
富山県高岡市における歴史的町並み保全への取り組み

　　一伝統的建造物群保存地区制度に着目して一
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I｡はじめに

1｡問題の所在と既往研究の整理

　2004年に景観法が制定され，景観への関心

はますます高くなってきている。日本における

景観への関心は，歴史的町並み保全から始まっ

た（中井, 2005: 2）。その代表的な整備手法と

して, 1975年の文化財保護法改正によって創

設された「伝統的建造物群保存地区」（以下，

伝建地区とする）制度かおる。市町村が指定し

た伝建地区のうち，特に優れたものは，国が

「重要伝統的建造物群保存地区」（以下，重伝

達地区とする）として選定する1）。重伝建地区

は, 2009年12月現在において86地区を数える。

　伝建地区をはじめとする歴史的町並み整備

を，通常「保存」とせず「保全」と表現する。

具体的な整備手法として，歴史的町並みを構成

する要素に対し，「修理」だけでなく，「修景」

をも行う。つまり，淡野・呉羽(2006)が指摘

するように，重伝達地区の選定や歴史的町並み

保全活動には，観光化によって地域の経済的・

社会的利益，すなわち地域活性化をもたらすと

いう側面もある。

　地理学の既往研究では，柏柳（2000）が指摘

するように，歴史的町並みを観光地化，住民運

動と行政の対応，住民意識といった側面から分

析したものが多い2）。

　まず，重伝建地区を対象とした研究例とし

て，小堀(1999)は，千葉県佐原市（現・香取

市）佐原を事例に，歴史的町並みと商業活動の

変遷をたどった。溝尾・菅原（2000）は，埼玉

県川越市一番街商店街を事例に，町並み整備の

経過と観光化による店舗業種の変化や景観の変

化について論じている。

　伝建地区制度が創設されてから，四半世紀が

経過したことを意識した研究もみられる。大島

(2004, 2005)では，長野県楢川村（現・塩尻

市）奈良井を事例に，建築物の機能的変化と，

住民アンケートにより町並みが地域アイデン

ティティに作用していることを指摘した。中尾

(2006)では，福島県下郷町大内宿を事例に，

住民と観先客にアンケートを実施し，重伝建地

区選定から20年以上経過した大内宿は観光地

化による経済効果かおるものの，住民が大内宿

らしさの喪失と地域の共同体意識の脆弱化とい

う危機感を抱いていることを示した。

　このように，地理学における重伝達地区に関

する研究は，店舗業種など土地利用の機能的変

化という地理学が伝統的に行ってきた手法と，

住民などへのアンケート調査手法が用いられて

いる。

　重伝建地区とはなっていない歴史的町並み

地区を対象にした研究例として，片柳(2003)

は，長野県須坂市の歴史的町並み3）を事例に，

住民や行政の歴史的町並みに対する認識の変化

を分析した。須坂市では, 1980年代後半まで，

特に行政が歴史的町並みに注目していなかっ

た。しかし，それ以降中心部の活性化として歴
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史的町並みを活用するようになったという。須

山(2003)は，富山県（現・南砺市）井波町の

瑞泉寺門前町の景観を，伝統をテーマとする観

光の舞台と，生産をテーマとする工業の舞台と

いう二重構造によって理解できるとし，彫刻業

者，行政・地域社会，観光客，顧客などがパ

フォーマンスチーム，オーディエンスといった

役割分担しているという解釈を示した。淡野・

呉羽(2006)は，茨城県桜川市真壁町の歴史的

町並み4）を事例に，住民による歴史的町並み

の価値の認識という意識の潜在的向上から，登

録文化財制度の活用開始による町並み保全への

関心という意識の具現化へと変化してきたこと

を指摘した。また，新たな活動団体が複数設立

され，観光要素をもった活動が観先客に評価を

得るまでに至っていることを指摘している。丸

山ほか（2008）は，茨城県筑西市下館を事例

に，景観行政に積極的に取り組んでいない自治

体や地域における歴史的建造物の補修，保存，

利用，取り壊しに関する要因と，それが所有者

の意思決定に与えるメカニズムを分析し，地域

資源として歴史的建造物を価値づけることが必

要であると指摘している。

　これらの研究では，歴史的町並みへの価値の

発見の必要性や新たな解釈の可能性，また各主

体の地域での振舞い方が提示されている。

　伝達地区は，重要文化財や天然記念物と並ぶ

文化財の一種として扱われる。しかし，ほかの

文化財と異なり，人々の日常生活空間であるた

め，凍結保存のような方法をとることは，当然

のことながらできない。伝達地区にせよ，その

ほかの文化財にせよ，地域や国家アイデンティ

ティ剔出の一つの手段とされていくことを指摘

したのが，福田(1996)である。沖縄県竹富島

を事例に，本物であることが強調される文化財

保護の立場，地域アイデンティティの表明とし

て地域文化を顕彰する立場，自らの生活に根ざ

した住民の立場という複数の立場から，伝統が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー

保持されていることを指摘している。これまで

参照した研究も含め，ここで注目したいのは，

歴史的町並みが地域資源となったり，地域アイ

デンティティを形成したりすることである。

　ところで，保全のための規制をかけていくこ

とになる伝統的建造物の多くが民開所有物であ

ることから，伝建地区指定に対し住民の理解が

得られない場合もある。現在指定されている地

区のうち，たとえば川越市一番街，石川県金沢

市東茶屋町のように指定に至るまで2, 30年を

有した地区が存在する。

　住民や行政，外部者というような主体間での

合意形成という観点からの研究は，地理学より

もむしろ隣接分野に多く存在する。川越一番街

を事例とした岡崎・原料(1994)と，奈良県

橿原市今井町を事例とした岡崎・原料(1995)

は，ともに合意形成がなかなかうまくいかな

かった地区を事例に，その過程を細かな主体ご

とに整理している。また伊藤(2005)は，川越

一番街と合意形成が順調に進んだ竹富島を事例

に，住民組織のタイプの違いが，合意形成過程

に影響を与えることを指摘した。これらの研究

によって明らかにされているのは，各主体間の

利害関係であるが，対象となった地区は利害関

係の調整の結果，重伝建地区選定に至ってい

る。本研究では，伊藤(2005)に用いられた，

各主体間の振舞い方を地区ごとに比較する視座

に注目したい。

　歴史的町並みを有する地区の中には，伝建地

区指定に際し，最初に行われる「伝統的建造物

群保存対策調査」（以下，保存対策調査）が行

われたものの，伝建地区の指定を受けていない

地区5）も，決して少なくない。また，伝建地

区指定を最初から望まず，自治体や住民独自の

ルールに基づいて，歴史的町並み保全に取り組

んでいる地区もある。
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2｡研究の目的と研究対象地域

　これまで指摘してきた問題の所在や既往研究

の整理を通じて，本研究では，伝達地区とそう

でない地区とを比較する視座を取り入れ，各主

体の振舞いと，歴史的町並みの構成の中で地域

資源や地域アイデンティティ形成の役割を果た

している要素，要因などの解明を試みる。具体

的には，伝達地区，保存対策調査は実施したも

のの伝達地区にはならなかった地区，伝達地区

制度創設初期に指定を望まなかった地区間の比

較が可能な富山県高岡市（図1）における歴史

的町並み保全への取り組みを紹介する。筆者

は，本研究を，歴史的町並みの可視的側面，町

並み形成過程やその背景，地区に関わる人々の

図１　研究対象地域

　　　道路は主要なもののみ掲載.

　　　(国土地理院発行25,000分の1地形図により作成)
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活動などを包括的に含めた「景観」論としてま

とめていきたいと考えている。本稿は，その基

礎研究と位置づけ，事例対象地域における町並

みの概要と町並み保全活動の紹介を中心とし

高岡仏壇のほか，アルミ製品の生産が特徴的で

ある。人口は181,229人(2005年国勢調査）で

あり，富山県第2位の都市である。

(II～IV)，地域資源の指摘と伝建地区指定に　　II.

至った，あるいは至らなかった要因を各地区の

比較を通じて論じていく(Ｖ)。最後に，まと

めと今後の課題を示す（VI）。

　事例対象地域は，山町筋地区，吉久地区，

金屋町地区の3地区である。山町筋地区は，

1985年に保存対策調査が行われ，2000年重伝

建地区に選定された地区である。吉久地区は，

1993年に保存対策調査が行われたもののいま

だ選定に至っていない地区である。金屋町地区

は，高岡市で最も早くから歴史的町並み保全活

動を行ってきたものの，当時保存対策調査を行

わなかった地区である。なお，金屋町地区は，

2008年に伝達地区に向けた基礎調査（外観調

査）を行い，現在選定に向け住民参加型の活動

を続けている。このように，高岡市は一つの市

において三つの伝建にまつわる地区を有してお

り，比較検討するのに適している。

　なお本研究では，３地区の歴史的町並み地区

（図2～4で描かれた地区）を指すときは，そ

れぞれ山町筋地区，吉久地区，金屋町地区と表

記する。地区を付けない地名だけの表記は，地

区を付けた表記に比べ，広域を表す。具体的に

は，吉久では歴史的町並みを含む吉久2,3丁目

を指し，山町筋，金屋町については後述する。

　高岡の開町は, 1609 (慶長14）年に加賀藩

2代藩主前田利長が高岡城と城下町を造ったこ

とによる。３代藩主利常により，城下町から商

業都市へと転換が図られ，経済力を持つ町とし

て発展していく。高岡市教育委員会(1986: 5）

によれば，藩政期の産業として，米穀業の占め

る役割が大きく，そのほか，綿，鋳物などが挙

げられる。

　現在では，伝統産業の高岡銅器，高岡漆器。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

山町筋地区における町並みの特徴と

　　町並み保全活動の経緯

1｡町並みの特徴

　加賀藩2代藩主前田利長は，城の西側段丘の

下部に約75メートル四方の碁盤目状の町割り

を行った。そこに近隣の城下町から町人を招い

て，商人町を形成した（高田，2001）。現在で

もこの町制は維持されているが，1900（明治

33）年の大火以降，道路の拡張が行われてい

る。この大火では，市域の約6割を焼失した。

1899 (明治32）年施行の「建物制限規則（富

山県令第51号）」において，繁華街における建

物の新築時の防火構造の義務づけが行われてい

る。三沢・宮渾(1997: 113)によれば，防火

構造として具体的に土蔵造りとは明記されてい

ないものの，事実上土蔵造り以外は当てはまら

ない。この義務づけは，高岡をはじめ県内数か

所の繁華街が対象となっていたが，建設には多

額の費用がかかるため，建設できたのは，旧北

陸道沿いの大商人の住む地区が中心だったとい

う。

　商人町の中に，山町と呼ばれる地域かおる。

山町とは，国の重要有形・無形民俗文化財であ

る「高岡御車山」を所有・継承する十力町のこ

とである。経済の中心地であった山町は古くか

らの由緒ある町である。その中でも特に，旧北

陸道沿いの町である通町，御馬出町，守山町，

木舟町，小馬出町は，山町筋と呼ばれている。

　山町筋地区の伝統的建築物の分布を図2に示

した。山町筋の伝統的建築物の特徴は，明治時

代の大火以降に建てられた２階建，切妻，平入

り，瓦葺などからなる土蔵造りの町家である。

中にはレンガ造りの防火壁や大きな箱棟，装飾
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された鋳物の鉄柱などを有する町家もある。ま　　2.町並み保全活動の経緯

た，下屋が軒先から１間程度後退している建築　　（1）重伝建地区選定まで

物も多い。そのほか，鉄筋煉瓦造り２階建の銀　　　山町筋地区の町並み保全活動の経過につい

行や，いくっかの洋風町家も存在する。　　　　　て，表1にまとめた。山町では, 1980年から翌

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年にかけて，工学院大学による町並み調査が行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　われ，それを継承する形で1985年に保存対策

図2　高岡市山町筋地区における伝統的建築物の分布(2009年）

　　　（高岡市教育委員会(1986)と現地調査により作成）
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表1　高岡市山町筋地区の歴史的町並み保全活動

国 県 市
住
民

そ
の
他

1980年

1981年

1985年

1986年

○
○

○
○

○
○

工学院大学による調査

工学院大学による調査

伝達地区保存対策調査

伝達地区保存対策調査報告書完成

1992年

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年

1999年

○
○

○
○

○
○

○

○
○
○

○

○
○

○

○

○

○

○

中層マンション建設計画

「土蔵造りのある山町筋まちづくり協議会」結成（御馬出町，守山町，木

　舟町，小馬出町の４力町）

「菅野家住宅」重要文化財

「菅野家住宅」の一般公開開始

「高岡市町並み保存・都市景観懇話会」開催

「土蔵造り町並み自衛消防隊」結成

「高岡市における町並み保存・都市景観形成に関する提言」

木舟町において「土蔵造りフェスタ」開催

「井波屋仏壇店」，（「佐野家住宅」）登録有形文化財

「筏井家住宅」県指定文化財

日日室崎家住宅」市指定文化財

「高岡市町並み保存・都市景観形成に関する条例反び規則」施行

「高岡市町並み保存・都市景観形成事業補助金交付要綱」施行

４力町と高岡商工会議所共催による「土蔵造りフェスタ」開催

2000年

2001年

2002年

2005年

2007年

○

○

○
○
○

○

○
○

○

○

○
○ ○

伝達地区の都市計画決定

重伝達地区の選定

「高岡市重要伝統的建造物群保存地区における高岡市市税賦課徴収条例の

　特例を定める条例」施行

国庫補助による修理事業等開始

「お雛様まつり」開催

日日室崎家住宅」を「高岡市土蔵造りのまち資料館」として開館

山町筋防災拠点施設，並びに観光用駐車場整備

「天神様まつり」開催

４力町と末広開発㈱高岡町衆サロン共催による「土蔵造りフェスタ」開催

公共空間整備事業（無電柱化，路面整備）開始

調査が行われている。この調査は，文化庁の提

案によって行われた。これにより，山町の歴史

的町並みの学術的な価値の発見がなされたとい

える。この時期は，山町における町並み保全活

動の萌芽期と位置づけられよう。しかし，その

後，停滞期に入る。高岡市側の反応は，調査を

請け負った教育委員会が，将来的に，重伝建地

区の選定を視野に入れていたものの，他の部局

が必ずしも積極的ではなかった。

　その後，伝建地区指定に至るまでの転機につ

いては2点を指摘できる。1点目は, 1988年の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー

(高岡市資料と聞き取り調査により作成)

佐藤孝志市長の誕生である。佐藤は，高岡市を

歴史や文化によって売り出していくべきだと唱

えていた。教育委員会にとって，佐藤は，部局

内における伝達地区指定の機運を高める存在で

あったといえよう。

　2点目は, 1992年の山町におけるマンション

建設計画である。もともとこの地区は，開町以

来の町人地であり，都市計画法の用途地域は

「商業地域」である。そのため，マンション建

設には何ら違法性がない。地区住民は，このマ

ンション建設計画に対し，反対という立場では
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なく，高さを抑えることを求め，住民運動を開

始した。その時結成された組織が，「土蔵造り

のある山町筋まちづくり協議会」である。住民

の働きかけを受け，市側は建設計画に対し行政

指導も検討したが，あまり効果が期待できない

ため断念した。その結果，マンションは計画通

り建設された。この出来事以降，山町の町並み

保全は伝建地区制度の啓蒙期，そして伝建地区

指定へ向けた活動期へと進む。

　市は1996年に市民代表による「高岡市町並

み保存・都市景観懇話会」を発足させた。この

会を通じ，市は山町の住民への説明会を重ね

た。住民は，先のマンション建設の件を踏ま

え，山町の町並みを守るためには伝建地区の指

定が有効であるという教育委員会の提案を受

け，指定に向けた動きを始める。住民らは当

初，伝建地区制度に懐疑的であったという。し

かし，市の幾度もの説明を通じ，このまま町の

変化を静視するのではなく，行動することを選

択した。こうして市は，伝建地区の指定につい

ての同意書を地区住民の92％から得た。なお，

残りの8％についても積極的な賛成はしないも

のの，かといって強い反対というものでもな

かったという。

　この間，建築物に対する保存の取り組みとし

て, 1994年の「菅野家住宅」の重要文化財指

定と翌年の一般公開化をはじめ, 1998年，「井

波屋仏壇店」，「佐野家住宅」6）の国登録有形文

化財，「筏井家住宅」の県指定文化財，「旧室崎

家住宅」の市指定文化財が指摘できる。

　1998年には「高岡市町並み保存・都市景観

形成に関する条例及び規則」の施行に至った。

この条例制定の前提には，山町の町並み保全か

おる。しかし，この時期，すでに日本各地にお

いて，歴史的町並み保全の活動や条例の制定が

2000年5月には，山町筋地区の伝達地区につい

ての高岡市都市計画決定がなされ，同年12月，

山町筋地区は重伝達地区の選定を受けた。

　ちなみに，重伝建地区に選定されているの

は，山町十力町のうち，守山町，小馬出町の各

全域と，証馬出町，木舟町，一番町，三番町，

源平町，元町の各一部である。この範囲は，

1986年の保存対策調査において調査された範

囲とは異なり，縮小されている。市は，伝建地

区指定にあたり，町内単位で指定することを前

提としていた。しかしながら，先の協議会への

参加頻度が低かった一番町，三番町，源平町に

ついては全域の選定には至らなかった。

　（2）重伝達地区選定から現在まで

　重伝達地区選定後には，国庫補助による修理

修景事業が開始された。 2007年までに主星に

ついては62％の事業達成度である。また，観

光客向けの施設として，「旧室崎家住宅」を整

備し, 2002年に「高岡市土蔵造りのまち資料

館」が開館した。また同年，防災施設・観光駐

車場の整備を行った。さらに2007年からは，

道路の無電柱化と，路面整備が行われている。

　住民主体のソフトの活動としては，町家の

ショーウィンドウを活用したイベントである

「天神様まつり」や「お雛様まつり」かおる。

　このように現在は，重伝達地区選定後の整備

として資料館，観光駐車場の整備や修理修景事

業，無電柱化といったハードの事業と，住民主

体のイベントの開催などソフトの事業の両方が

進められ，歴史的町並み保全活動の発展期とし

て位置づけられる。

III. 吉久地区における町並みの特徴と

　町並み保全活動の経緯

進んでいたことを受けて，高岡市は歴史的町並　　1.町並みの特徴

みだけでなく，都市景観全体を対象とした条例

の制定を目指すことになったという。その後

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

　吉久は，東に庄川，西に小矢部川の広大な河

口の間の狭陰な場所に立地している。このよう
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な地形になったのは明治末期以降のことであ

る。以前は河口より2.5キロメートル上流で，

庄川が小矢部川に合流していたが，伏末港を土

砂の流入から守るために，新たに庄川の河口が

開馨されたため，現在のような地形となったと

いう（三沢・宮渾, 1997: 94）。

　吉久は，江戸の幕末から明治初期に米商に

よって繁栄した。ただし，江戸時代から戦後に

至るまで周囲に農地を持ち，農業も営んでい

た。

　吉久地区は，集落の中央を旧放生津往来が走

る（図3）。この道路は緩やかに曲折している

ことが特徴である。吉久の伝統的建造物は，こ

の道路沿いに集中している。このほかに集落を

囲むように大きな道路が2本走っているため，

外部からの通過交通はほとんど考えられない。

保存対策調査では，伝統的建造物だけでなく，

吉久の農村的，牧歌的印象も評価している。

　吉久地区の伝統的建築物の分布を図3に示し

た。吉久地区は，町家建築，とりわけ「さまの

こ」と呼ばれる千本格子が特徴的な町並みを形

成している。各敷地は，通りに面して間口が狭

く，奥行きが長い短冊状になっている。伝統的

建築物の特徴は，千本格子のほか，２階建，切

妻，平入り，瓦葺，大棟の位置が梁行の中央よ

りも半間ほど後方にずれている家が多いことで

ある。また，そのほかの特徴にっいては，二つ

に分類される（高岡市教育委員会1995)。一つ

は，登梁式，白壁，2筋の貫，両端に卯建壁を

もっ低い２階,腕木庇の形態（登梁・腕木庇式）

であり，もう一つは，腕木式，大きな窓かおる

高い２階，下屋庇の形態（腕木・下屋庇式）で

ある。なお，吉久地区には, 1997年に登録さ

れた「能松家住宅」, 1998年に登録された「有

藤家住宅」の2件の国登録有形文化財かおる。

図3　高岡市吉久地区における伝統的建築物の分布(2009年）

　　　（高岡市教育委員会(1995)と現地調査により作成）
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表2　高岡市吉久地区の歴史的町並み保全活動

国 県 市
住

民
そ
の
他

1993年

1995年

1997年

1998年

2005年

○
○
○
○

○

○
○

○
○ ○

伝達地区保存対策調査

伝達地区報告書完成

「能松家住宅」登録有形文化財

「首藤家住宅」登録有形文化財

「吉久の伝統的町並みを考える会」結成

「さまのこアートinよっさ」開催開始

「うるおい環境とやま賞」受賞

2｡町並み保全活動の経緯

　吉久地区の町並み保全活動の経過について，

表2にまとめた。吉久地区は1993年に保存対策

調査が行われた。これは横浜国立大学教授の関

口欣也らが高岡市へ提案し，それを受け高岡市

が文化庁に提案し行われた。しかし，今日まで

伝建地区の指定には至っていない。住民は，伝

建地区に指定されることに対し，消極的であ

る。住民は建物内部空間の暗さなど，建築物の

不便さという問題を抱えており，町並みの積極

的な評価になりづらい。「吉久の伝統的町並み

を考える会」という住民組織が作られているも

のの，その活動メンバーの中心は，吉久地区の

住民よりもむしろ，その周辺に住む住民である

という。すなわち，町並みに価値を見いだした

周辺住民から地区住民への啓蒙活動が続けられ

ていると考えることもできよう。加えて，「さ

まのこアートinよっさ」7）という芸術家，大学

生が参画した芸術イベントなどの開催もある。

現在は，ソフト面での住民への啓蒙活動がなさ

れている地道な啓蒙期にあるといえる。

IV.　金屋町地区における町並みの特徴と

　　　　町並み保全活動の経緯

1｡町並みの特徴

　金屋町は，鋳物の町として知られる。三沢

-

(高岡市資料と聞き取り調査により作成)

宮渾(1997: 98）によれば，前田利長は開町に

あたって近郊（現在の高岡市戸出）の西部金屋

町より7人の鋳物師を招き，金屋町を開いた。

金屋町は火災に対する配慮から，町の中心部と

は千保川を隔てた対岸におかれ，長さ100間，

幅50間の無租地が与えられた（三沢・宮渾，

1997: 98）。その後，この50,000坪の拝領地を

中心として，隣接する横田村などから請地を行

い，発展してきたのが現在の金屋町である。な

お，金屋町とは，金屋中町，金屋西町，金屋上

町，金屋東町，金屋本町，金屋古町，宮川町

の七力町の総称である。 2009年4月から金屋中

町，金屋西町，金屋上町，金屋東町，金屋古町

の五力町が一つになった。

　金屋町地区の伝統的建築物の分布を図4に示

した。町並みは，吉久同様「さまのこ」と呼

ばれる千本格子が卓越している。三沢・宮渾

(1997: 98）によれば，道路側に主星，中庭を

挟んで土蔵，その奥に常に火を使用する鋳造所

（吹場）かおる。伝統的建築物の特徴は，千本

格子のほか，２階建，切妻，平入り，瓦葺，両

側に袖壁を付けた構造となっている。２階は低

く抑えられており，アマと称される物置として

使用されている。また，２階正面は梁や束の周

りを白漆喰で塗りつめられている。

　街路の特徴は，中心的な道路が石畳となって

いる点である。これは, 1989年の路面整備事業
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高岡市金屋町地区における伝統的建築物の分布(2009年）

（高岡市資料と現地調査により作成）

によって行われたものである。また，それに先

駆けて, 1986年には無電柱化か行われている。

2｡町並み保全活動の経緯

　金屋町地区の町並み保全活動の経過につい

て，表3にまとめた。金屋町では，行政，住民

双方の取り組みが初期段階から見られる。町並

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

み整備はハード面を中心に1984年以降集中的

に取り組まれている。具体的には，石畳舗装，

無電柱化，消雪設備の設置，記念公園の開園な

どである。ハード面の事業はあくまで公共空間

に限定された。行政の担当部局は都市計画課で

ある。また，富山県による事業も行われてい

る。住民側は，小冊子の発行をはじめ，住民組
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表3　高岡市金屋町地区の歴史的町並み保全活動

国 県 市
住
民

そ
の
他

1979年 ○ 横田地区居住環境整備事業計画調査

1980年

1981年

1982年

1983年

1984年

1985年

1986年

1987年

1988年

1989年

○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○
○

○

○
○

○

○

旧銀行の支店を買収，改装して「金屋町公民館」と「鋳物史料館」を開設

小冊子「高岡鋳物について」発刊

「鋳物の町，金屋通り整備基本構想」

「金屋町まちづくり推進協議会」結成

歌謡曲「金屋町」のレコード制作

「金屋町まちづくり委員会」を設置

「金屋町通り整備基本計画」

「魅力ある街づくり推進地区」指定

「彫刻のあるまちづくり事業」（鳳鳴福欄干デザイン化，ブロンズ「鳳凰」

　の設置）

鳳鳴福前後の歩道路面整備，植栽の設置，街路灯の整備

「金屋緑地公園」の整備開始

「鋳物史料館」の屋上に時鐘「励みの鐘」設置

金屋町通りの無電柱化（軒下配線，裏通り供給）事業開始

無電柱化事業完了

建設省「第１回手作り郷土賞」

「金屋町通りまちなみ委員会」設立

まちなみ委員会総会で「金屋町まちづくり憲章」決議

県道の歩道路面整備完成

「金屋緑地公園」完成

金屋町通りの路面整備事業（石畳舗装，消雪パイプ，小公園の整備）開始

「新幸福」色彩を塗り替え

小冊子「高岡鋳物師物語」発刊

1991年

1992年

1997年

○
○

○
○

金屋町通りの路面整備事業完成

「うるおい環境とやま賞」受賞

金屋緑地駐車場整備事業（駐車場，トイレ，出入り口）実施

「金屋町の町並みを考える藤グループ」結成

2001年

2006年

2007年

2008年

2009年

○

○
○
○
○
○

○ ○

○

日日南部鋳造所」登録有形文化財

「さまのこフェスタ」開催開始

「鋳物資料館」開館

伝達地区選定に向けた住民アンケート（金屋町地区）実施

伝達地区へ向けた基礎調査，地元説明会開始

「金屋町楽市」開催開始

伝達地区選定に向けた住民アンケート（内免地区）実施

織の立ち上げ，「町づくり憲章」の制定など，

ソフトの取り組みを通じて住民活動を行ってい

た。住民側は，伝建地区の指定を受け入れない

立場をとっていた。この頃は，全国の他地域に

おいても伝建地区制度が消極的にとらえられ，

地域住民の理解が得られないケースが少なから

ず存在していた。金屋町の場合も，そのような

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー

(高岡市資料と聞き取り調査により作成)

時代背景による。行政による事業は，住民から

の「伝建地区にはしない」という提案に同意す

るという前提のもとに，住民から理解を得た上

で行われていた。そのため，伝建地区の担当部

署である教育委員会に活動参加の余地はなかっ

た。すなわち，歴史的町並みの価値自体は住民

も行政も早くから見いだしていたものの，伝建
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地区指定を検討することができなかった。

　金屋町における公共空間のハード整備の事業

が「鋳物資料館」の建設取り組みを残し一段落

した1992年以降，停滞期に入る。

　2001年以降，まちづくり，ものづくりを中

心とする，住民や外部者からの仕掛けが試みら

れている。 2001年からは，女性を中心とする

「金屋町の町並みを考える藤グループ」を発起

人とするイベント「さまのこフェスタ」が開催

されている。通りでの弥栄節の実演をはじめ，

職人，芸術家らの作品展などが催されている。

2008年からは，富山大学芸術文化学部発案に

よる「金屋町楽市」が開催されている。金屋町

が，工芸と生活と産業が同居する空間であると

とらえ，工芸作品の展示，販売などを行ってい

る。

　2006年に入り，「鋳物資料館」が開館し，行

政と住民との約束事が達成された。これに加

え，住民の世代交代，先行事例である山町筋地

区の重伝建地区選定後の経過などを背景に，住

民の間で伝建地区制度への理解が得られるよう

になってきた。そして, 2008年伝建地区指定

に向けての基礎調査が行われた。現在，伝建地

区の指定に向け，ワークショップの開催など住

民参加型の活動が進められている。

V｡歴史的町並みにおける地域資源

　伝建地区の指定を受けるか，受けないかの判

断は，それぞれの主体間の調整による人為的な

ものである。ここでは，その判断をしていく材

料となろう地域資源の特徴について，表4を用

いて，若干の考察を行う。その際，地域資源と

伝建地区指定，観光地化との関係についても検

表4　高岡市の伝建地区にまつわる３地区の地域資源

山町筋地区 吉久地区 金屋町

伝達地区　　保存対策調査

　　　　　　　選定

1985年

　↓

2000年

　1995年

　　↓

予定なし

2008年（外観調査）

　　　　↓

選定に向け進行中

町並みの　　建築物の連続性

可視的側面

　　　　　　　街路の景観

　　　　　　　建物特性

点在，３階以上の建築

物あり

屋根並みが整っている 屋根並みが整っている

無電線化進行中 折れ曲がりのシークエ

ンス

無電柱化，石畳

町家 町家 町家

立地　　　　機能

　　　　　　　市内の位置

城下町のうちの町人地 河口の米集散地 城下町のうちの職人地

中心部 周縁部 半周縁部（川向う）

歴史的背景　民俗 御車山祭 獅子舞 御印祭

住民特性　　かつての職業

　　　　　　　地域アイデンティ

　　　　　　　ティの強さ

問屋商が中心 半農半商 鋳物職人

財力，屋敷の規模 周辺住民の関心が強い 職人気質，住民主体のま

ちづくり

住民組織　　発足時

　　　　　　　現在

マンション建設計画へ

の働きかけ

条例がきっかけ 行政参画前から組織

ソフト面への取り組み 周辺住民が多い 複数の組織

ソフト面への取り組み

主な市の担当部署 教育委員会 教育委員会 都市計画課→

教育委員会，都市計画課

-
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討する。

１

富山県高岡市における歴史的町並み保全への取り組み（山口）

　町並みの可視的側面

まずは，伝建地区制度の根幹である町並みの

ある。山町筋の建築物の規模は，この点が満た

しやすく，観先客の滞在時間を長くすることが

できる。

可視的側面について検討する。現在の山町筋地　　2.立地

区はほとんどが住宅として利用されているた

め，街路に賑わいはあまり感じられない。それ

に加え，伝統的建築物の連続性が低いことも

指摘できる。すなわち，３階以上のビルやパラ

ペットを付けた建築物の中に伝統的建築物が埋

もれてしまっている印象を受けるのである8)。

　しかし，パラペットを付けている伝統的建築

物は，取り外せば山町筋らしい町並みの要素に

変わる。重伝建地区であるので，修理に対し補

助金が得られる。重伝建地区は，修理修景を通

じて少しずつ町並みを良くしていくこと9)がで

きる点て効果的である。

　金屋町は，公共空間の景観整備が進められて

きた。道路はすでに無電柱化されている。ただ

し，この事業の中で進められた道路の石畳舗装

は，確かに歴史的町並みらしさを剔出するが，

かつてこの道路に石畳が敷かれたことがあった

かという真正性にっいては定かではないとい

う。

　また，山町筋地区は土蔵造りをはじめとする

伝統的建築物の規模の見栄えに特徴かおるとい

える。それに対し，吉久地区，金屋町地区は，

1軒当たりの規模は大きくないものの，伝統的

建築物の集合の見栄えに特徴かおる。ただし，

全国各地の重伝建地区を見れば明らかなよう

に，この違いが，伝建地区指定に関する要因と

は説明できない。

　これは筆者の経験的な分析であるが，観光の

視点で歴史的町並みを考えた場合，観先客は，

可視的な町並みそのものを楽しむだけではな

い。可能ならば，建築物の内部を見学したり，

資料館で歴史や産業を知ったり，もちろん，食

事，買い物をしたりということも楽しむはずで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー

　次に，立地との関係を検討する。ここでは，

各地区の立地による機能と影響を，後者につい

ては観先客の来訪手段に注目して説明する。

　山町筋は，町人地であった。彼らの職種は問

屋商であり，かつて山町筋一帯は問屋街であっ

た。しかし，問屋センターが郊外に建設され，

現在では，ほとんどの建物が住居として使用さ

れている。

　現在の山町筋は，高岡駅から北西に約600

メートル，駅前の中心商店街からほど近い市街

地に立地している。この立地条件は，山町筋の

伝建地区指定へ動き出すきっかけとなったマン

ション建設計画のような外的要因が，他の2地

区に比べると生じやすい。また，高岡駅や万葉

線の電停からも近く，公営駐車場も整備されて

いる。そのため，観先客が足を運びやすい立地

となっている。このように，山町筋は，良かれ

悪しかれ，外部の人々が入りやすい立地条件に

あり，流動性・変動性，すなわち変化が生じや

すい。

　吉久は，河口の米集散地の機能を担っていた

が，現在は住宅地となっている。町の機能が変

化したことは山町筋と同じである。

　現在の立地が与える影響について，吉久は山

町筋とは対照的である。吉久地区が伝建地区に

指定されていないにもかかわらず，今日まで町

並みかおる程度維持されている最大の理由は，

都市化の影響を受けていない立地，すなわち静

態的な地域性にある。住環境として大きな変動

が生じていない。ただし，これは本研究が対象

としている吉久地区，すなわち旧放生津往来の

道路沿いにいえることであり，周辺には戸建集

合住宅地が存在する。
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　吉久は，地元の観光マップに取り上げられて

いるが，観光地としての整備は特になされてい

ない。万葉線の高岡駅前電停から新古久電停ま

では片道25分程度かかる。また，住宅地であ

るため，公営駐車場も整備されていない。この

ように，吉久は外部からの流人がほとんど見ら

れない。

　金屋町は，イベントでも見られたように，職

住一致という立地の機能が地域アイデンティ

ティの形成に強く作用している。

　金屋町は，山町筋から徒歩10分程度の場所

に位置している。コミュニティバスが運行され

ているものの，公共交通機関の便は必ずしも良

いとはいえない。ただし，公営の駐車場が整備

されている。

　このように，各地区の立地による機能は，歴

史的町並みらしさを構成する重要な要素であ

る。また，立地と伝建地区指定との関係は，山

町筋と吉久において対照的に見られたように，

流動性・変動性の大きさ，それに伴う外的要因

の存在にあるといえよう。

3｡歴史的背景，住民特性，住民組織

　第3に，民俗を中心とする歴史的背景と，そ

れに伴う住民特性，そして住民組織について検

討する。

　山町筋は，御車山祭による町内の結束や屋敷

町筋に比べ，吉久は民俗行事などにおいて，ア

イデンティティを強固とするほどの要素が少な

いlo）。歴史的町並みが，アイデンティティを

高めていく要素であると考えているのは，むし

ろ周辺住民である。

　金屋町には，利長の命日に遺徳を偲ぶための

御印祭というこの地区固有の民俗行事かおり，

鋳物という産業，町並みと併せて地域アイデン

ティティは高いといえる。住民には，早期から

積極的な活動が見られたものの，伝建地区に対

する意識は，この制度ができた頃の懐疑的なイ

メージが強く，キーパーソンが伝達地区指定に

否定的であった。

　先に指摘したように，今日では世代交代が進

んでおり，また職住一致の住まい方だけではな

いさまざまな属性の住民が存在する。「金屋町

の町並みを考える藤グループ」など，複数の住

民組織による活動も盛んである。

　このように，伝達地区指定はただ単に可視的

な町並みそのものの良さだけではなく，町並み

の，とりわけ形成過程において強く働きかける

歴史的背景と住民特性が強いほど，伝達地区指

定に効果を及ぼすことがわかる。ただし，伝建

地区制度創設初期に住民の活動が盛んだった金

屋町のように，伝建地区制度の活用がスムーズ

に進まないこともありうる。

の規模，財力による誇りが，住民の地域へのア　　4.行政の対応

イデンティティを高めているといえる。とく

に，守山町，木舟町，小馬出町は，伝統的に最

も裕福な商人の住んだ町とされている（三沢・

宮渾, 1997: 94）。現在まで続いている「土蔵

造りフェスタ」は，もともとは木舟町のイベン

トとして開催されていた。

　もちろん，マンション計画以降の住民組織や

まちづくり活動も，彼らの地域へのアイデン

ティティをさらに高める要素となっている。

　もともと地域アイデンティティの高かった山

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

　第4に，行政の関わり方について検討する。

これは，特に金屋町において縦割り行政の弊害

があったことは否めない。しかしながら，現在

行われているワークショップでは教育委員会も

都市計画課も参加している。

　教育委員会は，山町筋，金屋町において，外

的要素から町を守る手段として，伝建地区指定

の有用性を説明してきた。反面，吉久は外的要

素が入ってくる可能性が低いため，このような

説明ができない。
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　また，補助金が関わるこの事業に対し，住民

からの声が大きくない以上，吉久地区を積極的

に伝建地区指定へと進めていくことをためらっ

ている。行政も，住民も，伝建地区指定に伴う

価値が見いだせないでいることを指摘できる。

　ただし，金屋町における「金屋町まちづくり

推進協議会」や，吉久における「吉久の伝統的

町並みを考える会」は，教育委員会とともに，

協働モデル事業を進めており，歴史的町並みだ

けではない取り組みが行われている。

5｡まとめ

　最後に，3地区ごとの相対的な特徴を，歴史

的町並み形成の背景と，伝達地区指定へのイン

パクトに分けて時系列的に検討する。

　山町筋地区は，町並み形成の背景として，立

地，歴史的背景，住民特性がもともと強固なこ

とに特徴かおる。そこに伝達地区指定のインパ

クトとして，マンション建設計画と，その後，

行政のうち教育委員会が関わり，重伝建地区選

定となった。

　山町筋地区では，選定後の効果として，修理

修景事業はもちろんのこと，人口動態にも効果

を及ぼしている。山町筋地区では，伝統的建築

物に空きが生じた際，その伝統性を積極的に活

用する希望者が入居しているという。町並み保

全が有効に機能しているといえよう。

　吉久地区は，町並み形成の背景として，立地

に特徴かおるが，山町筋と比べ，強固な地域ア

イデンティティ要素となっていない。また，保

存対策調査後にも地区へのインパクトが特にな

い。ただし，町並み自体にも大きな変化が生じ

なかった。

　現在の吉久地区では，高齢化や空家の発生と

いう課題が生じており，町並み変容の可能性を

帯びている。町並み保全の視点だけでいえば，

景観法などの枠組みの中でルールを適用させる

方法もあろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

　金屋町地区は，町並み形成の背景として，山

町筋地区と同じく，立地，歴史的背景，住民特

性がもともと強固なことに特徴かおる。また，

行政のうち都市計画課と住民が一緒になって，

公共空間を作り上げてきた。すなわち，住民特

性は３地区の中で最も強い。歴史的背景は，山

町筋地区ほど強くない。

　伝建地区指定へのインパクトとしては，ハー

ドの事業が済んだことのほか，世代交代，伝建

地区制度への理解という人為的要因が強い。

ＶＩ．おわりに

　本研究では，高岡市を事例に歴史的町並み保

全活動を紹介し，地域資源の指摘と伝建地区指

定に至った，あるいは至らなかった要因を各地

区の比較を通じて検討した。得られた成果は以

下のように要約できる。

　山町筋地区と吉久地区はどちらも，建築学の

専門家，すなわち外部者により町並みに対する

価値の発見がなされ，保存対策調査へ進んだ。

その後，山町筋地区は重伝建地区となった。吉

久地区は，現在でも地区住民の町並みに対する

評価が相対的に高くないことが伺える。他方，

金屋町は住民や行政によって早期から価値の発

見がなされていた。だからこそ，住民が主体的

に町並み整備に関わり，少なくとも活動初期に

おいて，伝建地区指定は不必要とみなされてい

た。

　山町筋地区と金屋町地区を比較すると，主体

の振舞い方が伝建地区指定の要因となるとい

う，既往研究などで指摘されていることが確認

できる。山町筋地区と吉久地区の比較では，立

地，歴史的背景といった地域資源の程度やそれ

らに対する認識の差が，伝建地区指定の要因に

なると考えられる。

　本稿は先に記したように，歴史的町並みの可

視的側面，歴史的町並み形成過程やその背景，
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地区に関わる人々の活動などを包括的に含めた

「景観」論としての基礎的研究と位置づけてい

る。そのため，本稿が概略的な内容になってし

まったことは否めない。稿を改めて，歴史的町

並みの可視的側面や住民意識などについて検討

していきたい。

　　　　　　　　　付　　記

　本研究を進めるにあたり，高岡市教育委員会

事務局文化財課高田克宏氏のお世話になりまし

た。末筆ながらお礼申し上げます。なお，本研

究は，駒渾大学応用地理研究所研究費を使用し

た。本研究の骨子は, 2009年度人文地理学会大

会(2009年11月，名古屋大学）にて発表した。

　　　　　　　　　　注

6）「佐野家住宅」は，2000年の重伝達地区選

　　定時には，地区外となった。

7）吉久は，地元では「よっさ」と呼ばれてい

　　る。

8）山町筋の景観デザインをはじめとする可視

　　的側面については，稿を改めて議論したい

　　と考えているが，三島ほか(1997)が，山

　　町筋の伝統的建造物の点在を問題意識とし

　　た研究を行っている。

9）ここでいう「町並みを良くしていくこと」

　　とは，景観デザインや景観評価など，工学

　　分野で一般的にいわれる町並みの良さのこ

　　とである。　したがって，まちにとって，あ

　　るいは個人や他の主体にとって，修理修景

　　を通じて町並みを変えていくことが良いか

　　どうかということではない。

1）本研究では，特に必要としない限り，伝建　　10）「吉久の伝統的町並みを考える会」では，

　　地区と重伝建地区を区別せず，伝達地区と

　　表現する。

2）地理学では，歴史的町並みを研究対象とす

　　るうえで，最も根幹的な存在である可視的

　　側面，すなわち景観デザインを中心とした

　　研究が少ない。これは，保存対策調査の調

　　査報告書に詳細な記録がなされることや，

　　重伝建地区選定への過程において建築学や

　　都市計画の専門家が参画しているため，彼

　　らが選定への活動と同時並行で研究成果を

　　まとめることなどに影響していると考えら

　　れる。

3）須坂市は1989年に保存対策調査が行われ

　　ている。

4）桜川市真壁町真壁の約17.6 haが, 2009年9

　　月に伝建地区の都市計画決定され，伝達地

　　区条例の施行規則を公布している。そして

　　2010年2月に重伝建地区の申請が予定され

　　ている。

5）たとえば，横浜市山手や名古屋市有松など

　　かおる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

吉久神明社秋祭の獅子舞神事や，戸出から

吉久までの馬下げ川下げのイベントなど民

俗行事を記録に収めることを進めている。

これらも地域アイデンティティを形成する

一要素となりうる。
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写真1

写真２

写真3

高岡市山町筋地区の町並み

(2009年7月撮影)

高岡市山町筋地区の町並み

(2009年7月撮影)

高岡市山町筋地区「菅野家住宅」

(2008年7月撮影）

写真４　高岡市吉久地区の町並み

　　　　(2008年7月撮影)
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富山県高岡市における歴史的町並み保全への取り組み（山口）

写真５　高岡市吉久地区の伝統的建築物

　　　　（登梁・腕木庇式) (2008年7月撮影）

写真６ 高岡市吉久地区の伝統的建築物

（腕木・下屋庇式) (2008年7月撮影）

写真７　高岡市金屋町地区の町並み

　　　　(2008年7月撮影)

写真８　高岡市金屋町地区の町並み

　　　　(2008年7月撮影)
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