えると、自分たちの誇りを、歴史を見て探

っていくということなのかと。私も御成町のまちづくりで２０

～３０年もダメだったものを７年かけて掘り起こした時に、ま

ず御成町のみなさんにこの地域は、明治から続く企業城下町

で、産業的に言えば大館の中心に近いという誇りを持って頂く

ところからはじめた。また、商工会議所の青年部できりたんぽ

祭りやきりたんぽコンテストをやって、「本場大館きりたんぽ」

という名前を売る際に、ポン太やキリ子をつくって、ポンタ君に食材を背負わせた。それは、大館の

本場きりたんぽは５種類の材料が必ず入っているという他との違い、よそのきりたんぽを邪魔しては

いけないけど、大館のアイデンティティはここだというのを見せたかった。そうしたら今度は比内地

鶏が一躍脚光を浴びて、国指定天然記念物の比内鶏(ひないどり)、声良鶏(こえよしどり)、秋田県指定

天然記念物の金八鶏(きんぱどり)の三鶏の保護と増殖を目的に秋田三鶏記念館が整備された。その時

にいろいろな方の話を聞いて、我々も故郷について勉強させてもらいました。そのときアイディンテ

中村博美 街の元気づくり委員会委員



62 

 

ィをもったということで民間の立場で広めてい

くということができたと思います。それが、今

の福原市長が進めている歴史まちづくりについ

てお手伝いしてきた理由の一つかな。それと今

度は重要建造物の保存へとつなげること、そし

て一番大事なのは子供たちに大館の良さや偉

大な先人がいることなどを教える場をつくっ

ていくこと。冊子で読ませるかモノで見させる

かはこれからですが、低学年の児童から教えて

いって、最終的には花輪ばやしみたいな大館の

祭りに行った子供たちが、また帰ってきて大館

ばやしを叩けるという市民文化をつくっていければいい。空き店舗を利用して大館ばやしの伝承館を

つくってくださいと会議所から提案している。いつ観光客が行っても見ることができる、子供たちが

いつ行っても太鼓をたたける場所が必要だ。 

 市長が国土交通省、文部科学省、農林水産省と組んでやろうとしている計画は、非常に魅力的で、

これから何が生まれてくるのか楽しみにしている。ただちょっと困っているのは、民間としてどこを

どうお手伝いすればよいのかが見えてこない点だ。商工会議所として、どうやって参加させていくか、

どうやって歴史まちづくりとタイアップしていくかは、まだこれからだと思う。 

 

聞き手）歴史まちづくりで地域活性化のビジネスモデルがないか研究していますが、最初からビジネス主

導では難しく、当初は行政主導型で動き出して入れ物をつくる。そして入れ物をつくっていった段階

で民間が入り、それが集まることによって動きが起きて活性化してくるという形ではないかと考えて

います。 

中村）商業活性化だと、儲けた人が出ないと成功したとは言えない。しかし、今、目指しているのは、大

館のアイデンティティをどうやって育てるのか、誇りを持たせるのかということで、人口が少なくな

っても、それはだんだん濃密になるわけで、うまくいけば成功する。市にお願いしたいのは、箱モノ

行政だけでなく、ソフト的な部分を仕掛けていってほしい。そこに市民が巻き込まれていくようなこ

とが必要だ。 

 

３．観光につながる市民のプライド 

聞き手）観光の面から見ていかがでしょうか。 

畠山）最初は歴史的風致維持向上計画という言葉が、漢字が並んでいてわからなかった。ここに住んでい

るとよそに比べて歴史という観点が薄く、伝統的な建造物は少ないし、それを掘り下げていくのはか

なり難しいと思っていた。ただ、市域にそういう資産があることがわかってきたことが大事ではない

か。商工会議所で観光振興委員会を立ち上げたときに委員長を勤め色々な提案をしてきた。観光面か

らみて、歴史は非常に魅力的なコンテンツになりえる。当市の観光協会は、弘前市の観光協会と仲良
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くしていて、そこに津軽地域の観光団体、県民局も入って１

１団体で定期的に会合を開き連携して活性化しようとして

いる。勉強会も何度もやっているし、相互に訪問し観光案内

の勉強もしている。 

弘前のコンベンション協会は活発で、財源的にもきっちり

とやられている。私たちが弱いのは、スタッフが少ないこと

と、財源的に厳しいということで、今のところはイベントの

運営が中心で、自分で情報発信をすることが少ないが、弘前

は一般の会社と同じような運営をしているし、市の行政とも

うまくやっているので、うらやましいと思っている。 

文化財という観点から言われてもピンとこないが、例えば

八幡神社が防火訓練をやるときに、幼稚園の生徒も参加して

いるし消防署も来てニュースになるようなときに、ああこう

いうのもいいなと思う。私たちは小さい時から大館に歴史的なもの、受け継いでいかないといけない

ものがあるということを教えられなかった。だから外から聞かれても、何もないよという答えしかで

きなかった。小さい時からこういうものがあると教えていくと、大きくなったら帰ってくることもあ

ると思う。これがもっと市民に周知されると、将来的に非常にいいコンテンツになるのだろう。 

 

聞き手）子供は歴史まちづくりのポイントの一つで、例えば山口県の萩市では吉田松陰は松陰先生として

小学校からその格言を教えられています。そのおかげで、

知らない人でも道ですれ違う時に、小学生がお辞儀をして

くれます。そのくらい文化財と教育が繋がっているところ

もあります。自分のまちが好きかどうかというのは、その

ようなことにかかわってくるのではないでしょうか。 

市長）これからさらに民間との連携が深まるステージになっ

てくることから、お二人の話はありがたいと思って受け止

めた。歴史まちづくりは計画の認定を受けるのが目的では

なく、後の展開として、特に祭りや、先人から受け継いだ

祭礼のスタイルなどが重要。神明社の祭りのために１年準

備している友人がいる。その人の背中を見て２０代の人が

その生き方を格好いいと言うんですね。それが大館びとの

ライフスタイル、人生がそういうものなのだと、行政もそ

れを後押しすることが必要。行政は主役になってはいけな

いところが、歴史まちづくり法の素晴らしい点だと思う。 

畠山）計画が認定されると、地元に何があるかということが知

ろうとする機運が高まると思う。今例えば松峰神社は、名

前は聞いたことがあるけど行ったことない人が多数だと思

うが、そこを訪ねていく人が増えて知識を得ると、まちに

畠山喜満 観光振興委員会委員長 

大館神明社例祭の神事 

大館神明社祭典の出陣式 
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来たインバウンドを含めた観光客に説明できるようになる。それがおもてなしにつながるのではない

か。そうすると親しく会話もできるようになる。ですから、いろいろなところを訪ねるイベントはい

つも満員になる。 

 

 

聞き手）事前に博物館に行ってきましたら、平城の時代からの活動が記されている。多賀城に本拠地があ

ることも考えると、東北全体で動いている流れの中に大館も存在していることがわかります。ただ、

少し博物館の場所が遠いですね。 

中村）富山の「風の盆」のように、街中に祭りを紹介するような施設があるとよいと思う。お祭りがなく

ても観光客がそこへ行けば、こういうことをやっているのか、またその経緯もわかる。そうすると外

の人が見ても、そのまちの人が自分のまちに自信を持っているのが伝わってくる。お店やっている人

も自信もって観光客に接することができる。 

畠山）市民の気質なのかもしれないが、弘前へ行くと市民がまちの自慢をする。運転手でも誰でも。それ

が大館にはない。へりくだって「なんもねぇ」っていうのが最初なんだ。この計画がきちんとできて

いくと、街歩きでも市民がアドバイスできるようになればいいと思う。 

聞き手）他の歴史まちづくり都市の例で言えば、今まで３０年以上かけていろいろなものを修理し、積み

重ねてきたものが、今の段階できれいになっています。弘前の武家屋敷の伝建地区でも同様に、３０

年前はボロボロだったそうです。 

中村）弘前は子供のころから教えられて、今は自分のまちの自慢をしている。だから大館も３０年計画で

考えていかないといけない。３０年後の人を育て大館を自慢しようと。人口は減ったってしょうがな

いけど、自慢できるまちなんだぞと、北東北で二番目で、その起爆剤となるまちなんだと思えるよう

なことを、やってもらうといいと思う。 

市長）市議会での行政報告で「おもてなし」という言葉が出てくる。大館市役所ではおもてなしに「ホス

ピタリティ」という言葉は使わない。「シビック・プライド」という言葉を使うようにしている。それ

が先ほどのお二人の話に表されているのがうれしい。要は、好きだと伝えたくなることがまちづくり

の根本ではないか。まちをつくるということは、そこに尽きると思う。 

行政報告でも、シビック・プライドという言葉で統一している。 

中村）商工会議所もその言葉を使うようにしよう。 

４．３Ｄプラスの広域観光ルートでインバウンド１５０万人 

聞き手）広域観光ルートの話を聞かせてください。どうして仙台から秋田を通って弘前、青森へ抜けてい

る絵になっているのでしょうか。 

市長）今具体的には、函館・大館・角館で函館市長や仙北市長と「だて」つながりの「３Ｄ観光」を進め

ようとしている。国策として東京オリ・パラまでに、東北のインバウンド５０万人を３倍の１５０万

人にするという目標があるが、今の東北六県の５０万人に匹敵するインバウンドの数字をたたき出し

ているのが函館で２７万人。その函館市長が、東北には北海道にあるものはすでに全てある、かつ東

北には北海道にないものがまだまだたくさんある、だから函館は東北と組む、とはっきり言うんです。 
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逆にもう世界に開かれた玄関口を持っている

函館・北海道と東北を繋げることを考えずして、

３倍の１５０万は達成できない。そうなれば、７

月に東急グループが中核になり民営化された仙

台空港と函館空港と新千歳空港の南北の軸の中

に、広域観光周遊ルートで位置付けられるかどう

かが、勝ち組になるか負け組になるかの境目だと

思っている。 

函館市長は、アジアの人たちは４泊から５泊で

日本に来て、函館も仙台も札幌も１泊の都市で２

泊は抑えることができるが、その間の２～３泊を

青森でとるか秋田でとるか、それとも岩手でと

りますかという話だと具体的に教えてくれま

した。そうすると角館と函館の共通の悩みは秋

田犬のように歩かないことで、角館の武家屋敷

の前で秋田犬を連れて歩いてもらってそれに

秋田美人を見せたいとか、函館の洋風建築の前

で秋田犬を連れて歩くメニューをつくれない

かと、そこでつながることになる。 

そういうことを通じて政府の目標であるイ

ンバウンド１５０万人を達成し得る政策メニ

ューとしての「３Ｄ」になる。そう言っている

と鹿角など県北の自治体からも声がかかるこ
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とになり、今は八峰町の「岩館」など「３Ｄプラス」として広げている。仙北市も函館市も来年度予算

化する。仙北市とは観光だけでなく歴史まちづくりでつながるし、また横手市ともつながる。 

横手市は奥州藤原の発祥の地で、終焉の地が大館。そこに中尊寺が出てくるんですが、８５０年に慈

覚大師円仁が中尊寺を建立した２年後に、大館の田代山神社の再建に来た。中央の律令政治が、蝦夷と

言われている人々を抑え律令政府に含めるために、様々な手法を用いた場所ということができる。それ

が終わってから、浅利家が山梨県中央市からくるわけですから、そこともつながる。常陸大宮と佐竹家

でつながるのと同じ。面白いのはどこの自治体も、この話をすると嫌がらないこと。八戸市は安藤昌益

でつながる。 

 

市事務局）前の東京オリンピックの時に、外国人へ見せるために毛越寺庭園と中尊寺の復元を進めたと聞

いている。 

市長）積み重ねが重要。平泉の人は５０年続けている。だから今の世界文化遺産に位置付けられている

し、駅前にこじゃれた蕎麦屋さんが立地する今の平泉がある。まちづくりは一朝一夕ではできない。

３０年ないし５０年かかるかもしれないが、その間ぶれない羅針盤が歴史まちづくりだと思っている。

先人から受け継いだ歴史と文化と伝統を羅針盤にする。そのためにも国の認定が重要で、この国が私

たちのご先祖様の文化と伝統を認めてくれるということが、私たちのレゾン・デートルに、そしてシ

ビック・プライドにつながる。 

 

聞き手）大学等の協力はありますか。 

市長）秋田職業能力開発短期大学校の小笠原先生から

大館市のまちづくりに関して、様々なアドバイス

をいただいている。先生からは、学生を教える視点

から、親子で「歴まち散歩」を考えていただいた。

大館はもともと「ふるさとキャリア教育」として、

故郷を学び、働いている大人の背中を見るという

施策を６年前から進めている。その子たちが今度

大学へ行くのだが、私たちの時より神明社の祭典

の話などにはるかに詳しくなっており、八幡神社

を絵にかいて自慢するようになっている。市内の

小学校のほとんどは函館に（修学旅行で）行く。大

館の自慢をパンフレットにし、それをもって函館で宣伝して、函館市民から感謝状が来たんです。「歴

まち散歩」をした子供たちが、まちの魅力を伝えていくきっかけになっていく。子供たちが手作りの

パンフレットをもって五稜郭の前で配っているのです。子供たちがシビック・プライドを実践してい

るのです。 

 

聞き手）どうもありがとうございました。 

 

聞き手：舟引敏明  宮城大学事業構想学部教授 

矢立小学校の生徒が五稜郭でパンフを渡し説明している様子 
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３－４ 山形県鶴岡市長 

 

歴史まちづくりにかける思い 榎本政規鶴岡市長 

 

平成 28 年 11 月 22 日 鶴岡市庁議室にて 

 

榎本政規鶴岡市長 

石原純一鶴岡観光協会会長 

佐藤ひろこ歴まち meeting 代表 

 

 

ポイント 

◎鶴岡の歴史的な遺産に光を当てて、守り育てようという機運が市民の中に醸成されてきた 

◎『自学自習』鶴岡市民が常に学ぼうという意欲、自らが積極的に動いていこうという機運が

非常に大きな流れとして市民の中にある 

◎まちの真ん中に城址公園があって、この立地他の街の人から見ると、奇跡ですね、セントラ

ルパークですねと言われる 

◎こんなに素晴らしい建物が鶴岡にあったんだなと、一昨年初めて知りました。あるというこ

とをみんな知らない。みんなに見せてあげたいという気持ちに 

◎『自学自習』という、そういう下地があるからこそ、歴史的なバックボーンを土台として、

いろんな文化を作り上げていこうという、そういう思いは私自身の中にあった 

◎「市長、なんでコンパクトカーでなくて、スポーツカーでなければならないのですか？」 

◎オート三輪みたいな形で、市民が一番前で、地域と行政が後ろの両輪で前に進んでもらえれ

ば良い 

１．歴まちに取り組んだ動機 

聞き手）まず市長にお伺いします。もともと鶴岡市は文化財の施策をか

なり熱心に進められていたと思いますが、８年前に歴史まちづくり法

ができまして、かなり早い段階で取り組まれました。まずはその辺の

動機をお聞かせいただければと思います。 

市長）まず、一つは歴まち法の前に、前の市長がまちづくりの根幹とし

てコンパクトシティを進めるという考えで、公共施設を外に出すと市

民が使いにくくなるので市街地を外側に拡げず、まちなかを大切にし

て、病院などいろんな施設を市の中心に置いたという経緯がありま

す。 

そして、鶴岡市の城下町としての本拠地が鶴岡公園の中心部だとすれ

ば、ここにある鶴岡市の歴史的資産を大切にしていかなければならな 榎本政規鶴岡市長 
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いという考え方が根底にあり、それは、前市長からずっと職員のみなさんが受け継がれてきたものと

思っています。 

また、鶴岡市は、平成 17 年 10 月に合併していますが、出羽三山や出羽三山の門前町である手向地

区の宿坊街、明治・大正とシルクで鶴岡の近代産業を牽引してくれた松ヶ岡開墾場の蚕室群など、市の

中心部以外にも貴重な歴史的なものが受け継がれています。松ヶ岡については、富岡（製糸工場）が世

界遺産なら、うちの蚕室群も日本遺産は十分、世界遺産に認定されても良いんじゃないかという気がし

ております。今年 9 月に天皇皇后陛下が松ヶ岡に行幸啓されたときも蚕室をご覧になられて、良くぞ

残してくれたと、これは残して行ってくださいよとお言葉をいただきました。こういう歴史的な建物や

歴史そのものを後世に伝えていかなくてはならない。それは今の時代を生きる我々の責任であると思

っております。行政としてそういう思いで取り組んできた時に、まちづくりを支えてくれる今日おいで

になられた石原さんや佐藤さんなどが、市民レベルのいろいろな活動を通じて、鶴岡の持っている歴

史的な遺産に光を当てて、それを守り育てていこうという機運が市民の中に醸成されてきたのだと思

っております。それが相まって丁度いい時期に、国がこういう制度を作ってくれた。歴史的な建物とか

風致を維持していくのはお金のかかることなので、非常にいい制度を作って頂いたと思っており、手を

挙げさせていただいた。 

 

２．市長部局と教育委員会の調整について 

聞き手）我々が法律を作ったとき、国交省はとんかちを叩いて都市計画をしてまちづくりをするところで

すけども、一方で文部科学省、文化庁は文化財をきっちり保存しないといけないところ。従来はどっ

ちいかというと仇同士。道路造ったら文化財を壊す、拡げたら建物を壊すと、必ずしも仲は良くなか

った。ところが残された歴史・文化財を核とし、その周辺のまちづくりはちゃんと都市計画でやらな

ければならないという役割分担で、手を握って作ったのがこの法律です。それは国同士の話ではなく

て、市役所の中でも、市長部局に建設、都市計画部隊がいて、教育委員会に文化財部隊がいて、その

あたりで歴まちに取り組んだ時に、特に工夫したことや、ご苦労したことはございますか。 

市長）鶴岡だって、あちこち掘ればいろんな遺産が出てくる。裏山を掘っただけでも、鎌倉時代のものと

か、その前の頃の瀬戸物のかけらとか茶碗が出てくる。出てくれば「すまん文化財、ちょっと待て」

と事業が止まるわけですよ。それは事業者にとってやはり負担になる。 

また、例えば松ヶ岡開墾場の場合、蚕室群は酒井家、土地は地元の所有でしたが、維持してゆくのに

経費がかかる。保存のために 40 年かけて修理して、40 年後には、40 年前にやったものをまた直すと

いうことになる。保護してゆくことは大切。それと同時に活用が進むよう歴まち法のように国の方で国

交省と文化庁が一緒になって支援してくれる仕組みが出来たことはありがたい。 

聞き手）組織の中で、人事交流するとか、何か工夫はございましたか。 

市長）教育委員会、都市計画の職員は行ったり来たりしています。人事はそうやって回していますので、

人事の上で問題ないと思います。市の中では教育委員会サイドであっても、トップダウンでいいから

やれと指示してかなり推し進めています。 
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聞き手）石原さんは、櫓の建て直しで何かございますか。新聞記事を拝見

しました。 

石原）私も市長さんが言われたように、専門用語を知らなかったものです

から、お城の復元という言葉を使ったんですね。そしたら「釘一本から

江戸時代と同じ仕様なんですよ」と言われたので、あわてて復元という

言葉から、広辞苑を引っ張ってきて、再び建てるっていうことで、なる

べく忠実に再現する「再建」にしました。それで大方の許可をいただい

たかと思っておりましたら、教育委員会から、「あそこは埋蔵文化財包

蔵地なので、必ず何かありますので、ゆっくり調査しなければならな

い。その費用は全てあなたたち持ちです」と言われました。私が「それ

でもやりましょう」と言ったら、「基本的には触って欲しくない」と言

われてしまいました。要するに教育委員会は「ここは触れないで欲しい」

と。カチンと来ましたので「それは放置のままということでしょうか」、と聞いたら、「そうかもしれ

ません」と言われました。今年に入り、「最近は文化庁も歴史的な価値のある文化遺産を活用するとい

う言葉が入ったので、そこは少し変わってきています」と言われました。「文化財を活用する」という

言い方ならいいですよと。 

聞き手）それが歴まち法を含め最近の行政の最大の効果だと我々も思っております。 

３．鶴岡市民の参加意識 

聞き手）それが最大の効果だと我々も思っております。実際に、民間の方々や地域の方々がどうやって参

加していくというのがポイントと思います。歴史まちづくり計画の基本的な考え方は文化財とか、歴

史的な建造物、史跡があった中で、それは今までの有形文化財なんですが、その中で市民が活動して、

例えば祭りや伝統産業がそういう歴史的資産を活用して動いていくことに、「歴史的風致」という名前

をつけて、保存というか、価値のあるものを活かして維持しかつ向上させて行こうというのが基本的

な考え方です。今までの日本に無い新しい考え方です。そうすると計画に作るときに何が必要かとい

うと、参加して活力を持っている人たちが、計画作りに参加しないとできないのです。その意味で、

都市計画制度の中でかなり画期的な仕組みです。住民参加と簡単にいいますが、本当に、動いている

人が参加しないと計画ができないというのがポイントです。市長にお聞きしたいのですが、市民の方

をどうやって計画に巻き込むのでしょうか。そして次のステップで、市民を活かしていくための、お

考えがありますでしょうか。 

市長）平成 26 年度の都市景観大賞でも評価いただきましたが、市民の皆さんにはいろんなまちづくりに

参加いただいています。古いまちなみを市民の手で守っていこう、守り続けていこうということで、

佐藤さんもそうですし、ワークショップなどいろいろなことに参画を頂いております。市の所有物で

あれば、市としていろんなことできますが、民間の建物を上手く活用しながら残して行こうとするに

は、やっぱり市民のみなさんに参画していただかないといけません。行政が大上段にドンと構えてい

るだけでは進まないと思います。トップダウンだけでなく、市民の皆さんの力でプロジェクトを作っ

てもらってボトムアップしていただければならないと思います。その点では鶴岡の市民のレベルは高

石原純一 

鶴岡観光協会会長 
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いのではないかと思います。いろんなシンポジウム、ワ

ークショップに参加いただいて、まちづくりに積極的に

参加していこうという機運があるということは事実だ

と思います。それは、言ってみれば、そこに住む、致道

館の教育、酒井家の自学自習という考え方があって、私

自身、非常に誇りに思っておりますが、高等教育機関が

いっぱいあるおかげで、鶴岡市民が常に学ぼうという意

欲、自らが積極的に動いていこうという機運が非常に大

きな流れとして市民の中にあるのではないでしょうか。 

聞き手）もともと鶴岡のまちの方々が、そういう自分で学ぶ

という向学心をもっているということなのでしょうか。 

市長）そうだと思います。 

社会人を対象に全国から各界のトップクラスの研究者や専門家を講師に招く致道大学という市の事

業があり、いろんなところから知恵を借りていますが、これはもう今年で 20 年になります。変ったと

ころでは、ここは冬場の雷が日本で一番多いということで、雷をテーマにしてさまざまな視点で雷の専

門家を集めて雷サミットというものを開催しています。また、致道大学がご縁で市民交流も行ってきた

丹波篠山の篠山市からは、まちづくりも含めて、災害協定の締結などいろんな交流をしているところも

あり、そういうところに市民が積極的に参加していいただいている。致道大学には今年も 100 人くら

いの塾生が参加してくれました。 

石原）歴史の好きな人が非常に多いです。町内会毎に歴史講座がありますし、私も時々呼ばれるのです

が、本当に各年代の大勢の方が公民館一杯になります。 

聞き手）それが、歴まち meeting のような団体ができるきっかけや素地になっているのでしょうか。 

石原）すっと入れます。 

聞き手）致道館でも論語教育をずっとやっておられますよね。そういう素地もあるのでしょうか。最初か

ら、小中学生がやられてますよね。そこで、そういう教育で素地ができてくると歴史に対するハード

ルが低くなってきて、すっと入っていけるようになるのでしょうか。 

市長）市では小学生全員に庄内論語を副読本として配布しています。石原さんなんかも、論語は得意でし

ょうが、児童生徒への配布には、南洲翁遺訓を全国に広

めようとした庄内藩の武士の思いが入っているのでは

ないでしょうか。 

石原）庄内論語も一応小学生に配布しているのですが、ね

らいの一つには父母の皆さんに読んで貰おうと、意味

まで書いています。それを親子で読んで貰えれば深い

教えがわかります。 

市長）南洲といえば変ったところで、西郷南洲さんの写真、

肖像画が市内にいっぱいあるんです。我が家にも飾っ

てある。このことを天皇陛下からも「市長さん、背景が

分かりますか」と尋ねられたのですが、何故なのでしょ

藩校致道館 

少年少女論語素読教室 
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うか？ 

石原）やっぱり、戊辰の役の戦後処理の仕方ではないでしょうか。会津藩に対する長州藩の苛烈な仕打ち

に対して、西郷さんは、「庄内藩は敵ながらあっぱれである。最期まで幕府に忠誠を尽くした。侍だけ

でなくて、農民、町民も皆で」賊軍扱いはされたが、西郷さんからは「庄内は賊軍ではない。これか

らは国の為に頑張れ」と言われ、荒れ地だった松ヶ岡を拓いて「絹産業」を興した。だから、鹿児島

市と鶴岡市が兄弟都市（姉妹都市ではない）になっています。 

 

４．民間の参画について 

聞き手）石原さんと佐藤さんにお伺いしますが、歴まち計画が進められているというのは、どういう段階

からお知りになり、どの段階からご参加になったのでしょうか？ 

石原）私は 23 歳から、庄内藩の藩主を祀る神社の神主になりました。畏れ多くも、城址公園の本丸にあ

る神社に奉職しましたので、庄内藩を勉強すればするほど「様々な困難を乗り越えて平和で豊かな地」

になったという歴史がわかりました。江戸時代が終わり明治になったのは 150 年前。荘内神社はその

10 年後に創建されました。誤解を恐れずに申し上げると、領民に対して過酷な殿様一族だったら、神

様として祭られない。来年は創建 140 年になりますけど。全国の城下町で本丸の址に殿様を神様にし

て神社をつくるというのはほとんど例がないのです。あったとしてもお城の端っこの方とかに。熊本

城の端には加藤神社があります。明治の庄内の人は、本丸址に郡役所は造らなかったのです。本丸に

は、殿様を祭る神社をと。二の丸址は城址公園として市民の憩いの場にしました。三の丸に官庁街、

郡役所、警察署、裁判所、学校という風にしたまちづくり建物だけでなく城郭そのものを壊しても良

かったのでしょうが、壊さずにこうやって、300 年前の都市計画のままだということも、殿様と領民

との良好な関係からくるものがあると思います。この町を勉強すればするほど、文化財と言わなくと

も、城下町の風致、風景は残していくべきものだと、強く考えておりました。今から 20 年前、40 歳

のときに 鶴岡の観光協会の会長やれといわれたのです。鶴岡の観光協会は守備範囲が市街地。正に

城下町そのものです。市街地を観光として発展させていきましょうというような会なもんですから。

考えていくと、まちの真ん中に城址公園があって、この立地、他の街の人から見ると、奇跡ですねと

言われる。ここは大事にしなくちゃいけないと言われて、半径 500ｍくらいの中に沢山の文化財、歴

史的に重要な施設や史跡がある。国宝に重要文化財にい

ろいろあって、それを守って行きながら、観光施設だけ

の「点」ではなくて、この城下町エリアを「面」として

とらえ観光につなげて行こうということで、まち中観光

を勉強しているところです。そういう中で、今回の、歴

まちや、大賞をもらいましたなんていうのを聞いて、こ

れは一緒に参加しようと思って、ワークショップがある

時には、観光協会のみんなを引き連れて参加させていた

だいている次第です。 

 

鶴岡公園内堀 
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聞き手）たしかに、歴まちの取り組みをやっている中で一番激しいのは金沢城。お城の本丸にずっと金沢

大学がありました。それを除去した後、櫓の復元。歴まちで本丸とかお城の復元をやりました。一方

でひどいと思った県もあります。お城の中に県庁。どこが本丸かと探したら、同様な行政施設を建て

ている。お城をないがしろにしている文化もいろんなところにあります。 

佐藤）私の場合は、最初は一昨年ですかね、ちょうど、鶴岡市が歴まちの

事業をいろいろやるというタイミングで、市民を集めてワークショッ

プを開いたんです。たまたまそれに参加させていただいて、その中で鶴

岡ホテルを初めて見学させていただくという機会があって、ものすご

く素晴らしい建物で感動しまして、こんなに素晴らしい建物が鶴岡に

あったんだなと、一昨年初めて知りました。あるということをみんな

知らない。みんなに見せてあげたいという気持ちになり、ワークショ

ップに参加していた何人かを誘って、ここで何かやってみたいねとい

う話を、市役所の方にご相談したら、鶴岡ホテルに話をしてくれること

になって、次の年の 5 月に、イベント、藤の花の見えるいい季節に、

市民のみなさんを招いて、ホテル内を案内して、ツアーを組んでという

イベントを開催しました。それまで歴まちをわかってなくて。市の方に

これは歴まちだよと教えて貰って。その中で、城下町トラストという専

門の方を紹介して貰って一緒にやることになりました。私自身何もわからないのですけども、いろい

ろ教えてもらって、一緒にやらせてもらったのが初めです。 

 

聞き手）そういう取組をして広がりを感じますか。  

石原）感じますね。特に、食文化が素晴らしいまちなのですね。これと「自分のまちを語れる事業」とい

うのを観光協会でやっているのですが、車社会になって、歩かないとわからない見どころが沢山有る

ので、そこを見ながら、季節の鶴岡の食文化も感じようという企画をしましたら、大勢の人たちに参

加していただきました。去年は１２月に大黒様のお歳夜をテーマに行いました。冬なので人が来ない

と思っていたら、沢山来ていただきました。今度は３月にお雛様の頃にやります。できれば、季節毎

に、鶴岡にまつわるお祭りのご馳走とか、旬のものとか、そちらに発展させていきます。 

佐藤）私は、3 回ほど、こういう市民の皆さんに鶴岡ホテルの中を見ていただくということをやらせても

らったのですが、市民のみなさんの興味が強くて、100 人限

定でもすぐに埋まってしまいます。最初は 100 人来てくれ

ればいいよね、と思っていたのが、230 人くらいの方が来て

いただいて、昔の建物なので、やっぱり中に入れないので

入場制限をかけて待ってもらって、ちょっとずつ回っても

らいました。2 回目の時も、建物の周りを見てもらおうとい

うことになり、高校生の皆さんにも協力して貰って、そこ

の一日市通りのまちを眺めながら、鶴岡ホテルもちょっと

見てみようと、そういうこともさせていただいて、ものす

ごく評判が良くて。前回は、ちょっと違うこともしてみよ

佐藤ひろこ 

歴まち meeting 代表 

 

旧鶴岡ホテルの公開・清掃事業 
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うということで、ランチイベントみたいな 50 人限定でホ

テルの中でおいしいものを食べるという企画をしたら 3

日くらいですぐに定員が埋まってしまうくらい人気で、

やっぱり、市民の皆さんは、歴史ある建物がものすごく好

きなんだということをすごく感じました。 

 

聞き手）市長にお伺いします。世界遺産も含めて、食文化の

取組を始めて、市の中で商売として食産業が発展してい

るという手ごたえはありますか。 

市長）基本的に、まだそこまで食産業のみなさんの動きが活

発化してきているとは思えません。もう一つ言わせても

らえれば、私はもともと民間で事業をやっていた人間として、鶴岡のまちなみ景観が壊れてしまった

要因の一つに料亭の衰退があると思います。かつてはいっぱいあったんですけど、昭和 50 年代後半か

ら平成にかけて、企業などの利用が少なくなくなって、貴重な建物などがみんな壊されてしまった。

今、市内ではもう料亭として残っているのは本当に「新茶屋」しか残っていない。後から出来た割烹

はあるけど料亭はない。私が大学を卒業してこっちに帰ってきたころは、指折り数えるほど料亭があ

って、一日市通り、昭和通りからなにから、すぐそこには「祝屋」さんもあったし、七日町に「七尾」、

「三浦屋」数えるところ全部酒呑んで歩いた。料亭などの文化が残されるべきだったのに、壊されて

しまった。それによって、料亭の皆さんが鶴岡の食文化を繋いでいかなければならなかったが、それ

を繋げなくなってしまった。例えば、さきほどの石原さんがおっしゃった 12 月 9 日の大黒様のお歳

夜も、この地域では、豆づくしとハタハタという食文化が残っていたが、そういうのが今は家庭の中

でも繋がれてこなくなってきている。 

今、一生懸命そういう文化を残そうとしている。市民の中でも、飲食のみなさんでも、若い人でも、

せっかくそういう文化が鶴岡にあるのなら、今残しておこうと。できるだけ、昔から鶴岡で食べられ

ていたものを継承していこうという流れが出てきている。藤沢修平さんの作品の中にもそういう食が

出てくる。映画「武士の一分」で木村拓哉さんが最後のエンディングで「芋がら」を食べるシーンが

まさにそれ。若い人たちには「芋がら」って何となるが、そういう食文化も含めて、長く地域が培っ

てきたさまざまな文化を若い人たちがもう一度見つめ直すという

機運が出てきたのは大変良いことだと思う。 

聞き手）若い人が増えてきていますか？  

市長）若い人が働く農家レストラン。鶴岡には日本一といわれる農家

レストランが二つもあります。最初に「知憩軒」、次が「菜あ」。い

つも予約が取れない。これからどんどん出てくると思います。 

聞き手）成功例ができつつあるという感じですかね。 

市長）後は、市内に元々ある市内の飲食店が他をまねする必要はなく、

鶴岡の在来の野菜を使った鶴岡の伝統料理を作ればそれでいい。

今年の 5 月、石破創生大臣が来た時に「あんたのところは、日本で

一番孟宗汁を食べる市だと言っていたので、食べたいと思い、お店

割烹三浦屋 

農家レストランの郷土食 
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に行ったけど、出しているところがなかった」と言われた。地域に伝わる食文化は店でなく自分の家

でちゃんと食べるものなのです。 

石原）他所で食べる文化はなくて季節の家庭料理ですのぅ。 

市長）昼飯食べに行っても、孟宗汁を他所で食べる人なんて誰もいない。それは食文化として残ってい

る。ただ、家庭料理だけども、他から来た人のためには、少し考えないといけない。そういう考えが

市民の中から動きが出つつある。 

聞き手）佐藤さんのような若い人の目から見たらどうでしょうか。実感はありますか 

佐藤）新しいものよりも、古いものとか今あるものを大事にしていこうという風潮がだんだん高まってい

ると感じます。 

 

５．鶴岡市全体のビジョンについて 

聞き手）歴まちだけに話をしぼらず、市長はいろんなことを手掛けら

れています。そういう鶴岡市全の活性化というか、盛り上げていこ

うという全体構想の中での歴まちというものの位置づけ、もしくは

歴まちが活性化につながっていくという市全体のビジョンがあれ

ばお聞かせ願えますか。 

市長）ここには 1400 年の歴史をもつ、出羽三山という精神文化のバッ

クボーンがまずあって、入部してからまもなく 400 年なる庄内藩酒

井家が続いています。例えば、黒川能は酒井家の前の武藤家の時代

から農民芸能として 550 年～600 年という歴史があり、さらにこの

黒川から波及して山五十川（やまいらがわ）に伝わる能の文化とか、

歌舞伎の文化が残っている。それは酒井家が文化をこの地域に残し

てくれ、さらにここに致道館教育を広めてくれた。自学自習という、

そういう下地があるからこそ、歴史的なバックボーンを土台とし

て、いろんな文化を作り上げていこうという、そういう思いが私自身の中にあった。私自身、政策に

「鶴岡ルネッサンス」、5 つの文化都市構想を掲げ、あらゆるものが鶴岡の文化という思いで進めてい

ます。5 つ以外はないの、と言われたら、市長は 5 つ考えたけど、市民には 6 つあっても 7 つあって

も良い。各々が俺の文化はこうであると思って歴史に裏打ちされた文化を盛りたてて貰えればいい。

例えば、昨年ＪＲ東日本の企画で、今の酒井家 18 代当主を講師に招いた座学が、吉永さゆりさんの宣

伝している「大人の休日クラブ」の会員を対象に東京で開かれました。1 講座 30 人の募集に参加が 70

人。3 講座やって、いまだにお殿様がいる鶴岡は、いろいろなことをやっている変ったところ面白い

ところだなと。じゃ行ってみようかなということで最後は鶴岡に現地見学に。それは、我々のところ

に非常に優れた文化、先人達が残してくれたものが残っているからで、鶴岡の市民性の一つに歴史的

な建物や歴史的なバックボーンになっている。こうしたことを後世に受け継ぐ必要がある。 

 

市長）今造っている文化会館も変わった建物で、最初は怒られました。「市長、なんでコンパクトカーで

黒川能 
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なくて、スポーツカーでなければならないのですか」と。いいヒントを石原さんからもらった。明治

時代に高橋兼吉に建てられた擬洋風建築。酒井家の致道博物館にある旧西田川郡役所、旧鶴岡警察署

はじめ、大宝館もそうだし、鶴岡カトリック教会もそうだし、お城の参道のど真ん中にこんなもの造

ってとかなり怒られたそうです。しかし、酒井家の先代の忠明さんもやはり、こういうものはみんな

で、残しておかないといけない建物だということで残してくれた。新文化会館の設計者、妹島さんも

伝統的な建物の鞘堂形式を取り入れたり、鶴岡に城下町がつくられた時と同じように建物を山当てし

て、形が月山とか、金峰山にマッチするよう設計したのですと。本人は選ばれるとは思っていません

でしたと言っていましたが。 

聞き手）スポーツカーを作るということでお造りになったんですね。 

市長）スポーツカーの話は、フェラーリや新幹線のデザインも手掛けている山形県出身の奥山清行さんが

そういう話をしていました。さすがと思っている。中身の文化が良ければ外はどうでもいいという話

があり、ずいぶん叩かれましたが、真四角ならだれでも作れる。「後世に残すのであれば、世界に認め

られるものでなければ意味が無い」。 

石原）ずいぶん非難されましたが、こうできてくると、「やっぱりいいよね」という声も相当聞こえて来

ます。 

市長）自学自習という下地、バックボーンは一人一人の市民の中に市民性としてある。私は、山の中、山

賊が出るみたいな所に住んでいるんですけど、鶴岡のまちに出て学んだことによって、或いは、藤沢

先生の作品読んだり、いろんな本読んだり、論語読んでいるうちに、ひたすら学ぶことに対して貪欲

であれということが身についた。 

 

６．観光と地域連携について 

聞き手）もう一つ、観光の話をお聞きしたいと思います。お客さんがただ来ればいいという世界ではな

く、今は一つの都市もそうですし、庄内地域というのもありますし、東北地方という結びつき、さら

にはインバウンドを考えて、そういう観光をこれから進めていく中での地域間の連携ですとか、さき

ほど鹿児島の兄弟都市もありましたが、そういう取り組みは進められていますか。 

石原）インバウンドという言葉は、数年前から出てきて、そうだよね、と思いながら、その前から、鶴岡

市は合併して 10 年ですけども、観光はずっと前から合

併しておりました。観光連盟がそうですけど、鶴岡全部、

合併前の鶴岡全部。三川町も入っているし、最上川舟下

りの人たちも入っている。 

観光で訪れた人は、鶴岡に行きます、とか、酒田に行き

ます、とかいう人は誰もいなくて、山形とも言いません。

東北が見たい、見てない日本に行きたいという方々ばか

りでした。今考えると。その中で、非常に短絡的に考え

ると、鶴岡市に 3 日滞在して欲しいと思うんですけど、

そんな人はおりません。せいぜい一泊していただいて、

国宝羽黒山五重塔と秋の峰入り 
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そして次のまちへ。鶴岡を大変いい印象で残して欲しいねと。そういう意味では、本当にいい連携を

とっている中で、市長がおっしゃるように、まち中は 400 年の歴史です。ちょっと奥に行くと羽黒山

1400 年の歴史。修験の文化。酒田にいくと湊町文化。ここだけでも、1 泊 2 日、頑張って 2 泊して欲

しい。さらに温泉もあるし。ということで、広域でやるのが観光だとずいぶん前から言われておりま

すので。それがインバウンドになっても同じと思っております。未だ見ぬところへ。外国の方は、京

都もずいぶん見たと言ってます。富士山も見たと。浅草も見たと。浅草寺も。見ていないのは東北だ

けだと。東北が連携して欲しい。勉強して欲しい。 

 

市長）訪ね歩けば鶴岡は未知の魅力が一杯ある。例えば骨董品に非常に造詣がある樹木希林さん。10 数

年前、樹木希林さんが鶴岡の骨董品屋を探し歩き回っているぞと。それが何かというと、北前船です。

北前舟でいろんなものが鶴岡に入ってきた。酒田の豪商本間家が米で利益を上げた。戯れ歌までね、

「本間さまには及びもせぬが、せめてなりたや殿様に」という。殿様より本間様が上ですからね。だ

から米農家の蔵には当時の北前船で運ばれてきた瀬戸物とかいろんなものが一杯入っている。こちら

の人は誰もそんなもの価値あるものと思っていないから、家を建て直す時に蔵ごとガラガラポンして

二束三文でどうぞ持って行って下さいと。骨董品屋の店先に並べていたら、樹木希林が見つけて、な

んでこんなものがここにあるのと。石原さんが言われたとおり、出羽三山があって、城下町鶴岡があ

って、酒田湊がある。 

聞き手）本当に北前船の通ったところは豊か。瀬戸内海を通って大坂に続きます。  

市長）同じ東北地方の中でそういう北前船の歴史文化がある。また、それと合わせて「西の伊勢、東の奥

参り」と言われるものもある。今ちょっと廃れていますが、出羽三山はお参りの聖地。旧来は、天台

宗ですばらしい伽藍が残っている。随一のものが国宝の五重塔です。 

 

聞き手）地域、先ほど学校の話をしていましたが、地域の大学だとかがこういう歴史まちづくりに寄与す

るところはありましたか。 

市長）大学が鶴岡に出来たのは戦後まもなく。山形県立農林専門学校が山形大学農学部に。鶴岡高専が昭

和 38 年頃。東北公益文化大と慶応大学先端生命科学研究所が 15 年ほど前です。大学がここにあるこ

とによって、学ぶことに、もともと、いろいろと積極的に、地道に活動してきたところに、また新た

に知見を吹き込んでもらって、より、いろんなことに学んでいこうということが醸成されたのは事実。

物づくりはもともとありましたが、物づくりは高専が大きな役割を果たしてくれた。 

一言だけ辛口のことを言えば、国立の先生にはもっと積極的に表に出て、どんどん研究や活動を宣伝

して欲しい。私のところはこんなことをやっていますと。大学発のベンチャー企業が出て欲しい。農

学部の方がむしろ今、フードビジネスの時代ですから。地域の資源、それこそ世界遺産なんですから。

出番ですよね。 

７．他の都市へのエール 

聞き手）最後に、全国のまちづくりに取り組む人たちへ向けて一言エールをお願いします。まちづくりで

も歴史でも何でも構いません。 
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佐藤）私も歴まちに関わらせていただいて思いましたが、いろんな人が関わらないと回らないですよね。

いろんな人が手を組んでやっていくことによって、より大きくやっていけるのではないかと思います。 

石原）人口が減るとか、過疎ですとか、人口はいっぱい居ればいいのではなく、適正な人口、昭和の初め

はどのくらいあったのかとかそんなことを考えれば、そんなに悲観しなくともよいと思います。市長

もそうですけども、前から思っていたのが、まさに交流人口が一番大切なことだと思います。それが

国の光を見る、観光になると思います。ここは本当に光がある場所だと思います。それが、歴まちの

計画と合わせてもっともっと進化していけばいいなと思います。 

市長）私は地方都市を心配していないんですよ。逆に人口の問題で東京が一体どうなるのかと。我々の団

塊の世代が東京には莫大にいますから。この方々が 2025 年になったとき、だれが東京の面倒を見る

のかと。ここが一番の課題。地方にも相対的に団塊の世代がいますが、この頭の上の団塊の世代がい

なくなると、うるさい連中がいなくなって、かえって生き生きとしたまちづくりができると思います。

そういう意味で、常に、市民のみなさんが、生き生きとした、地域の中でまちづくりをしていける下

地を行政が支えていく、やっぱり、市民が一番なんです。市民と地域の力を使わない限り、行政が先

頭を走るだけではなかなか動かない。オート三輪みたいな形で、市民が一番前で、地域と行政が後ろ

の両輪で前に進んでもらえれば良いと思います。

市民が活動しやすいことを作り上げていく。ただ、

市民からテーマが出て来ないとすれば、行政が国

の政策・制度を使って、こういうことがあるので市

民のみなさん参画してもらえませんかという。そ

ういうまちづくりができれば、市民と行政が一緒

に動いていけるのではないでしょうか。そんなま

ちづくりをしていきたいと思います。 

聞き手）ありがとうございました。 

 

聞き手： 

舟引敏明  宮城大学事業構想学部教授 

鈴木武彦  国土交通省東北地方整備局 

          建政部都市調整官 
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 〔コラム〕 ～鶴岡市で活躍する方々

～ 

 「歴まち meeting」は、市民の手で歴史ま

ちづくりを実現していくため、鶴岡市内の歴史

まちあるき地図「歴まちはじまりのマップ」作

成ワークショップ参加者有志による市民団体と

して、平成 27 年 2月に設立されました。 

 明治末期に建てられた市中心部の旧鶴岡ホテ

ルの公開イベント等を実施し、子供たちも参加

するなど、幅広い層と活動を行っています。 

旧鶴岡ホテルの公開・清掃事業 

写真：歴まち meeting提供 

○歴まち meeting ○NPOつるおかランド･バンク 
「NPO つるおかランド・バンク」は、中心市

街地の空洞化を起こしている居住地域を活性化

させ元気な街にするため、宅建業者、建設業

者、司法書士、建築士、金融機関、そして、

NPO 城下町トラストなどが参加する特定非営利

活動法人として、平成 25年 1 月に設立されま

した。 

 密集住宅地において、空き家、空き地、狭い

道路等を一体的に整理、活用し、周辺の歴史的

なまちなみと調和させるなど、生活しやすい環

境に再生しています。 

密集住宅地の空きアパートを活用して 

の短期留学生向けシェアハウス 

写真：つるおかランド・バンク提供 
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３－５ 福島県白河市長 

 

歴史まちづくりにかける思い 鈴木和夫白河市長 

 

平成 29 年 1 月 12 日 応接室にて 

 

鈴木和夫白河市長 

 

ポイント 

◎まちづくりの中で文化財行政を進めることで、思いが描く歴史まちづくりに踏み出せました。 

◎蔵は個人の持ち物ですが、町並み全体は白河の歴史的な資源ですから、なんとしても守って

いかなくてはならない。 

◎自分の街に対する「危機バネ」が働くと動き出すが、最初からこれをつくれと言うと長続き

しません。 

◎他の都市でいいことやっているのはためらわず取り入れます。 

◎社会の中で活躍している人が活動の中心にいないと、他人ごとになってしまい、まちづくり

は成功しません。 

◎市長はオーケストラの指揮者のようなもの。それぞれのベクトルで動いている団体の奏でる

音色を調和させるのが役割です。 

 

 

１．歴まちに取り組んだ動機 

聞き手）もともと白河市では、いろいろな文化財の施策に取り組まれ

ていましたが、歴まち法ができて早い段階で着手されました。市長

の思いを聞かせてください。 

市長）東北歴史まちづくりサミットのときにも披露した話ですが、私

は白河市出身で、市長に就任する以前は、福島県の職員として県の

行政に取り組んでいました。そこで、様々な市町村のまちづくりを

支援していたわけですが、その当時、県内には 90 市町村あり、特

に平成のバブルがはじけて以降の、各市町村の様々な取り組みの中

で、自分の個性を生かしたまちづくりを進めていこうという機運が

高まっていた時期でした。例えば会津若松市、白河市、相馬市など

は歴史的な文化財が沢山あり、それを活かしたまちづくりというの

が、これからの地域づくりには必要だと強く感じたわけです。抽象的に言えば、外部の力を借りてく

る、国の補助金、交付税で財政支援をお願いするというのがそれまでの地方行政のメインでしたが、

やはり地元にあるものを活かしつつまちづくりを展開していく、大きな時代の転換点を迎えているよ

鈴木和夫白河市長 
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うな気がしました。図らずも市長になった時に、その

ことが念頭にありました。ですから、産業振興のため

に地元中小企業の専門的支援機関をつくったり、中

心市街地活性化基本計画の認定を受けて地域資源を

活かしたまちづくりを進めることに着手しました。

足元の資源を活かしたまちづくりに取り組むため、

どのようなアプローチができるか模索していた時期

でしたので、歴まち法という法律があるということ

を知り、非常にいい法律だなと思い、関心をもちまし

た。三省庁の連携の下に、国交省と文化庁が手を携え

て、文化的なものを含んでソフトとハードの両方に

支援をしていくというのは、タイムリーな政策だと

思いました。大変評価をしております。白河は歴ま

ちの法律の趣旨にかなう歴史的資源を持つまちであ

ると思っておりましたので、職員に指示し、国土交

通省に連絡を取り、いろいろな助言をいただき、歴

まち計画の策定を進めました。小峰城や南湖公園、

白河の関跡や旧奥州街道など、多くの歴史的資源が

残っていますが、それを具体的な政策として、活か

してきたのだろうかと、あるいは活かそうと努力し

てきたのかと考えると、少し力不足のところはあったことは否めないわけでして、歴まち計画の認定

をきっかけとしてまちづくりの有力な武器として使えるだろうと考えました。その前に、景観法とい

う法律が平成 16 年にできましたが、かつて県の都市計画課の職員として景観の仕事を担当し、熊本県

で細川知事の時代、平成 6 年に全国の景観のシンポジウムがあって参加したこともあり、まちづくり

における景観の大切さに関心を持っていました。景観法で景観行政団体となる市町村が景観政策の主

体となることになり、景観のまちづくり、そして歴史のまちづくりと何かずーっと繋がってきたよう

な、一連の流れの中で、国土交通省がタイムリーな施策を打ち出してきました。これを私ども市町村

が使わないということは、ある意味我々の能力不足を示すことになると考えて、いち早く取り組んで

みようと考えた次第です。 

聞き手）余談ですが、細川知事の時代の景観文化企画室長は、我々建設省の都市計画の先輩が出向してい

ました。まさかそこまで繋がっているとは思いませんでした。 

２．市長部局と教育委員会の調整について 

聞き手）都市政策室長に文化財の学芸員を充てたと聞きました。お考えをお聞かせください。 

市長）中心市街地活性化については、当初、計画認定に向けた企画・調整等が主だったことから、市長公

室に組織を置いて、認定をいただいた後は建設部の所管としました。歴まちの計画については、都市

計画課に室を作ってその時の室長は学芸員を充てました。歴史と文化ということになると、文化財の

小峰城 

南湖公園 
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活用は欠かせないだろうと考えましたが、

文化財を所管する教育委員会とすればそ

れらを守るという基本的なスタンスが当

然のことでしょう。しかし守るだけではま

ちづくりには大きな問題があるのではな

いか、守りつつ活用するにはどうしたらい

いのかを模索していたところ、たまたま萩

市の野村市長にご招待を受けて同市に伺

う機会を得ました。戊辰戦争のときに萩が

白河を占拠しましたが、おそらくその時に

農民兵士が、白河盆踊りを覚えて帰り、萩

に戻ってから白河で亡くなった人の霊を弔っていると聞いて、野村さんが市長に就任した翌年（平成

20 年に）、本場の白河踊りと萩で受け継がれた白河踊りとで共演しましょうということになり、明倫

小学校の校庭で踊りを披露しました。その後、野村市長といろいろな話をする中で、萩市では文化財

と市長部局を一緒にしているという話を聞いて、それがヒントになって、白河市でも文化財課を市長

部局の建設部に入れ、さらに都市政策室をつくりました。同室長には、文化財の専門家を充てました

が、いまの室長も文化財の専門家です。守るべきものは守ります、しかし活用できるものは活用しま

す、まちづくりの中で文化財行政、文化行政を進めるのが、市長の意向が一番伝わりやすいと考えま

した。まちづくり推進課と都市計画課、文化財課が協議し、連携しあって各種施策を進めており、う

まく展開しています。 

聞き手）野村市長は歴まち法を作るときにご参加いただきました。歴史的風致維持向上地区計画は、野村

市長に言われて法律の中に盛り込みましたが、萩市では使われず白河市で用いられたのも、不思議な

縁を感じます。 

市長）野村市長からまちづくりのいろいろな哲学を聞いて参考になりました。 

３．震災直後の蔵の保存活動について 

聞き手）白河市は歴まちの認定を受けた直後に東日本大震災の被害を受けましたが、震災直後から市長自

らが蔵の保存の説得に回ったと伺いましたが、そのお考えをお聞かせください。 

市長）23 年 2 月に歴まち計画の認定をいただいて、一か月たたないうちに大震災に襲われました。小峰

城の石垣が崩落しましたし、市内でも土蔵が相当壊れました。13 名の方が犠牲になるなど被害は甚大

でしたから、市全体が重い雰囲気に包まれていました。そんな中にあって、土蔵の価値云々は二の次

で、無用の長物のように感じてしまうと、もうこの際取り壊してしまおうと考えるわけで、このまま

だとどんどん土蔵が取り壊されてしまうと、危機感を覚えました。そこで歴まちの担当者と一軒一軒

回りました。歴史的建造物である蔵がもし壊されて、駐車場などになったら、白河の歴史的風致、景

観が損なわれてしまいます。蔵は個人の持ち物ですから、壊されても仕方がないのかもしれません。

しかし、町並み全体が歴史的な資源、いわば公共物であるから歯抜けにしては価値を損ねると言って、

もちろん歴まち計画の認定を受けていたこともあって、改修費の一部を助成いたしますということで、

白河市の歴史まちづくりを 

推進するための体制 
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歴史的建造物の保全をお願いしました。多くの所有

者の方々が、市長がそこまで言うのならそれもそう

だ、と賛同してくださいまして、被害を受けた蔵の

相当部分を残すことができました。町並みの保存

は、道路とか下水道を修復するのに比べれば地味だ

けれど、あとから気づいたのでは遅いんです。今の

タイミングしかないと一軒一軒回って、説明して話

をしてきたということです。その時に参考になった

のは、阪神淡路大震災で被災した神戸市の方に聞い

た話です。震災があると当然家をはじめとして、重

要な施設を優先して修復し、地域の鳥居が壊れたこ

となどの対応は後回しになる。しかし後から考えて

みると、それが非常な損失だった、というのです。

ですから、東日本大震災直後の混乱の中にあって、

蔵は町並みの有力な構成要素であるので、何のため

に歴まち計画を用いてまちづくりをするのかと考

え、速やかに動くべきだと判断しました。震災直後

だからもちろんたくさん課題はありましたが、町並

みの保存に時間を割いて動いたということが、今と

なって考えても当時の対応は正しかったのだと感

じています。3 月に被災しましたが、4 月にはもう動き出していたと思います。市民の皆様は打ちひし

がれていました。蔵などの歴史的建造物は、なくても生活に困るものではないと思う方もいたかもし

れませんが、町並みを守るということはそういうことじゃないんです。 

聞き手）霞が関でも沿岸部の話しか話題になりませんでした。白河市の話は文化庁の記念物課と国交省の

公園緑地・景観課しか話題にしていないわけです。 

市長）市長就任当時、小峰城は国の史跡指定を受けていませんでした。都市公園事業でやれば整備はでき

るし、文化財になれば窮屈だという意見もありましたが、市長になってすぐに文化財指定の準備の指

示を出し、平成 22 年の８月に史跡指定を受けることができました。それが幸いして文化財予算で震災

震災により崩落した石垣（本丸南面） 復旧後の小峰城 

修復前 

修復後 
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の復興に取り組むことができています。小峰城は白河を代表する歴史的資源ですから、小峰城はまず

守らなければなりません。石垣も孕んで（ふくらんで）いるので、都市公園事業での復旧ではセメン

トを流し込むような工法になってしまいます。それでは国指定史跡の復旧にはなじまないと考え、こ

こは文化庁所管の事業として実施することとしました。 

４．市民の参加について 

聞き手）市民の参加は蔵の保存以外でどういうところで出て

きましたか。 

市長）現在改修工事中の旧脇本陣は、旧奥州街道の中心にあ

り、戊辰戦争とゆかりのある歴史的な建造物ですが、これ

をどうやってまちづくりに生かすか、地元の町内会と懇談

の機会を儲け、いろいろ話をしているところです。また、

別の町内会とは景観協定についての話し合いをしていま

す。私は、市民との市政懇談会など機会があるごとに、白

河の歴史文化というものは足元にいろいろな資源がある

ではないか、それを活かさないということは考えられない

ということを 10 年間言い続けてきました。市民の方々に

もある程度浸透していると思っています。まちづくり会社

の㈱楽市白河と連携して賑わいを創出しようとしています。まちづくりに市民の皆さんが参画するこ

とが必要。そのためには、地域ごとに活動する団体をつくっていかなくてはならないと考えています。

旧奥州街道沿いの町内の中には、このままでは地域コミュニティが疲弊してしまうという危機感を持

っている町内会があります。自分の街に対する「危機バネ」が働くと動き出しますが、最初からこれ

をつくれと言ってしまうと長続きしません。危機感というか、このままではどうしようもないという

ことに気が付かないとダメなんです。そういった危機感が、コミネスやマイタウンのように市内で活

動ができる場が整ってきたことに刺激を受けて、まちづくりに市民が参加する気運を醸成していくの

だと思います。 

聞き手）ずっと言い続けてようやく伝わってきたということですか。 

市長）そうなんです。やっぱり何年も続けないとなりませんね。小布施町長と会う機会がありましたが、

先代の町長と今の町長と 30 年くらい言い続けてきて、やっと変わってきたと言っていました。最初は

抵抗がありますよね、でもやりつづけるとそれが当たり前になってくる。やはり言い続けることです。

まちづくりの苦しさは続けることですね。これは、あと 10 年 20 年かかると思います。政治的に取り

組む課題なんです。 

聞き手）萩市長の話もそうですが、柔軟にいい事例を取り入れていますね。 

市長）私の場合ほかの事例を聞いたり見たりするのは非常に有益でした。いいことをやっていると思っ

たら取り入れます。そこにこだわりはないです。小布施町や萩市は進んでいるのですから、それぞれ

事情は異なるにせよ、あてはまるものは必ずあるわけです。それを取り入れればよいのです。 

聞き手）ベストプラクティスモデルとして、よそでうまくいっている事例で取り入れられるものはどんど

旧脇本陣柳屋旅館の蔵座敷 
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ん取り入れていくことが重要ですね。そこと競争するわけではないですから。 

 

聞き手）これからのまちづくりで、市民の団体を参加させていく方策は、どうお考えですか。 

市長）それが難しいところだと思います。まちづくり会社の㈱楽市白河というのは平成 12 年からありま

すが、発足当時はあまり機能していなくて、平成 21 年に中活計画の認定を受けた時に役員が入れ替わ

りました。これから 10 年から 15 年頑張れる人をと考え、当時 50 代前半の人に白羽の矢を立てて、

代表取締役になってもらったんです。そうすると社長を孤立させるなよと、商工会議所の専務だとか、

青年会議所の若い人たちが彼を支えるようになりました。これで会社の動きが活発になり、定住人口

促進のための共同住宅をつくったり、街なかににぎわいを創出する施設「楽蔵」をオープンさせるこ

とができました。まちづくりはやっぱり人なんです。今、社会の真ん中で、活躍している人が活動の

中心に入らないと、他人ごとになってしまう。失敗したら市が何とかしてくれるという気持ちではう

まくいきません。楽市が活発になってからまちづくりは変わってきました。具体的に動き始めました。

もちろん市として、銀行に支援を依頼するなどサポートはしました。まちづくりは 10 年単位で考える

必要がありますので、これからの 10 年活躍できる人に求心力を作ってもらう必要があります。みんな

本業を持ちながらやっているわけですから、もしうまくいかなかったらというリスクを負うわけで、

普通はしり込みしますよね。でもそこを乗り越えて今の人たちが集まっている。全国のまちづくり会

社の中にはうまくいっていないところも多いのではないでしょうか。設立したけれど当初の予定通り

きちんと動いているかというと、必ずしもそうではない。白河市では今、まちづくり会社が元気です

から、あとは建築サポートセンターや各地域のまちづくり協議会など、景観を良くしようと考える団

体や人が増えてくるといいと思います。 

 

５．白河建築サポートセンター 

聞き手）サポートセンターに話を伺ってきました。経済

的に自立しているところには至っていないのですが、

一定の行政からの発注、委託という下支えが必要です

が、もともと建築士会ですから守るのも壊すのも彼ら

がやってきていたわけですが、そこの意識、プリンシ

プルが変わってきているような印象を受けました。ま

ず建築士会の人の意識が変わってきて、それが相談を

受けている市民に伝わっていくという効果がある。サ

ポートセンターのような団体をつくっていくことは、

かなり有効な政策なのではないかと感じましたが、い

かがですか。 

市長）そうだと思います。まちづくりをする団体はたく

さんあります。建築士というのは具体的な建築を通して街の景観をつくるわけですから、まちづくり

に大きな影響を持っています。公共性を持っているので、建築士の方々をまちづくりに組み入れてい

NPOしらかわ建築サポートセンターによ

る伝統的技術伝承事業研修会（現場見学） 
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くことは有効だと思います。歴まち計画の策定中に、歴史的な建築物の調査を建築サポートセンター

に委託しましたが、歴まち計画の認定を契機に、建築士と協働することの大切さに気付き、それが歴

まち支援法人の指定につながり、歴まち計画の実行の力になっています。せっかく団体があっても資

金的に余裕がないとまちづくりに積極的に取り組めませんので、市が建築サポートセンターに業務委

託をしている部分があります。建築サポートセンターもそういった事業を通して自分たちが思ってい

た白河よりもさらに深いものがあることを感じたはずです。 

聞き手）市長から設立のアドバイスをされたのですか。 

市長）その当時に白河にゆかりのある日大の若井教授や早稲田大学の有賀教授といった、建築、都市計画

を専門とする方が学生を連れてきて白河の街づくりの絵をかいたりしていたのですが、ちょうど同じ

時期に集まってこられて、様々なアドバイスをいただきました。それが建築サポートセンターや楽市

白河などにつながっていると思います。いい刺激を与えてもらいました。自分たちの役割は思ってい

た以上に大きくて、楽しいものがあるという感じを受けたのではないでしょうか。 

聞き手）たまたま集まったというよりは、それまでも来ていた人たちだったのを、それを市長がコンダク

ターとしてまとめ上げたのではないですか。今お伺いしていると、本当にオーケストラの指揮者の役

割を強力に果たされている印象です。 

市長）そうかもしれません。一見、個々の動きはバラバラですがまちづくりに対する動きや機運はあった

んです。オーケストラの指揮のように、それを調和させていくという働きかけをしたことで、もとも

と膨らんでいたつぼみがいっぺんに花開いた、まとまって音が響きあってきたような感じです。市長

はオーケストラの指揮者で、いろんな団体があれば、それぞれのベクトルで動いている。それを総合

的に何とか音色が合うようにしていくのが役割です。まちづくりも多分そういうものでしょう。 

聞き手）市長が指揮者であることはどこのまちでも同じですが、上手な指揮者と下手な指揮者があるので

しょうか。 

市長）不協和音はどこでも出るのです。不協和音が大きすぎると、まとまりかけたものもばらばらにな

る。不協和音は多少なりともあるけれど、聞いていて不愉快になるレベルにならないように気を付け

るということでしょうか。 

 

６．大学の役割について 

聞き手）学校の役割はいかがでしょうか。 

市長）もちろん役に立っています。大学の先生というのは全国のいろいろな事例を、うまくいかなかった

例も含めて教えてくれます。我々が知りえないものの考え方だとかを、教えていただきました。まち

づくりのシンポジウムを開催し懇談した際など、何気ない言葉に触発されることがあります。行政マ

ンとは持っている情報やとらえ方が違うので、大学との協働は有効だと思います。これからも意見交

換をしていきたいと思います。 
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７．観光と地域間連携について 

聞き手）地域の活力の拠点としての白河市、広域的な観

光という視点での白河市をどう考えますか。 

市長）市町村の場合は、合併して大きくはなっています

が、自分の行政範囲で起承転結させるという傾向が

強いです。連携というのは口では言うけれどなかな

か難しい。おらがまちで完結させようとしがちで、み

んな持ってきたいというのが人情ですが、それでは

立ち行かないのです。これからの時代は、連携が非常

に大事なキーワードです。まちづくりでもそうです

し、城下町白河のまちづくりと、純粋な農村地帯の村

とでは全く魅力が違いますが、これを連携させること

によって回遊させる、あるいは観光につながる、そういう時代になってきました。特に観光では、前

の経産局長さんが、観光は東北 6 県でも狭すぎると対象を広く捉えて、市町村単位では小さすぎると

おっしゃっていました。白河広域市町村圏で 9 市町村あり、そこの単位でまず考えますと、地域の中

では歴史と文化は白河に任せて、こちらの町は農地だとかいう風に役割分担できれば理想です。そこ

を乗り越えていけるかどうか、小さい地方都市が生きのびていくには、広域で組んでいくということ

が必要だと思います。観光は 9 市町村でキャンペーンを行っていて、県境を越えて、那須町長とも那

須塩原市長とも会合を持ち連携しようとしています。白河と那須は非常に近い、ＦＩＴ構想（＊）で

茨城県北部、栃木県北部との連携です。そして観光であれば会津を加えるのも一つの案です。県境等

はあまり意味がありません。 

 

８．他の都市へのアドバイス 

聞き手）他の都市へのアドバイスをいただけませんか。 

市長）桑折町長と磐梯町長と話をしたが、サミットは良かった、サミットを通じて自信が持てたと言って

いました。わが村に、わが町にこういう魅力があるのだということを、政策として訴えかけていける

ことがわかった、それはすなわち誇りだということです。それは当たり前のことなので、足元にはこ

ういうものがあるとはいつも言っているのですが、それを政策として現実化させることができなかっ

た、あるいはツールがなかった。だから、歴まち計画の認定でまちづくりに取り組めることを喜んで

います。福島県の中に歴まち計画の認定を取って、まちづくりを進められる自治体はいくつもあると

思います。冒頭に言いましたが、「足元にある資源を活かしながら、つくりあげていく。それを見てい

る市民の方々も自信を持つことができる」ということがすなわち地方創生に繋がっていくのだと思い

ます。 

聞き手）今日伺った話の中では、建築士会をパートナーとして参加させると、結果として市民の意識が変

わるというところを、白河モデルとして他の都市にも紹介したいと思います。 

市長）そういう具体の例を出すと、なるほどと思うんです。抽象論で言ってもわかりにくいので、とりか

南湖公園湖畔店舗群のイメージ 
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かりはどこからというほうがよい。またすべて条件を整えようとするのは無理があると思います。あ

るものからやっていく。足りないものは後でカバーしていけばいいんです。 

会津若松の歴史と白河の歴史は競合はしない。やり方は当然違う。違っていいんです。会津若松はな

るほどこういう発信力があるということは見習わないといけないと思っています。 

 

市長）中心市街地活性化に取り組んでいる時、ある方から街は外に広がりながら変わっていくものだか

ら、新白河駅周辺の開発に重点を置くべきではないか、より効率的ではないか、中心部に投資するの

は無駄ではないかと言われたことがあります。私は違いますと答えました。少なくとも 400 年かけて

作ってきたこの街並みの中心は小峰城であり白河駅であり、旧奥州街道のこの界隈であり、ここが衰

退したら何のためのまちづくりになるのか、との思いがありました。経済的に発展したのは新白河か

もしれないが、今の中心市街地が白河の顔なんです。新白河駅は商業の街の顔にしていけばいいので

はないかと言った覚えがあります。最初は反発もありましたが、中活と歴まち事業を通してまちづく

りに取り組む大きな指針になりました。 

聞き手）都市計画のマスタープランは総合的だからわかりにくいところがあります。それに対し景観や歴

史まちづくりは方向性がわかりやすい。景観法がむしろこれからのマスタープランになるのではと思

っています。 

市長）その通りだと思います。県職員時代、都市マスタープランに携わったことがありますが、やはりわ

かりづらい。それに対し景観だとか歴史まちづくりはわかりやすい。いくら高邁な理念があっても、

専門用語を使っても、市民に伝わらなくては意味がないと、職員に言っています。わかりやすく目標

を明確にすることがいいと思います。 

聞き手）どうもありがとうございました。 

聞き手： 

舟引敏明  宮城大学事業構想学部教授 

佐々木秀之 宮城大学事業構想学部准教授 

鈴木武彦  国土交通省東北地方整備局 

          建政部都市調整官 

 

（＊）FIT構想は、首都東京に近接し、新しい時代にふさわしい、人々をひきつけてやまない地域づくりに向けたポテンシ

ャルを豊富に有する福島(F)・茨城(I)・栃木(T)の 3 県の県際地域(那須岳・八溝山を中心とする地域)が、これまで培

ってきた交流・連携をもとに広域交流圏としてのさらなる発展を目指すもの 
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３－５－２ ＮＰＯ法人しらかわ建築サポートセンター 

 

特定非営利活動法人しらかわ建築サポートセンター インタビュー 

 

 

 

平成 28年 1月 12日  

しらかわ建築サポートセンターにて 

 

 

齋藤正明 特定非営利活動法人しらかわ建築サポートセンター 理事 

深谷義明  同 理事 

堀川仁子  同 

 

◎白河市の景観資源調査が発端となって開始。（一社）福島県建築士事務所協会県南支部に加

入している全メンバーに声をかけたことから、協会のメンバーが主体となっている。 

◎平成 22年度から市内の蔵をはじめとする歴史的建造物の調査を開始し、この調査をもとに、

白河市が、該当となる建造物について、歴史的風致形成建造物の認定を進めていった。 

◎その後震災が起き、市内の歴史的建造物を有する個人を、市長自らが訪問し、建造物の撤去

をせずに、保存を継続してほしい旨を一軒一軒お願いした。市長の後を追う形で、私たちも

家々を回りながら、建造物を調査し、市が認定を行った。 

◎白河市まちづくり推進課には、専門家がいないということで、技術的なアドバイス、図面の

チェック等を我々が担っている。 

◎今までは、壊して新しくしたほうが効果的だという考えの下に、設計が行われてきたのが現

実。ただ、こうした活動を通じ私たち建築士の意識も変わり、住民の意識も変化しつつあ

る。蔵の事例では、高齢者がそのまま残したい、その子供世代がどうにかしたいと思ってい

るときに、修復をするという方向になることがある。 

◎早期の復旧に貢献できたと思う。次なる災害への備えという意味でも、市との関係を基に、

こうした機能を維持していくことは大事なこと。 

 

 

 

齋藤理事）ＮＰＯ法人しらかわ建築サポートセンターは、平成 21 年 11 月に法人の設立を行い、以後白

河市のまちづくり、景観維持活動に取り組んできました。ＮＰＯ法人のメンバーは、現在 15名で、主

な事業は、建築設計監理と行政からの委託事業となっています。メンバーは、法人発足時に、（一社）

福島県建築士事務所協会県南支部に加入している全メンバーに声をかけたことから、協会のメンバー

が主体となっており、後に、福島県南の建築事務所数社にも参加していただいています。 

私たちの活動は、旧城下町である白河市の景観資源調査が発端となって開始されています。白河市よ
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り、平成 21年に景観資源調査の業務を受託し活動が始まりました。ちな

みに以前から、建築士事務所協会において、ふるさとサポート事業等で、

白河のまちなみ調査を行ってきた経緯がその前提にあります。ただし、

まち並み調査は 3 年間の年限付きの事業であり、その時には終了してい

ました。 

景観資源調査の事業が開始した時には、ＮＰＯ法人は設立されていませ

んでした。事業は、建築士事務所協会県南支部で受託しました。平成 21

年 11月にＮＰＯ法人の認証をえて法人化がなされた次第です。白河市と

は平成 22 年の 1 月に防災協定を結びました。その約 1 年後の平成 23 年

3月 11日、東日本大震災が発災したのです。 

震災前の活動では、主に宿場町の景観資源調査を行っており、平成 22年

度からは市内の蔵をはじめとする歴史的建造物の調査、および歴史景観

蔵ウォーク事業を開始しました。この調査をもとに、白河市が、該当とな

る建造物について、歴史的風致形成建造物の認定を進めていきました。し

かし、調査の開始後まもなく東日本大震災が発災し、これらの建造物も大

きな損傷を受けることとなりました。 

震災後、市内の歴史的建造物の所有者を、市長自らが訪問し、建造物の撤

去をせずに、保存を継続してほしい旨を一軒一軒お願いして歩きました。

私たちは市長の後を追う形で、家々を回りながら、建造物の調査し、市が

認定を続けました。直前に調査を行っており、状況を把握していたことも

重要でした。 

私たちが白河市より委託された「歴史的建造物等に係る保全相談業務」と

いうのは、修景に関わる補償関係の審査や景観修景の相談業務のことを

指します。白河市まちづくり推進課には、専門家がいないということで、

技術的なアドバイス、図面のチェック等を我々が担っています。震災後

は、緊急雇用で人員を補足しながら、活動を通して、震災の被害を受けた

まち並みの復旧を担ってきました。また、最近では、単発ですが、空き家

調査を行ったり、丹羽長重廟修復設計業務、旧脇本陣柳屋旅館の修復作業

も担っています。 

 

聞き手)各事業はどのような予算で動いているのでしょうか？ 

齋藤理事）活動の多くは、白河市からの業務委託という形で、その予算で活

動を進めています。また、事業によっては、市から地区へ委託された事業

を再委託という形で引き受けることもあります。 

 

聞き手）歴史景観蔵ウォーク事業は、現在「ぐるり白河文化遺産ツアー」として新たな形で継続されてい

るそうですが、ツアーは実行委員会方式を採っているとのことでした。ツアーの負担はどのようにし

ているのですか？ 

齋藤理事 

 

深谷理事 

 

堀川さん 
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堀川さん）白河市から、一定額の負担金を受けていま

す。また、参加費として、参加者から 500 円を負

担いただいております。ただし、負担金に人件費

は含まれていないので、そこは持ち出しで対応し

ていますが、ツアーの事務局は市となっておりま

す。 

また、このツアーは仏教会の協力を得ています。

まちづくりに対する協力として、それぞれのでき

る範囲での持ち出しで、ツアー活動を市・仏教会・

ＮＰＯの協働で展開しているのです。また、ツア

ーには、建築士事務所協会県南支部も協賛してお

り、協会メンバーの同意をえて費用の一部負担を

しております。 

 

聞き手）ＮＰＯ法人における、専業の職員数は何人で

すか。 

 

齋藤理事）専業のスタッフは、1 名です。そのほかのＮＰＯ法人のメンバーも活動に参加していますが、

他に本業を有しています。専業スタッフは、震災前のふるさと雇用で採用した方を、そのまま継続し

て当法人で雇用しています。その人件費は、法人への会費と不足分はメンバーで拠出しています。 

 

聞き手）しらかわ建築サポートセンターが運営しているような、歴史的建造物の保存を含めたまち並み維

持のためのサポートシステムを他の自治体でも検討することが増えてくると思われます。経営を考え

た場合、どのような体制をつくれば事業が回ると思われますか？ 

 

齋藤理事）市からの相談業務の受託金額が主な収入で、当法人の現在の年間収支は、おおむねプラスマイ

ナスゼロです。しかし、実質的には 1 割程度が不足している感じです。ちなみに、震災後の緊急雇用

事業を受託していた時期は、5000万円程度の事業規模となっており、三人程度の人件費を計上してい

ました。当法人は、非営利法人の運営する活動とはいっても、

専門的な知識を提供するわけですから、相応の金額をお支

払いいただくという方針を持って経営しています。ＮＰＯと

いうと、ボランティアだから無償というイメージもあります

が、そこは時間をかけて説明し、納得をえてきました。 

どうしても、行政からの委託事業は 3年で終了するケースが

多いと思います。その後は自力でとはいっても、そう簡単で

はありません。事業期間内に、今後の収益が見込める事業を

見出すことが重要ですが、これもそう簡単ではありません。 

 建築士事務所協会との合同研修

ぐるり白河文化遺産ツアー 
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聞き手)団体の法人格として、ＮＰＯ法人を選択されたこと

について教えてください。 

 

齋藤理事）まち並みの維持を進めるうえで、非営利活動で進

めることが重要でした。そこでＮＰＯ法人を選択し、震災

前より、法人格設立の準備を進めてきました。 

公的な関係性(委託)だけではなく、一般の方にもワンスト

ップで利用いただくことができるものを想定したときに、

ＮＰＯ法人がベストではないかと考えました。なお、歴史

まちづくりに関して、当法人は、歴史的風致維持向上支援

法人に認定されています。そうした法人の多くは、非営利

法人が多いのではないでしょうか。 

 

聞き手)しらかわ建築サポートセンターにおける相談業務か

ら、個別の発注事業に発展することもあると思います。そ

うした時には、どうされているのでしょうか？  

 

齋藤理事）当法人における相談案件は、毎月行う理事会で担

当者を決定しています。基本的に、相談案件が発注になっ

た場合には、施主の意向を汲んで適任者が受注することに

なります。その場合、当法人で受託するのではなく、メン

バー個人の事務所で受けることになります。しらかわ建築

サポートセンターで担当者を決めて欲しいという施主の

意向であれば、理事会で検討し、決定することにしていま

す。 

 

聞き手)コンスタントに相談案件はあるのですか？ 

 

齋藤理事）相談業務というのは、「歴史的建造物等に係る保全相談業務」のことだけをさしているのでは

ありません。この業務に限れば、年間 5件程度です。 

震災直後は申請件数が多かったのですが、最近は落ち着いてきました。今年度は 2 件程度です。ちな

みに、歴史的風致建造物の保存活用には、持ち主に対して１／２の補助があります。市の予算は４軒

分程度です。そのことも含めての相談なのですが、どれだけ、建造物に価値があり、修景のために修

繕を促したとしても「１／２は自己負担です」という説明を相手に対してすることは難しいというの

が本音です。時に粘り強く説得するということも相談業務のうちです。 

 

聞き手)今ある建造物を取り壊して、新しい鉄筋の建物にしたいなどの要望もあるかと思いますが、その

場合、どうされているのですか？ 

伝統的技術伝承事業研修会 
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齋藤理事）残す、残しつつリノベーションする、新しくする、

といった 3 つの選択肢があると思います。この比較検討

を行っています。新しくするとしても、景観形成ガイド

ラインがあるので、そのガイドラインに合わせて新築す

ることになります。 

なお、今までは、壊して新しくしたほうが効果的だとい

う考えの下に、設計が行われてきたのが現実だと思いま

す。ただ、こうした活動を通じ私たち建築士の意識も変

わっていますし、住民の意識も変化しつつあります。蔵

の事例では、高齢者がそのまま残したい、その子供世代

がどうにかしたいと思っているときに、修復をするとい

う方向になることがあります。そうなったときには、リ

ノベーションの発想で、現在の機能を生かした修復が行

われます。 

 

聞き手)東日本大震災後のまち並みの復旧を考えると、歴史

まちづくりでの調査がなかったら、ＮＰＯ法人をつくっ

ていなかったら、どうなっていたのでしょう。 

齋藤理事）震災のあと、建築住宅課から白河市内の公共建築物に対する被害調査も一括で委託されまし

た。しらかわ建築サポートセンターで担当事務所を決定し、それぞれの事務所が事業を進めていきま

した。そうしたことは、早期の復旧に貢献できたと思います。次なる災害への備えという意味でも、

市との関係を基にこうした機能を維持していくことは大事なことだと思います。そのさい、行政との、

ざっくばらんに意見交換をできるような関係性を構築しておくことも大切なことです。 

聞き手)非常に有意義な時間でした。東北の中でもモデルとしてご紹介ができればと思います。 

 

聞き手： 

舟引敏明  宮城大学事業構想学部教授 

佐々木秀之 宮城大学事業構想学部准教授 

鈴木武彦  東北地方整備局建政部 

       都市調整官 

 

歴史建造物の検査 
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３－６ 三重県亀山市長 

 

櫻井亀山市長インタビュー 

平成 29 年 3 月 27 日 

於：亀山市役所 

 

櫻井義之  亀山市長 

 

 

ポイント 

◎「絵になるまちをデザインする」というマニフェストを挙げて、市長選に臨んだ。 

◎文化財部局と都市計画部局で人事交流も行い、縦割りを統合して回していけるような機構に

して、以来、人づくりを意識してやっていくようにしている。 

◎「まちづくり観光」を理念としている。観光が目的ではなくて、まちづくりをきちんと進め

ていくことが、結果として観光につながるという考え方です。 

◎世代の継承をトレーニングする仕組みが必要と考えて、これまでの市民活動をまちづくり協

議会へ移行し、主体がもう少し問題を共有して議論してもらったり、お手伝いしてもらっ

たりというようなものを入れようとしている。 

◎歴史まちづくりサミットで共通の思いや理念を持つトップが一堂に会するのは意義深いし、

それを契機に職員同士の交流も進んでいる。 

 

１．歴まちに取り組んだ経緯 

聞き手）亀山市は、市長初当選の前後に金沢市や高山市、萩市、彦根

市と一緒に第一期の歴まち認定を受けたのですが、当選後に歴ま

ちに熱心に取り組んだいきさつをお聞かせください。 

市長）２１年１月に認定を受けて、その１週間後が告示日だった。日

本の景観とか文化とかは地方都市のまちづくりの中で重要視され

て、その仕組みがうまく機能できればいいと、18 年間の地方議員

の活動を通じてもともと考えていた。そこで「絵になるまちをデ

ザインする」というマニフェストを挙げて、市長選に臨んだ。こ

の街は東海道の宿場を３宿有し、城下町でもあり、その特色に磨

きをかける必要があるというのが当時の思いだった。この歴まち

法が制定されたのは、その意味で力強かった。まさに選挙直前で

萩市や高山市などそうそうたる４つの歴史都市の皆さんと一緒に

第一号認定をいただいた吉報に感激をして、その勢いで選挙戦を

進めた。歴史的風致計画の認定の時と就任時が重なったので、この８年間思いを込めて進めてきた。

櫻井 亀山市長 



94 

 

巡りあわせも強く感じているし、第一号認定は前市長の下で英知を結集した結果だと考えると、市職

員に敬意を表したいと思っている。これら認定時には痛快な思いをした記憶がある。 

聞き手）その後は、陣頭指揮をとって進めておられた印象がありますが、市長として携わられた感想はい

かがですか。 

市長）改めて時間軸を持った、歴史まちづくりの考え方や理念は、刹那的で価値観が多様化している時代

において、今一度こだわりを持って都市をつくっていくこと、その中に先輩から後輩へと、親から子

や孫へと伝わっていくような人の営みをもう一度掘り起こしつつ、まちづくりや人づくりの中にうま

く組み込んでいくようなこと、などの意義を改めて実感している。言葉で言うと簡単だが、地道でエ

ネルギーの要る仕事だと思っている。 

聞き手）職員の方にお聞きしますが、前市長の時に歴史まちづくりに飛び込んでいったいきさつを教えて

ください。 

職員）平成１７年に合併し、その時のまちづくりの一つの方針として、新市の一体感をどうやって作って

いくかが一番大きな課題としてありました。関宿の方はすでに下地がある中で、亀山の歴史文化は必

ずしも生かされていないという状況で、何とか取り組みをしたいということで、東海道歴史文化回廊

という、歴史資産を活かしたまちづくりの方針を平成１８年に作りました。ただし、作ったはいいけ

れど計画だけで、具体的に進める方策、実施計画のない計画でした。合併直後はが市の経済状況が最

もいい状態だったので、将来を見据えた良い事業があればどんどん進めようという雰囲気が市役所の

中にあり、具体的に進めていこうというのが平成１８年の第一次の総合計画でした。いよいよ進めて

いこうとした平成１９年４月に亀山で三重県中部地震が起きて、その時に一番大事にしようとしてい

た亀山城の石垣が崩れました。これは何とか復旧をしなければいけないという課題でした。その時は

単独費で事業を進めなければいけないと思いましたが、もっと全体的に進めようとすると、財源も確

保する必要がありますし、市だけの力では難しいのではないかと考えている時に、歴まち法が制定さ

れるという情報と、文化庁の歴史文化基本構想が同時に動いていくという情報を得たので、都市計画

部局と連携して進めていくこととし、歴まちに取り組むことになりました。そしていざ２０年の夏に

計画策定に入った段階で、当時の市長から今単費で予算化している事業についても、財源の当てがで

きるのであればいったん事業を止めて計画認定に向けて動けと言う指示があり、第一号認定を目指し

たというよりは、とにかく早く事業を動かさなければ予算に穴が開いてしまうという事情がありまし

た。順番は気にしませんので、とにかく早くお願い

しますということで第一次に入ることができまし

た。その結果最終的には補助金をいただくことがで

き、財政的にも助かりました。 

聞き手）亀山の歴まち計画は、第一号認定であるにもか

かわらず、街道を端から端まで指定するという異例

の計画になっています。東海道というコンセプトが

しっかりしていたからでしょうか。 

市長）共通の資源、素材として東海道が２０キロ連なっ

ており、亀山宿と関宿、そして坂下宿がつながるい

いきっかけになったのではないかと思っている。 三重県中部地震における亀山城被害 
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職員）最初に国に協議に行った際に、最も心配でした

のが、策定が進んでいる他の都市は全て城下町で、

エリアと重点区域が組みやすいところばかりです

が、東海道で押していこうとするとエリアが線にな

らざるを得ない、場合によっては飛び地になるので

はないかと考えていたのですが、相談したところ、

まったく違う形になるのも面白いと言って、軸でも

いいのではないかということになりました。亀山、

関、坂下の団子三兄弟というイメージです。 

聞き手）秋田県の横手市で取り組みを始めたばかりな

のですが、亀山市のような線的なつながりを先例に

やりたいとのことで、亀山モデルは良い見本になり

ました。 

 

２．市役所の組織について 

聞き手）次に、市役所内の文化財部局と建設部局の調整についてお聞かせください。 

市長）就任直後の平成２２年の組織改革の時に、文化財部局を市長部局に組み入れた。この時に文化部を

創設し、観光振興も含めた文化政策をしっかりと位置づけようとした。その１年前から文化庁への職

員派遣も始めており、これまで４名の派遣者の中には土木の技師もいる。国交省にも同様に職員を派

遣している。認定後の２１年４月の人事異動で、文化財部局と都市計画部局で人事交流も行い、縦割

りを統合して回していけるような機構にして、以来、人づくりを意識してやっていくようにしている。 

聞き手）組織改正はパワーの要る仕事ですが、踏み切られた動機は何でしょうか。 

市長）まちづくりには都市計画部門と文化財部門が本来統合されていくべきだと考えていた。古くて新し

いテーマだが、今回の歴まちの理念でもあるので、両者を統合したまちづくり、人づくりへ繋げよう

とした。当時の教育長にも共感、理解をしてもらい、文化財部局を市長部局に移すことができた。良

かったと思っている。 

職員）当時の教育長は、これだけの計画を持ちながら事

業を進めていくためには、教育委員会の枠の中にいな

い方が動きやすいし、むしろ市長部局にいてしっかり

と都市計画と連携を取っていった方が良いというお

考えでした。 

職員）もともと都市計画部局に都市公園である亀山公園

の管理をする部局がありましたので、昔から普通に文

化財部局と話をしていたなど、交流はしっかりありま

したので、円滑に行きました。 

 

歴史まちづくり重点区域図 

亀山公園は亀山城の遺構でもある 
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聞き手）新しい文化部に観光振興を加えていることのお考え

をお聞かせください。 

市長）地域の資源を活かし、地に足の着いたまちづくりを展

開していく過程で、皆さんが関心や共感を持っていただけ

るような「まちづくり観光」というような考え方をこの８

年間提唱してきた。あまり商売気がない、観光観光という

ことはやってこなかったまちでもありました。関宿にして

も観光入込み数も２５万から３０万くらい。それが割とい

い面もある一方で、街の活力という面ではバランスが難し

いところがある。今回の取り組みの中で外からの評価が住

民の方々の気付きになっていくような視点を、自己満足ではなくて、少し客観的な視点で歴史資産や

歴史のまちづくりをしていくということの重要性も大事だと思っていたので、市長部局の中に文化部

をつくって文化財の部門と観光の部門も統合した。観光は普通であれば商工系の部局が担当するが、

これにあわせて文化部の中に持ってきた。 

聞き手）「まちづくり観光」という言葉を提唱されたわけですね。 

市長）観光振興ビジョンは、「まちづくり観光」を理念としている。観光が目的ではなくて、まちづくり

をきちんと進めていくことが、結果として観光につながるという考え方です。 

職員）今も市民文化部の中に観光部局がある。 

市長）中へこもりがちな市民性がある中で、このまちは回

廊で多くの旅人をお迎えしてきた歴史がある。できるだ

け外の評価や客観的な評価の中で、もう一回気付きが生

まれる方が、いろいろなマインドがいい方向に循環する

と考えている。 

３．市民協働が熱心なまち 

聞き手）市民の参加の状況はいかがですか。 

市長）亀山市は市民協働の動きが根強い。伝建地区である関

宿の保存については、祇園祭のお囃子などの人材育成を

含めて、住民が熱心に活動を進めてきたベースがあった。

文化財を物理的に整備してきたことによって、例えば亀

山城の多門櫓を江戸末期の姿に復元したのが象徴的だっ

たが、市民の関心も高まってきたと感じている。人の営み

の部分で、お祭りだとかと街の景観が深いところでつな

がり、広がっていってもらえるといいと願う。 

職員）もともと亀山市は協働の活動に熱心です。市民活動の

育成を長く進めてきましたので、協働で進めるという意

識は強いと思います。ただ、歴史分野に係るところで言え

関宿の町並み 

 

復元された多門櫓 

多門櫓修理中の現場公開 



97 

 

ば、これまであまり資本投下をしていなかったということもあり、行政は何もやってくれないと考え

る地域住民の方が多かったのではないでしょうか。この歴まち計画をつくるときも、短時間につくら

ないといけないという事情がありましたので、計画づくりへの住民参加は十分にできませんでした。

協議会にも３つの地域で地道に活動されている方には、それぞれ代表として入っていただきましたが、

第一号認定に間に合わせるためには、市民協働的に計画をつくることは時間的に無理だという状況で

した。だから、事業を進めることによって、市民の共感を生んでいくところにもっていかないといけ

ないという問題意識を持つことになりました。したがって文化財の修復においても確実に現場公開を

かなりの回数やりますし、広報でもどんどんお知らせしながら、一緒にやっている感をつくっていく

という流れにするよう市長からも指示を受けています。 

聞き手）市民協働の土台があるのは、どのような経緯なのでしょうか。 

市長）合併前に、県 OB である小坂さんという助役に奮闘いただいたが、この人は北川知事の時に県政の

根幹におられ、行政主導から市民参加協働の時代という認識を強く持たれていた。平成１０年前後に

ＮＰＯや市民協働の重要性を当時の市政の中で展開されて、県の関係部門へ職員を派遣したり、亀山

市の中堅・若手の職員を育成し、市民派を巻き込む取り組みを進めていただいた。２０数年前のこと

だけれど、いまだに市民参加・協働の動きが確立していない早い段階で仕掛けた動きがベースとなっ

て、今日に繋がっている。 

就任時にコミュニティの再生、市民活動の活性化も大きな政策テーマだった。行政への信頼を前提に、

行政に頼らず自らが汗を流すという動きを進めてきた中で、地域のコミュニティの自立する仕組みが

出来上がってきたり、市民活動もそういう動きで展開されてきた。現在としては大きな基盤になりつ

つあると感じている。 

聞き手）市民活動の団体をまちづくり協議会へ移行させていくというお考えは。 

市長）コミュニティとか自治会とか、主体となる組織の役員の皆様が頑張っていただいて地域が成り立っ

ている。とは申せ、もっともっと多様な主体が関われる仕組み、その中で高齢化が進んでいくので、

ポスト団塊世代あたりの次の世代の方が、一線を引かれて地域に戻られたときに、地域の中心的役割

を果たしていただくために、世代の継承をトレーニングする仕組みが必要と考えて、これまでの市民

活動をまちづくり協議会へ移行し、多様な主体がもう少し問題を共有し議論してもらったり、お手伝

いしてもらったりというようなものを入れようとしている。 

 

４．民間事業者の取り組み 

聞き手）歴まちの取り組みにあわせて、民間事業者の取り組みが活発になりましたか。 

市長）商売気がないような風土がもともとあり、観光の業としての厚みは薄い。しかし昨年のＧ７サミッ

トの折に、関宿でジュニアサミットを開き国内外の方も入ってもらったし、近年のフィルムコミッシ

ョンの流れなど、これはチャンスではないのかと思っている。一方、そういう思いを持っている人が
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中心となって、亀山宿の「みそ焼きうどん」とか「亀

山ラーメン」とかを考えてきていただいた。商工会

議所が亀山ラーメンをぐるなびのラーメングランプ

リにエントリーして見事グランプリを取ってしまっ

た。これで、工夫していこうという機運が高まって

きた。これは商工会議所が中心となり、ものづくり

のイメージが強いまちなだけでなく、サービス業や

観光の創造へ、その突破口として仕掛けたもの。 

職員）亀山ラーメン会というグループがあり、市内で食

べられるし、県外の催事などにも出展している。 

聞き手）市民活動として「アートのまちづくり」を展開

し、「アートトリエンナーレ」もやられていると聞きました。 

市長）古いまちなみなどを市民の方が活用する動きが出てきているのもよかったと思っている。トリエン

ナーレは就任前の平成２０年の秋、リーマンショックの直後、当時はトリエンナーレではなくアート

のまちづくりをしようとやり始め毎年続けていたが、３年前に、市役所もそれほど財政的支援をして

いるわけではないが、情報発信につながる意義があると思い、３年に１回の「かめやま文化年プロジ

ェクト」にあわせ大きな催しでやろうということになった。市民の皆様も馬力があるので市役所も大

変（笑）。 

 

５．広域観光への取り組み他 

聞き手）広域観光という面ではどうですか。昇竜道のしっぽの部分にあたりますが。 

市長）昇竜道の関係では、中部の歴まちサミットの連携などでスタンプラリーなどには参加しているが、

それがつながっているかといえば、それぞれの都市が最優先になり、大きな力には今のところなって

いないので、そこを繋げられたらと思っている。 

東海道で県境をまたいで京への道がつながるので、滋賀県甲賀市と交流を始めている。また伊賀市と

も関西本線と名阪国道の道でつながるので、この三市が歴史的なものを大事に、伊賀のイ、甲賀のコ、

亀山のカで「イコカ」という広域連携を始めており、さらに進めていきたいとと考えている。 

職員）ストーリーごとに結び付く自治体が違うと思っている。市では、いろんな物語があるまちというイ

メージを想定している中で、物語を一本に絞ってどことつながれば強く売り出せるというものでもな

い。例えば東海道のつながりであれば、滋賀県の甲賀市とつながろうかと考えます。文化的な関係で

言えば伊賀市とつながることになります。あるいはお伊勢さんとのかかわりもあり、伊勢神宮とのつ

ながりも欲しい。そういう状況で、個別に連携を進めているが大きな連携にはなっていない。小さな

町の売り出し方はなかなかむつかしい。 

 

聞き手）古いものを大事にする歴まちの取り組みと新しいまちづくり、市の活性化方策をどのように調和

させていきたいとお考えですか。 

ジュニアサミットにおける関宿視察 
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市長）確かに新旧のバランスはむつかしい。今日まで歴まちを亀山の都市戦略として重点的に進めてきた

が、今後においても力強く進めていきます。一方で、人口減少下の持続可能なまちづくりのためには、

都市の中心部は空洞化が進んでいるので、中心部の拠点性を求めていく作業をしないと、まちの求心

力は高まらないと思う。遅ればせながら亀山駅周辺の再生へ向けて再開発事業を軸に整備に取り組む

こととした。そこを中心的市街地とし、関宿と新しい大きな住宅地のある井田川地区を副次的市街地

と位置づけ、その質を高めつつ、ネットワークを形成していくことと、歴まち、自然環境をキーワー

ドに街全体がデザインできたらと思っている。ちょうど今春新しい総合計画をスタートするが、将来

都市像を「歴史・ひと・自然が心地よい 緑の健都かめやま」としている。バランスよく取り組んで

いきたい。 

特に、駅前はご覧のとおり、ノスタルジックな昭和の風景だが、大規模な再開発ではなく、コンパク

トなものとして、住民の意向を重視して進めていきたい。 

また、亀山には宮内庁管轄の日本武尊（やまとたけるのみこと）のお墓がある。ここが終焉の地で、

お妃の弟橘媛（おとたちばなひめ）の生誕の地でもある。これを上手に売り出したいと考えている。 

職員）日本書紀にも出てきているので、それはしっかりと伝えていきたいと思っています。盛り上げてい

きたいというまちづくり協議会の活動もありますが、住民の方の歴史観もいろいろ微妙なところがあ

りますので、出し方を考えていかないといけません。 

市長）鉄道のまちというイメージもある。亀山市からの加太越えなどはＤ５１が走れば全国からマニアの

方が来られるだろう。トンネルも貴重なフランス積み、イギリス積みのトンネルが何か所か残ってい

るので、いわゆる鉄道遺産としての角度からのまちづくりも芽生え始めており、うまく生かしたい。 

 

聞き手）地域の大学はどのような寄与をしていますか。 

市長）三重大学とのかかわりが強い。建築の関係の先生には街並み保存の協議会にご参加いただいている

し、都市計画や景観審議会も三重大学との関係が大きい。分野によってはもう少し多様性を持った方

がよいので、東大の村山顕人先生に総合計画に入ってもらうなど模索しつつ、やっている。 

地域の大学が持っているノウハウ、見識が地域づくりや経営に繋がっていくのは、これからもっと期

待されると思う。自治体としてもノウハウだけでなく、若い学生が地域をフィールドとして参加して

もらうのも有効。農業分野で参画してもらっている。そういう点も期待している。 

 

聞き手）歴まちサミットの評価はいかがですか。 

市長）中部発で全国に広がっているので、いいなと思ってい

る。歴史まちづくりサミットで共通の思いや理念を持つ

トップが一堂に会するのは意義深いし、それを契機に職

員同士の交流も進んでいる。全国ネットワークに繋がっ

ていくことで、歴史まちづくりのパワーが広がっていく

と思う。 

聞き手）後輩都市へのアドバイスを。 

市長）最初に金沢でトップセミナーがあり、コーディネータ

ーをお務めいただいた西村幸夫先生から、「金沢といった
中部歴まちサミット 亀山市開催 
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大きな都市だけでなく、亀山市という中小都市が入っている意味合いは、一つの新しいモデルである。

中小都市に可能性を感じさせる意義がある」という趣旨のことをおっしゃられたことが印象深い。都

市の大小、風格のみならず、それぞれの街が大切にしてきた文化資源に磨きをかけていくことは、ま

ちにとって大きな意義を持つ時代だと思う。それぞれのまちの輝きの総和が日本という国の豊かさ、

活力につながるので、そういう街が増えてきてほしいと願う。亀山も「小さくともキラリと輝くまち」

を目指して、多く英知を結集して末永く努力を重ねたい。 

 

 

聞き手： 

舟引敏明  宮城大学事業構想学部教授 

佐々木秀之 宮城大学事業構想学部准教授 
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３－７ 岡山県高梁市長 

 

近藤高梁市長インタビュー 

 

平成 28 年 11 月 24 日 

高梁市役所 

 

近藤隆則  高梁市長 

西 右介  高梁の歴史的風致を考える会会長 

      高梁地域づくり交流会会長 

加藤典男  高梁市成羽町観光協会吹屋支部長 

 

 

ポイント 

◎大学によって町が新しくなることと、高梁の歴史を守ろうとするターニングポイントだった。

大学ができるまでは景観のことなど考えていなかったが、それから始まった。（一社）高梁

青年会議所（ＪＣ）等のメンバーで何とかしないといけないと、高梁地域づくり交流会がで

きた。ＪＣの会長経験者が入って、危機感があり、民間から行政に働きかけるような動きが

始まった。 

◎学生は増えているが、町並みを壊すような動きは止まった。それから町並み保存のための議

論が高まり、そして歴まち認定を受けて、お寺の土塀も表だけはきれいになるように、皆さ

んが意識を持つようになった。 

◎古い町並みは歴まちできちんと保存をしていくが、それ以外の地域は新しいものを取り入れ

ていこうと、そこを融合させようという思いがある。 

◎ツタヤの図書館、サッカー場と歴まちとが矛盾なく政策として成り立っている。 

◎地元の人は高梁の魅力を理解していない。それがわかれば商売にもつながり新しいものと融

合できる。 

 

１．歴まちに取り組んだ経緯 

聞き手）もともと高梁市は文化財の施策をかなり熱心にやられていたと思いますが、8 年前に歴史まちづ

くり法ができまして、かなり早い段階で取り組まれました。まずはその辺の動機をお聞かせいただけ

ればと思います。 

市長）平成 2 年度から平成 4 年度にかけて東京芸術大学の前野嶤先生が城下町高梁に残る古い町並みの

調査をされました。平成 2 年はちょうど高梁市に 4 年生大学の吉備国際大学が開学した年です。その

頃、城下町の中に学生アパートが建ちはじめたため、岡山県が景観の網をここにかけました。ちなみ

に吹屋地区への景観規制はその 2 年後でした。景観を何とかしなければという機運が生じていました。 
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東京大学の西村幸夫先生や明治大学の小林正美先生にもいろ

いろとご指導いただきました。西村先生との出会いは、現在、

高梁商工会議所専務をされている遠藤正博さんが、平成 7 年に

地域活性化センターが主催する「地域リーダー養成塾」に商工

会議所から勉強に行かれて、その時に講師をされていた西村先

生を遠藤さんが高梁市にお呼びになってからだと聞いており

ます。先生にご協力いただいて商工会議所主催で「たかはし町

並み建築デザイン賞」が開催されました。この賞は、老朽化に

伴う住宅の建て替え、高層学生アパートの建築などで町並みが

崩れてきている中、町並み景観の重要性を再認識するととも

に、先駆的な取り組みを表彰することによって、町並み整備の

気運を盛り上げて行くことを狙いに平成 8 年に創設されまし

た。市街地の築後おおむね 10 年以内の建物などを対象に、城

下町の景観とマッチした建築物を一般公募したもので、その審

査委員長に西村先生になっていただいたとのこと。その後、平

成 12 年度と平成 15 年度の 3 回実施されました。その後も、度々、高梁を訪れてくださり、ご指導い

ただいており、本市が歴まち計画認定を目指していた頃、「歴史を活かしたまちづくりシンポジウム」

（2009.12.6）を開催しましたが、ここでもご講演をいただきました。 

また、小林先生は平成 5 年から 20 年余り、毎年夏休みに学生を連れられ高梁のまちにいろいろと提

案をいただいており、特に歴まち計画の策定の時には大変お世話になり、現在でも、同計画法定協議

会の会長をお願いしているところです。 

 

西会長）前野先生が学生を連れられ調査を行ったときは、家の中に入って調査するので住民の拒否反応が

多かったと聞いています。しかし、何度も住民の皆さんと話をしていくうちにお互いが理解し合え最

終的には調査ができたと聞いています。 

市長）昭和 30 年代、慶応大学の池田潔先生が高梁を訪れたとき、川と城がある高梁をドイツのハイデル

ベルグだと形容し、ここに大学ができればと考えられました。約

30 年後、実際に大学ができることになろうとは教授は想像だにさ

れなかったと思います。そこで危機感をもって町を愛する人と大

学ができることによって町が新しく変わることと、高梁の歴史的

な町並みを守ろうとするターニングポイントになったと思いま

す。大学ができるまでは町の景観のことなど重要視されていなか

ったのが、それから始まったように思います。 

西会長）我々が動き出したのも大学の影響が大きいといえます。映画

「男はつらいよ」のロケが 2 回、高梁で行われたが、山田洋二監

督が 10 年以上経っても何も変わっていないと言っていました。そ

の 2、3 年後に大学ができたのですが、高層の学生アパートが２棟

ポンポンと建ったら、10 年以上変わっていない町並みがいきなり

近藤 高梁市長 

 

西 会長 
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壊れだしたといった感じがしました。これは、何とかしないといけないと、（一社）高梁青年会議所（Ｊ

Ｃ）等のメンバーや、ＪＣの会長経験者らによって「高梁地域づくり交流会」が結成されました。民

間から行政に働きかけるような動きが始まったのです。 

市長）その頃は、私は財政部局にいました。市の財政も裕福だった頃です。そういう活動があることは知

っていました。その辺から町並みを守らないといけないという機運ができてきたように思います。平

成 10 年度から、古い建造物のファサードの 4 分の 3 を補助するようになりました。ベースはその辺

にあり、歴まちは取り組むべくして取り組んだと言ってよいと思います。 

私が市職員から出馬して当選したのは平成 20 年で、その間は同様の取り組みを続けていたというこ

とになります。 

歴まち法は正にこれだということで飛びついた感があります。西村先生も小林先生も高梁のためにで

きた法律だといって強く勧めてくれました。 

２．観光との連携 

加藤支部長）伝建地区を観光に結びつけるようなことを進めています。吹屋地区の伝建は昭和 52 年に選

定されました。倉敷市より早く、最初に修理したところがもう傷みも激しくなってきており、2 回目

の修復が必要になっている状況です。 

市長）歴まち計画に盛り込み、明治時代の木造校舎で

ある旧吹屋小学校の修理も進めています。改修費は

8 億 8 千万円かかりますが、あと 3 年、東京オリン

ピックの時に完成することになっています。今はど

う使うかを考えているところです。また、幕末に備

中松山藩の藩政改革を断行した山田方谷を訪ねた

河井継之助が逗留した水車小屋を復元しました。 

加藤支部長）旧吹屋小学校が工事中のため、観光客に

ご覧いただくところが一つ減ってしまっています。 

聞き手）弘前市の修理では何でも見世物にしています。 

３．教育委員会と市長部局の関係 

市長）通常の自治体と違って教育委員会と市長部局の

連携は問題ないです。絶対にやるんだという意志で

歴史まちづくり課をつくりました。文化財の保護と

活用は若干違うかもしれないが、小さな町だから問

題ありません。370 年続く松山踊りのように守るも

のは守る、でも活用できるのは活用する、それがま

ちづくりだと考えています。 

平成 16 年に市町合併があり市域が拡がりました。

雲海と備中松山城 

 

吹屋の町並み 
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備中松山城と吹屋の二つが同じ市の中に入ったので、両方を守らなければいけないと言いやすくなり

ました。そこで歴まち法ができて、平成 22 年に歴史まちづくり課をつくって認定を受けました。 

４．古いものと新しいもの 

聞き手）苦労話を聞かせてください。 

市長）景観を壊すなという声と、大学ができるのを優先すべき

だという議論がありました。しかし押し切られて建物が建

ってしまいました。それが一番残念だったと思っています。

大学が悪いといったことではなく、大学のあるまちとして

どう進むのかが課題で、その方向を保存の方に戻すのが大

変だったです。 

西会長）学生アパートを建てるのであれば、もっと駅（市街地）

の方に最初から建てるような仕組みがあれば良かったと思

いますが、最初の建物が歴史的町並みの中に建ってしまい

ました。学生アパートが 2 つできて、地域の人たちが話を

して、そこで一応止まりました。古い町並みのあたりは店も

ないので不便だからといったこともあったのかもしれませ

ん。 

市長）それからどんどん学生は増えているんですが、町並みを壊すような動きは止まりました。それか

ら町並み保存のための議論が高まり、そして歴まち認定を受けて、お寺の土塀も表だけはきれいにな

るように、皆さんが意識を持つようになりました。お金も出るようになりましたが、それだけではな

く市民の皆さんの意識が高まったと思っています。 

 

聞き手）駅や図書館など新しいものにも取り組まれていますが、その辺のお考えをお聞かせください。 

市長）古い町並みは歴まち法を活用するなどして、きちんと保存をしていきますが、それ以外の地域は

新しいものを取り入れていき、融合させようという思いです。それがいま実を結びつつあると思って

います。次は、旧吹屋小学校の復元もありますし、藩校・有終館の復元にも取り組んでいければと思

っています。 

 

５．民間の動き 

聞き手）産業は潤うようになりましたか。 

市長）ホテルや旅館業はいいようです。部屋が取れない場合もあるようです。飲食もいいと聞いています

が、新しい飲食店はなかなかできていない状況です。 

西会長）ホテルがいいのは雲海ブームが原因かもしれない。商店に後継ぎがいないので、新しく他所から

来た人を入れた方が活性化するのではないかとも思っています。 

山田方谷 (やまだ・ほうこく 1805～

1877) 

 

江戸時代末期から明治時代初期の漢学者、

備中松山藩士。藩主板倉勝静(いたくら・かつ

きよ 1823～1889)のもとで藩政改革を断行

し、大きな成功をおさめ、勝静が幕府の老中

となると、その政治顧問として幕政に関与し

た。また、多くの子弟を教え、備中松山藩を

支えた多くの人々を育て、河井継之助(かわい 

・つぎのすけ 1827～1868)のように他藩から

来遊する者も多かった。 

方谷自身は明治維新 

を境に教育に専心し、 

世に出ることを拒ん 

だが、その思想、手 

法、人材は次世代の 

大きな財産として残 

された。 
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市職員）移住政策にも取り組んでいます。移住は増えているので、

パン屋やカレーの移動販売など小さいお店ができはじめてきて

います。 

市長）課題は備中松山城を訪れた人がどこにも寄らず、そのまま帰

ってしまうこと。団体客が通過してしまっています。人がまちの

中で動けば、経済的にも全然違ってくるので、観光協会にもっと

頑張ってほしいと思っています。 

西会長）もう一つ何か施設がいるのかと思っています。藩校・有終

館を何とかしないといけないと思っています。また、山田方谷を

知ってもらおうと思っても展示している場所がないので、再建し

て山田方谷の資料を展示できればと思っています。 

市長）お城だけでは弱い。城下町の商家が残る本町は吹屋ほど町並

みが整っていないが、住まう人に賑わいをつくらなければいけない。 

加藤支部長）吹屋には、若い移住者が来られて、思いもよらないいろいろなことをやってくれて、うまく

やっています。活かされていない施設を使ってゲストハウスもオープンさせました。 

市長）ヨーロッパの客も増えている。アジアの客も多い。結構インバウンドの中でも、ヨーロッパ系の人

が多い。インバウンドに特別に取り組んではいないが、フランス人のアドバイザーに来てもらってい

ます。外国の方には京都や奈良ではないところの行先になっています。備中松山城はミシュランの一

つ星なので、人は来ます。でも特別なサービスが用意できているわけではありません。 

西会長）フランスからフイルムコミッションに取材の申し込みがあったと聞いています。歴まちの事業で

不評だったのは、石火矢町の舗装が白すぎたことくらいと思っています。 

市長）吹屋のまちはコンクリートの側溝がなくなりました。皆意識が変わってきた。そうすると外から商

売をする人がやってきます。尾道でも狭いところで商売が成り立っています。 

 

市長）今サッカー場もできている。駅のところに図書館ができれば人の流れが変わっていくと思う。1F

にはテナントの飲食店と 2Ｆにスターバックスコーヒーがこの田舎に入る。ツタヤの図書館、サッカ

ー場と歴まちとが矛盾なく政策として成り立っています。 

市長）自転車レースの高梁吹屋ふるさと大会。吹屋のヒルクライムレースも人気がある。今年は 1000 人

弱の参加がありました。このイベントは、一日で終わらないのが魅力で、他の日にも走りに来きます。

県道は掃除をして環境整備してくれて、地元も喜んでいます。運営は実行委員会形式でいろんな人が

入ってやってくれています。 

加藤 成羽観光協会吹屋支部長
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加藤支部長）63 ㎞・80 ㎞のマラソンとピクニックを

融合させた競技「マラニック」もやってます。 

 

聞き手）私の実感として、地域の人々が元気に取り組

んでいる印象がありますが（コラム参照）。 

市長）まちの人が歴史というものにもっと魅力を感じ

てもらうことができると思っています。地元の人は

高梁の魅力を認識していない。それが分かれば商売

にもつながり新しいものと融合ができます。行政も

地域の人も頑張っているので、継続していきたいと

思っています。 

西会長）高齢化が問題となっています。若者の定住対策がないと歴史も守れません。今、課題となってい

るのは近代化遺産の保存です。明治時代の建物で、空き家となっていて、かなり傷んでいますが写真

館が残っています。その保存も必要と考えています。 

加藤支部長）定住対策が重要と考えています。人がいないと、後が続いていきません。私たちの世代でで

きるだけ頑張ろうと思っていますが、継続してほしいと思っています。 

 

聞き手）やはり 20 年続けることは重要ですが、団体の新陳代謝が課題でしょうか。 

 

 

聞き手： 

舟引敏明  宮城大学事業構想学部教授 

佐々木秀之 宮城大学事業構想学部准教授 

 

 

 

コラム「地域の方々の活動が高梁を支えている」 

高梁市へ何度か伺ううちに強く感じたのは、行政を支える民間の方々の強い思いと、積極的な行動

力、そして仲の良さでした。商工会議所を中心として設けられた「高梁地域づくり交流会」は、産・

官・学・市民が一緒になって活動していこうという団体ですし、また歴史まちづくりの取り組みにあ

わせて設立された「高梁市の歴史的風致を考える会」は歴史まちづくりの認定へ向けてのシンポジウ

ム開催などのイベントに取り組んでこられたそうです。実際活動するメンバーは、ある程度共通して

いるようで、市長はもちろんのこと、商工会議所、観光協会、フイルムコミッションなどの代表・メ

ンバー、そして地域のお寺の住職さんも加わって、機会があっては集い、語らい、そして私たちよそ

ものが訪れた場合でも、歓迎して一献酌み交わしてまでいただけるのです。高梁を訪れる研究者や学

生などもどうやらこの魅力にいちころで参ってしまい、高梁の応援団になったのではないでしょうか。 

市長さんたちのお話を伺ううちに、このような地域の方々の活動は、やはり大学ができるときの危

機感を共有していることにあるのだと感じました。そしてその危機感は、高梁という街に育ち、山田

高梁市図書館 
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方谷以来の教育や暮らしを通じて、知らず知らずに培われた故郷への愛情があるからこそ、みんな同

じ思いが共有できるのかもしれません。 

 

高梁地域づくり交流会は、「産・官・学・市民」の幅広い方々がー緒になって、地域づくりを考え、実践していこうという任意団体

です。高梁地域でも青年経済団体などは組織されていますが、地域づくりをテーマにした組織はありませんでした。しかし、全国的

なまちづくりの機運の高まり、また、高梁地域でも平成２年の吉備国際大学の開学、中四国横断自動車道の開通（平成９年３月）を

ひかえる反面、歴史的町並み等が次々と近代化し歴史的資産やまちの個性を急速に失いつつあるところでもありました。こうした背

景から、高梁市のまちづくりを提案、実践しようと 「歴史を生かしたまちづくり」 「大学と地域づくり」 「交流を活かしたま

ちづくり」 の３つの柱をベースに様々な活動を展開しています。近年は他の団体と連携し幅広い活動を目指しています。また、全

県を範囲に設立された「岡山地域づくり交流会（目瀬守男会長・元美作女子大学学長、元岡山大学農学部教授）」に積極的に参加勉強

しています。（高梁商工会議所 HP より） 

 

 


