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文化遺産フィールド研修　論考編

歴史文化遺産をまちづくりにどう活かすか

京都府立大学文学部歴史学科  共同研究員
奥谷　三穂

はじめに

平成 26 年（2014）9 月 2 日から 3 日に
かけて、本学歴史学科第 6 回文化遺産フィ
ールド研修に参加した。1 日目は、篠山市教
育委員会において、社会教育・文化財課文化
財係係長の成田雅俊氏から、篠山市における
歴史文化を活かしたまちづくりの取組につい
て全般的なお話をうかがい、その後、篠山市
民センターにおいて、一般社団法人ノオト代
表理事金野幸雄氏からノオトの古民家を活用
した地域再生の取組についてお話をうかがっ
た。その晩は福住地区にある古民家を改修し
たゲストハウス「やなぎ」に宿泊し、2 日目
は福住地区の集会施設で町家の「さんば屋ひ
ぐち」において、篠山市教育委員会社会教育・
文化財課村上由樹氏から、福住地区のまちづ
くりについてお話をうかがった。

篠山市は城下町地区と福住地区のそれぞれ
について、重要伝統的建造物群保存地区の選
定を受け、歴史文化遺産を活かしたまちづく
りが地域住民と一体となって進められてい
る。伝建地区の選定を受けている地域は全国
各地にあるが、まちづくりへの活用の方法と
しては観光を目的にしているところが多い。
しかしながら、ただ観光化を進めるだけでは、
高齢化や人口減少といった地域課題の解決に
はつながらない。何のために地区選定を行う
のか。歴史文化遺産の今日的な価値とは何か。
篠山市での取組事例を基に、歴史文化遺産の
まちづくりへの活かし方について考察を加え
ることとする。

１　篠山市役所にて

（１）歴史まちづくりの概要 1 

篠 山 城（ 写 真 １） は 慶 長 14 年（1609）
に徳川家康の命により天下普請によって築城
された。初代城主松平康重から 260 年余り
の幕藩体制の下、篠山藩5万石 2 の政治、経済、
文化の拠点として役割を果たし、お城を中心
に城下町が計画的に整備された。篠山城跡の
大書院は昭和 19 年（1944）に焼失したが、
平成 12 年（2000）に復元再建され、旧武
家町と旧商家町の町割りなどとともに、近世
の城下町の基本的構造をよく残している。

篠山市の文化財行政と歴史まちづくりは、
史跡篠山城跡とその城下町の整備事業をひと
つの柱として進められてきた。その概略を年
代順に整理すると、次のようになる。

・昭和 46 年（1971）から史跡篠山城跡  
の保存修復事業を進めるとともに、民有
地の公有化を図ってきた。

・ 平 成 8 年（1996） か ら 11 年（1999）
まで地元の人々の 協力によって大書院
復元整備を実施。

・平成 11 年に旧多紀郡の 4 町が合併。合
併後、開発事業に伴い市内の遺跡発掘調
査を実施。

・平成 13 年（2001）から 15 年（2003）
にかけ「篠山城下町伝統的建造物群保存
対策調査」を実施し、平成 16 年（2004）
に国の重要伝統的建造物 群保存地区に
選定。波々伯部神社のおやま神事が国無
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写真１　篠山城跡 写真２　武家屋敷（御徒士町通り）

形民俗文化財に選択、八上城跡が国の史
跡に指定。伝建地区の修理事業、平成
17 年（2005）から年 6 ～ 7 件実施。

・平成 19 年（2007）から 20 年（2008）
にかけ「福住地区伝統的建造物群保存対
策調査事業」を実施。

・平成 20 年から 22 年（2010）にかけ文
化財総合的把握モデル事業により「歴史
文化基本構想」の策定に係る調査を実施。
平成 22 年「歴史文化基本構想」策定。

・平成 24 年（2012）「篠山市福住地区伝
統的建造物群保存地区」が国の重要伝統
的建造物群保存地区に選定。平成 25 年

（2013）から保存地区の修理修景事業を
実施。

歴史文化基本構想を取りまとめることとな
った背景には、文化財を大事にし、地域を元
気にするきっかけとしたいという市としての
思いがあった。平成 11 年の合併後、市民の
思いをひとつにする必要があったとともに、
財政難の中で特に基幹産業がない地域でもあ
ったため、観光による地域活性化が求められ
ていた。そこで、様々な文化財の存在とつな
がりを目に見える形で明示し、まちづくりに
活用していく政策が取られた。合併に伴う特
別交付税を活用し、篠山城の大書院など城跡
の保存修復や町並み整備などを実施した。

観光客は現在 240 万人になり、30 年前の
約 3 倍になった。「城」、「城下町」、「農村宿場」
の３つをキーワードに、校区ごとにまちづく

り協議会などが中心となってマップ作りが進
められ、発表会などを通じてブラッシュアッ
プが図られてきた。当初、市民の思いにはば
らつきがあったが、町並み整備が進み歴史遺
産のまちづくりが形となって見えるようにな
ってくると、町をもっと活性化しようと様々
な活動が活発におこなわれるようになり、次
第に全体としてまとまりのあるものへと発展
してきた。

（２）概括

篠山市における歴史遺産を生かしたまちづ
くりでは、「まちづくり協議会」や「篠山歴
史文化保存会」、「篠山まちなみ保存会」など
地域や市民、NPO が主体となって、保存修
復やマップ作り、ガイド養成など歴史遺産を
生かしたまちづくりの活動が多種多様に進め
られおり、行政はそれらの活動を大事にしな
がら支援する立場を取ってきている。

また、文化財の活用に当っての保存や開発
のあり方については、篠山歴史文化保存会や
専門家の意見を聞きながら、篠山なりのやり
方として一定の線引きは大事にしてきている
という。

篠山市では、基本構想の策定により、城や
武家屋敷（写真２）、町並みなど点在してい
た歴史遺産が、ある時代のつながりのある歴
史的資産としての価値を有するものとしてク
ローズアップされ、城跡と城下町が一体的と
なった保存整備の方針が第 5 次保存管理計
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画として策定され、まちづくりへの展開が広
がりのあるものへと発展してきていると考え
られる。

このように、篠山市における歴史遺産を活
かしたまちづくりでは、専門家や国によって
価値づけられた歴史遺産に対し、行政が保存・
修復などのハード整備と基本構想の策定とい
う市としての方針を定めたことにより、市民
に歴史遺産の価値の「見える化」が図られた
といえよう。

さらに市のまちづくりへの展開手法とし
て、校区のまちづくり協議会など最も地域に
密着した団体との連携により、時代を隔てた
遠くの存在であった歴史遺産を、現代の市民
の手元に引き寄せ、市民や NPO 等多様な主
体がそれぞれの持てる潜在能力を生かしてマ
ップ作りや「町並み案内人」の育成、保存修
復などに関わるしくみが作られてきた。いわ
ば価値の顕在化と現代的価値への転換がうま
く図られてきた例といえる。

今後の課題としては、集落によっては人口
減少が著しくなってきている所があるため地
域再生にどのように生かしていくか、また、
指定外の歴史遺産の保存をどのようにしてい
くのかといったことがある。これらの課題は
全国のどの地域においても共通しており、特
に地方の人口減少の問題は、一地方自治体で
解決していくには限界がある問題でもある。
指定外の歴史遺産の保存のあり方は、行政に
よる補助金制度の適用などが考えられるが、
公的支援にも限界がある。

これらの課題の解決にあたっては、国にお
ける都市一極集中型の政策の見直しととも
に、地域再生のしくみをそれぞれの地域に応
じた進め方で、試行錯誤を繰り返しながらつ
くっていくことが重要であると考える。地域
住民や NPO 等市民団体、地元企業が連携し
て地域の歴史・文化を大事にすることで町の
魅力が増し、自分たちの町に誇りが持てるよ
うになり、やがて若者たちが町に戻ってきた
り新たに移住してくる人たちが増えてくるよ
うなしくみを、地域経済と人的ネットワーク
によって構築していくことが求められるとい
えよう。

２　篠山市民センターにて

（１）ノオトの概要 3 

一般社団法人ノオトは、平成 21 年（2009）
に篠山市の出資法人「株式会社プロビスささ
さやま」の再編に伴い、収益性の低い文化事
業を行う法人として設立された。市の市民セ
ンター、５つの歴史文化施設、田園交響ホー
ルなどの業務を指定管理又は業務受託するほ
か、空き家活用事業やスローフード事業、暮
らしのツーリズムなどを実施。正職員 25 人、
臨時職員、非常勤を含め 78 人の職員を擁す
る。

設立当時、篠山市は財政状況が悪化してお
り、北海道の夕張市を筆頭に全国でも 4 位
に挙げられるほどの危機的な状態であったと
いう。そこで、平成 19 年度～ 22 年度にか
けて篠山市では財政再建の検討が進められ、
それまで３つあった市の出資法人を、観光振
興を図る株式会社アクト篠山と文化振興を
目的とする一般社団法人ノオトに整理統合し
た。

ノオトの代表金野氏は元兵庫県職員であっ
たが、平成 19 年に篠山市の助役になり財政
再建に関わる中で出資法人の整理に着手し、
副市長時代の平成 21 年 2 月からノオトの代
表を務めることとなった。その後、ノオトの
運営を行いながら平成 23 年から流通科学大
学特任教授も兼任し、空き家活用と地域再生
の取組について各地で講演活動もおこなって
いる（写真３）。

また、平成 25 年には政府の「国家戦略特
区における規制改革事項等の検討方針」が示
されたが、金野氏はこの国家戦略特区ワーキ
ンググループが行った有識者ヒアリングに招
聘され、篠山市での古民家再生の取組におけ
る様々な課題を基に提案をおこなったとい
う。

その主張としては、国宝や重要文化財に指
定された建築物は建築基準法の適用が除外さ
れ、保存や活用の道が開かれているが、国等
の指定を受けない多くの文化財的建築物につ
いては、建築基準法はじめ、旅館業法、消防
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写真３　ノオトの代表金野幸雄さん 写真４　ノオトが関わったイタリアン
　 レストラン（福住地区）

法等の規制を受け自在な活用ができない状況
にあるため、これらの規制を緩和すべきとい
うものであった。結果としてこれらの提案が
政府に受け入れられ、建築基準法と消防法に
ついては特区の指定がなくとも、自治体の条
例整備、専門委員会設置などを条件に全国で
認められることとなったという。

（２）概括

ノオトでは、「創造農村」4 をキーコンセ
プトに、様々な古民家再生事業を手掛けてい
る。黒岡川の奥に位置する集落丸山では、全
12 戸中 7 戸が空き家になっていたところ 3
戸をリノベーションし、５世帯 19 人が NPO
法人集落丸山を設立し、集落を挙げておもて
なしを行う宿泊施設とした。

そのほか、ギャラリーやレストラン、工房
や地元産の有機野菜を売る店舗など、4 年間
で 45 棟の空き家改修を行い、26 店舗の事
業マッチングをおこなってきた（写真４）。
これらの取組を通じ、古民家改修＋食文化・
生活文化の提案＋創造発信の場づくりを目指
している。

金野氏によれば、篠山市の市民は、多くの
人々が訪れるいわゆる「観光」をあまり歓迎
しておらず、内発型で地域の光を輝かせるよ
うな、「創造農村」づくりを目指していると
いう。また金野氏は、全国で展開されてい
る「空き家バンク制度」による定住移住支援
では古民家活用の方策として限界があるとい
う。すなわち、登録件数が伸びない、良質な

物件がバンクに登録されにくいといった問題
があることから、結果的に空き家が放置され、
解体されるのを待つのみという状況にあると
いう。そこで、古民家の持つ魅力を改修によ
り引き出して、宿泊施設や店舗、レストラン、
ギャラリーなど目的に応じた活用を促進する
とともに、それらが地域の活性化につながる
ような創造の場として用いられるよう、説明
会やワークショップの開催によって地域の
人々やオーナーがコンセプトを共有できる議
論のプロセスを大事にしているとのことであ
る。

つまり、古民家を従来のように単に「住む
場」として活用するのではなく、また、ノオ
トとしてただ改修工事を引き受けるだけでも
なく、古民家の持つ歴史や伝統、文化といっ
た価値を「地域資源」として捉え直し、今日
の人々にも共感されるようなデザインや様式
でリノベーションし、その活用の方法におい
ても、個人の所有から地域コミュニティの場
としての活用へと広げ、多様性と多機能性で
新たな古民家活用の可能性を広げようとして
いるのである。

また、こうした多様で多機能性のある地域
資源の活用プロジェクトを進めるにあたって
は、地域内の人材だけでは十分にその可能性
を広げることができないことが考えられるた
め、建築士、デザイナー、工務店などの専門
家が連携して地域の人々との協議やワークシ
ョップをおこない、ノオトは総合的にプロデ
ュースする中間支援の役割を担っている。

さらに、古民家のリノベーションにともな
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う初期投資は所有者にとって大きな負担にな
るため、ノオトではこうした物件を 10 年間
無償で借り上げ、固定資産税相当額はノオト
が負担し、資金投入によりリノベーションを
実施している。これをレストランやギャラリ
ーなどを行う事業者に貸し出し、10 年間の
家賃収入で資金回収するしくみとしているの
である。10 年後にはリノベーションされた
物件は所有者に戻されることとなっている。

つまり、10 年間という限られた期間で、
古民家が新たな価値の創出の装置としてどれ
だけ地域振興や地域の活性化に機能を発揮で
きるかということが、このプロジェクトの真
の成果になると考えられる。古民家を建築的
にリノベーションすることが目的ではなく、
古民家が元々有していた歴史や文化の蓄積を
引き出しながら、今日の地域の人々やこの地
を訪れる人々の感性や価値観に合うような新
しい使い方を提案することを目的としている
のである。したがって、ここでは多様な人々
が集い合い、交流し合う場としての活用がな
されることで、新たな価値創造が図られてい
くと考えられるのである。

このような、古民家という価値創出の装置
を、地域の特性を生かしたまとまりのある価
値創造の場として活用していくためには、リ
ノベーション施設は一つではなく、地域内に
できるだけ多く点在しているというような、
いわば今様にデザインされた「町並み」を形
成していくことが望ましいともいえよう。

このような、個々の古民家の個性と多様性
を大事にしながら、地域の歴史・文化の特徴
を生かした「新しい町並み」の形成を図って
いくためには、地域住民の意識転換と価値の
共有のプロセスが不可欠となる。そのプロセ
スを通じて人々の地域への思いや暮らし方へ
の振り返りが行われ、新しい生活文化の提案
＝「イノベーション」とともに「かたちとこ
ころ」の両面でまちづくりが進み、文化創造
の積み重ねの中で歴史が刻まれていくと考え
る。

古民家のリノベーションから地域文化のイ
ノベーションへと展開する可能性のあるこれ
らの取組は、歴史的建造物の保存を中心とし
てきた文化財保護行政からは一歩踏み出した
新たな展開ととらえることができ、歴史文化

遺産の地域振興への生かし方として、注目さ
れるものであると言えよう。

課題としては、建築設計士や工務店の活躍
が行き過ぎるとリノベーション優先になり、
地域住民を巻き込んだ真のイノベーションに
つながっていかなくなることである。10 年
後の篠山の姿をイメージしながら、「話し合
い」のプロセスを大事にしていってほしいと
期待するところである。

３　福住地区にて　

（１）福住地区の概要 5

平成 24 年に重要伝統的建造物群保存地区
に選定された福住地区は、近世、篠山藩主松
平康重による篠山城築城と街道整備の中で宿
駅に指定され、京、大坂との交通の要衝とし
て本陣、脇本陣が置かれるなど宿場町として
繁栄した（写真５）。

住吉神社（写真６）から東側の大字川原、
安口、西野々は亀山藩領に位置付けられ、安
口には関所が設けられた。福住地区が宿場町
として栄える一方、東側は農業と兼業で旅籠
や茶店などを営む家などがあり、農村集落と
して落ち着いた街道景観を今に残す。

平成 16 年、篠山地区が伝統的建造物群保
存地区に指定されるのに伴い、福住地区でも
集落の保存のあり方が課題として浮上し、景
観調査を実施することとなった。

本陣団地の整備を進めるためのワークショ
ップを開催したほか、住民説明会を 3 回実
施し、伝建地区の指定に伴う規制の内容や家
屋の改修、修景の規定方法、補助金のしくみ
などについて住民の理解を含めた。

平成 19 年～ 20 年度にかけて伝建指定に
向けた保存対策調査事業を実施。全国の伝建
地区 106 か所との連携・情報交換や自治会
を中心とした住民の勉強会、ノオトや建築・
設計関係の有識者を交えた検討会が繰り返さ
れた。

平成 24 年度に伝建地区の選定を受けたの
ち、平成 25 年度から保存地区の建築物の修
復を開始。指定建造物の保存修復を実施する
ほか、一般住宅の修復では 23 軒の申し込み
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写真５　福住宿場町

写真６　住吉神社

写真７　川原地区にて

を受け、平成 25 年度 4 件、平成 26 年度 4
件を実施。補助対象経費 1000 万円の 8 割
を限度に補助している（800 万円 7 件、300
万円 1 件）。

保存修復の優先度を決定するため建築士会
による調査審査会を設置。①活用貢献度、②
景観度、③緊急性などを審査基準に決定して
いる。修復業者は「福住まちなみ保存会」に
登録された業者による入札により決定され、
この保存会は自治会から 2 名の他、有識者
や議員など 20 名で構成されている。福住地
区の空き家は現在 63 軒あり、順次活用か手
放すのかを検討していくという。

昔から水無月祭などのお祭りや集落の行事
が頻繁に行われており、住民の結束力は強い。
空き家が増えていく中で、自分たちの町をど
うしていくべきかを考える人たちが多く、城
下町が徐々にきれいに整備されていくのを見
て、自分の家も自分たちの思いどおりにきれ
いにしていきたいという住民が多くいたとい
う。自治会による伝建地区選定の説明に対し
ては、70% が賛成した。

（２）概括

福住の町並みは、街道沿いに大きな切妻妻
入の瓦屋根が白壁のつし二階を覆うように並
び、歴史と伝統を静かに伝えている。国道が
別に作られていることから車の通りもそれほ
どなく、ゆったりと静かに宿場の面影を見歩
きすることができる。やがて一里塚を越えた
あたりから田園風景が広がり始め、トタンを
かぶせていない茅葺屋根の家も見られるな
ど、のどかさが一段と増してくる。伝建地区
の多くは伝統的な建築物に目が行きがちであ
るが、農村集落では田や畑で作られている作
物や社寺林、虫や鳥の声など里山の風景と古
い農家屋敷のコンビネーションが興味深く映
る。ゆっくりと歩いたり、時に立ち止まった
り、遠くの山々の景色を眺めたりと、おのず
と時間と視野に広がりが生まれる。これが農
村ツーリズムの醍醐味といったところか。宿
泊した古民家ゲストハウス「やなぎ」も、つ
し二階をうまく活用した宿泊施設で、学生の
フィールドワークの拠点として使いやすい間
仕切りであった。洗面設備やお風呂も今様に
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近代化されている中で、家庭用薪ボイラーが
導入されていた。木質バイオマスエネルギー
の活用は古民家によく合う。

福住地区の人たちのまちづくりの考え方と
しては、観光客誘致ではなく、美しい町並み
と農業振興が両立する町にしていきたいとの
声が多かったという。そこで、宿場では歩い
て町並みを見せ、農村地域はサイクリングで
まわるなどとし、農産品販売所と農家レスト
ラン「福楽里」も伝建地区内ではなく、街道
の手前の一本杉に置くこととしたという。自
動販売機が置かれていないことも、外部者の
利便性より町並みの自然な美しさを大事にし
たいという共通の思いの表れであろう。今後
は街道庭も環境物件として指定したいとのこ
とで、庭木の調査を実施していく予定とのこ
とであるが、普段の生活様式を大事にしなが
ら無理のない形で伝建地区のまちづくりが進
められているといえよう。

また、まちづくり協議会と神戸大学農学部
の協働で、「福住さとねっと」 6 というサイト
が立ち上げられており、地域の祭りや学校行
事、まちづくりイベントやワークショップの
案内などが地域内だけでなく外部の人たちに
も発信され、自由な提案、意見交換の場とし
て活用されている。

このような外部の若い人たちとの交流を通
じて、自分たちの町を守っていこうとする意
識が生まれ、自動販売機の撤去や自主的な防
火管理など、景観だけでなく生活の安全・安
心づくりやコミュニティづくり、健康づくり
にまでまちづくりの活動が広がってきたとい
えるのではないだろうか。

地域住民の方に直接お話をうかがうことは
できなかったが、元市役所の職員の方で、現
在、福住地区の自治会長をされている方に偶
然お目にかかることができ、住吉神社の案内
や地域の実情などを詳しくうかがうことがで
きたのは幸いだった（写真７）。こうした広
い見識をお持ちの方がリーダー役をされるこ
とで、神戸大学との連携など地域に新しい風
が入り込む余地が生まれるのだろうと思う。

現在も福住は、北は京都府福知山市、綾部
市、南は兵庫県伊丹市、大阪市へとつながる
国道 173 号線と、東は京都府南丹市、亀岡市、
西は加西市、姫路市へとつながる 372 号線

が交差する交通の要衝であるが、明治 32 年
（1899）、国鉄山陰本線や福知山線の整備か
ら外れたことで旅籠や商店が徐々に店を閉
め、結果的に近代化の影響をあまり受けずに
今日まで農村集落が保存されてきた。しかし
一方で、昭和 47 年（1972）には、福住を
経由して篠山と園部を結ぶ国鉄篠山線の整備
計画が途中で廃線になったことから、その後
の地域経済の発展ビジョンが描けなくなり、
現在、高齢化率は 40％を超え、若者の都会
への流出に歯止めがかからず、空き家が目立
つようになってきているのも事実である。

国鉄篠山線の廃止がかえって地域の危機感
をあおり、伝建地区の選定につながったとい
えるかもしれないというものの、この地域を
将来にわたってどのように保存・継承してい
くかは、いうまでもなく考え続けなければな
らないことである。

壁谷さん（２回生）のレポートにあったよ
うに、道はなぜできるのか、何と何を繋げる
ためにできるのか。そして街道はなぜ廃れる
のか。何と何を繋げなかったために廃れたの
か、という問いかけは大事である。福住地区
の街道については、今日の自動車社会におけ
る「交通の要衝」とは異なる価値観で道の意
味を捉えなおすことが必要ではないだろう
か。

では、再興するためには何と何を繋ぎなお
せばいいのか。伝建地区に選定されたからと
いっても、そのままでは再興につながらない。

「何と何を繋ぎなおせばいいのか」という問
いを追究していくことは、ひいては「商店街
はなぜ廃れるのか」といった他の地域のまち
づくりの課題にも応用可能であると考える。
時代の変化とともに役割を変える農村集落の
街道の復興をこれからも見守っていきたい。

おわりに

1 泊 2 日と中途半端なフィールド研修への
参加となったものの、菱田先生、東先生、上
杉先生、向井先生および学生の皆さん方には
大変お世話になり、心から感謝申し上げる。

歴史史跡のフィールドワークにあまり慣れ
ておらず、十分な調査にはならなかったもの
の、ゲストハウス「やなぎ」で夜半まで熱く
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まちづくり議論を交わしたことは、私にとっ
ても勉強になり、とても楽しい良い思い出と
なった。

歴史文化遺産を今日にどう活かせばいいの
か。新しい価値の発見は若い人たちの方が見
つけやすいのかもしれない。歴史遺産を切り
口にまちづくりを学んだ皆さんが、将来それ
ぞれの分野で歴史的視点からものごとの真髄
を見極めていかれることを期待するものであ
る。

【注】

１　説明資料「歴史文化を活かしたまちづくり～篠

山での取り組み～」、篠山市教育委員会リーフ

レット「城下町篠山の町並み」、リーフレット「篠

山城大書院」
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