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「頑張ろう佐原 頑張ろう町並み･･･」震災を乗り越えて 

市民が縦糸と横糸で織り上げるまちづくり 
 
 近年、市民によるまちづくりで順調に地域社会を作り上げてきた佐原で

あったが、3.11 東日本大震災はこのまちにも容赦なく襲いかかった。地域

が大切に守ってきた歴史的建造物は崩れ落ち、市民が浄化した小野川の護

岸も崩れ、河床は液状化により地面の高さまで隆起してしまった。変わり

果てた姿に「その瞬間、佐原のまちづくりは終わったと思ってしまったが、

復興に立ち上がる市民の活動を通じて、今までのまちづくりの集積があっ

たからこそ、迷うことなく本物志向のまちづくりに立ち返ることができた。

これまでのまちづくりの方向は間違ってなかったと感じた」と小森氏は言

う。佐原は町衆のまちとして住民自治を全うしてきたまちであり、様々な

市民活動団体が互いを尊重し干渉することなく、時に連携・協力しながら

「縦糸と横糸で織り上げるまちづくり」を推進してきた。震災後直ぐに結

いの会により、復興を誓うポスターが作られ「まちに訪れていただくこと

が最大の支援」と復興観光という市民活動が始まった。そんな中で昨年佐

原商工会議所では日本商工会議所主催の「きらり輝き観光振興大賞」を受

賞し大いに地域を勇気づけることができた。佐原は今、本物志向のまちの

生き方を確認し合いながら、まちぐるみで復興に取り組んでいる。 
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モータリゼーションの進展で商圏としての 

求心力が低下 
→ 町並み保存活動でまちの魅力創出 【重要伝統的建

造物の保存活動】 

佐原の大祭を積極的に外部発信 【祭りの観光化】 

 
（地域の特徴） 

江戸優り佐原の精神を持ち続けるまち 
 
 佐原は利根川の舟運で栄えた商都である。歴史的町並みが軒を連

ね、水面に映る様や小野川沿いの柳が風に揺れる風景は一層風情を

醸し出す。中心市街地が疲弊する中、かつて北総の中心都市だった

佐原もシャッター街化していったが、人々は様々なまちづくりの活

動を通して賑わいの再興に取り組んできた。市民は「無いものを嘆

かずにあるものに磨きをかけるまちづくり」に取り組み、先人たち

が残した、江戸優りの歴史や文化、佇まいや暮らしぶりなどの地域

資源に一層磨きをかけて集客・交流につなげることを目指した。 

 
（取り組み概要） 

国の宝、歴史的町並みと佐原の大祭、伊能忠敬 
 

 かつて「佐原の三悪」と言われた「古い商家、酒と喧嘩の大祭、汚れた

小野川」を価値ある資源として活用する様々な活動を通じて、人々は佐原

のまちを、地域ぐるみで創り上げてきた。町並みの保存活動は、昭和 63

年のふるさと創生一億円の活用を考える中で、皆で協議し町並みと伊能忠

敬を大切にしていくまちであることを掲げ、保存活動に取り組んだ。平成

6 年には佐原市歴史的景観条例が制定され、歴史的建造物の修理・修景を

支援する仕組みを創設し、平成 8 年には関東初の重要伝統的建造物群保存

地区に選定された。現在まで約 160 棟の建物が修復され、連なる町並みが

整いつつあったが、大震災により甚大な被害を受けた。一方 300 年以上続

いている佐原の大祭は、祭りをこよなく愛する小森氏を中心とした有志に

より、自分たちだけの祭りから、見せる祭り、参加する祭りへと変化を遂

げた。平成 7 年に桟敷席を設置して有料で祭りを見せる試みは「お金を出

してまで見に来る人はいない」という既成概念を崩し大反響を呼んだだけ

ではなく、地域の祭りへの価値認識を大きく変え、地域の誇りを醸成した。

この山車行事全体が、平成 16 年国の重要無形民俗文化財に指定された。ま

た平成 22 年には伊能忠敬の遺品 2,345点が国宝に指定されるなど、市民が

育んだ地域資源は国の宝として評価され、地域の様々な活動は地域の誇り

として、町並み案内・祭り案内ボランティアにより訪れた方々に伝えられ

ている。   

地域の課題 ソリューション 

風にそよぐ柳に心が癒され、歴史的町並
みが美しい風情を見せる小野川 

７月には 10 台、10 月には 14 台
の山車がまちに繰り出す 

 



 
 

                      

小野川周辺に十分な駐車スペースがない → 結節点を結ぶ交通路を開拓 【舟運の復活】 

来街者の滞留時間を延長させたい → おかみさん会のもてなし 【まちぐるみ博物館活動】 

今後も多くの人に佐原を訪れて欲しい → 五感と心に響く空間の演出 【一人二役一貢献】 

 
（地域資源の発掘と活用術①） 

水辺資源の活用 
 
 佐原商工会議所が市の認定を受けた TMO 構想を実現するために市

民が出資してまちおこし会社「株式会社ぶれきめら」を設立し、小

野川舟運事業を復活した。舟運復活に際し、市民が川掃除を行うな

ど地域全体で川の浄化に取り組んだ。また雄大な利根川の水辺空間

を最大限活用して、平成 22 年には日本初の河川 PFI事業により川の

駅と道の駅を併設した「水の郷さわら」が開設。防災拠点であり、

地元の新鮮野菜が販売されるなど多くの来街者で賑わっている。 

 
（地域資源の発掘と活用術②） 

女性たちのまち 
 

 かつて佐原の旦那衆は江戸の蔵前に店を構え、年 8 ヶ月は江戸で

商いをしていたため、旦那衆が不在の佐原では商売もまちのことも

おかみさんが取り仕切っていた。現在でも女性たちのまち佐原は健

在で、それぞれの個店の道具類や調度品を展示した「佐原まちぐる

み博物館」を運営する「佐原おかみさん会」、歴史的空間を着物で歩

き非日常を体感する“着物で町歩き”を行う仕組みづくりを行った

「NPO 婆沙羅」、地元の安心安全な食にこだわり、朗読やコンサート

などの文化と融合させるなどして暮らしぶりのブランド化に取り組

む「結いの会」、様々な女性たちが時には連携・協力し、地域資源の

発掘や活用を促しながら佐原のまちを織り上げている。 

 

（地域資源の発掘と活用術③） 

持続可能であるために 
 
 「一人二役一貢献」これが香取市の集客・観光・交流アクションプランの理念である。一役は佐原に

暮らすこと、もう一役はまちのためにできることを各々が行うことである。住んでいる人がまちに誇り

を持って暮らし続けていくことが何より大事であり、それが集客につながる。それぞれがオンリーワン

の個店づくりに取り組み、まち全体の魅力を高めていくことが高品質なまちづくりを継続させることに

つながる。佐原では訪れた多くの方々の五感と心に響く空間演出ができるまちづくりを行っている。 

地域の課題 ソリューション 

江戸優り佐原の暮らしぶりブランドとして食
への取り組みも始まっている 

着物でまち歩きを提案 NPO婆沙羅（左） 
おかみさん会は四季のイベントも開催（右） 

小野川の水上バスから見る佐原の町並み
は、より一層風情を醸し出している 



 
 

 
 
 

（地域資源を観光事業に活かすまでのプロセス） 

 旦那衆の一部と祭りの担い手から始動したまちづくりが、その後の舟運の再開による新たな魅

力の創出や、おかみさん会の設立、結いの会の活動など、様々な市民活動に派生していった背景

には、まちの祭り（佐原の大祭）を通じて何代にも引き継がれている「まちの誇り」「まちの約

束事」を持った市民と、それを牽引する商工会議所、ファシリテーター役に徹し住民をサポート

する行政とが同じ哲学を持ち、精神面で絶妙に融合しているという心のつながりが存在している。 
 
（年表） 

 

 
 

（統計データ） 

数字でみる「佐原」 
 

佐原では江戸優りの食も見逃せない。この 10

年間で約 20 店舗の飲食店が開業。銀座の有名フラ

ンス料理店や都内の一流ホテルで修業したシェフ

達が店を構える。また、市民が戦略的に誘致した日

本料理店や元畳表店 6 代目が本場イタリアで修業

して開いたイタリア料理店、姉妹で営むカフェ、市

民による起業が、賑わい創出の大きな力になってい

る。一時年間 27 万人まで落ち込んだ小野川沿いの

入込客数も年間 53 万人まで増えたが、震災で減少。

今は復活に地域ぐるみで取り組んでいる。 

昭和 63 年（1988 年） ふるさと創生 1 億円事業において、市民との多くの意
見交換を実施 

平成 3 年（1991 年） 「小野川と佐原の町並みを考える会」が結成 

平成 8 年迄（1996 年迄） 歴史的景観条例を制定、建物の修理修景開始 
佐原の大祭を市外に発信する取り組み開始 

平成 8 年（1996 年） 重要伝統的建造物群保存地区に選定される 

平成 14 年迄（2002 年迄） 中心市街地活性化基本計画を策定 
TMO の事業主体として株式会社ぶれきめら設立 

平成 16 年（2004 年） 佐原市国際交流協会設立 
「佐原の大祭」が国の無形民俗文化財指定を受ける 

平成 17 年迄（2005 年迄） 「おかみさん会」設立。「考える会」が法人格取得 
日本料理レストラン「佐原 千よ福」がオープン 

平成 22 年（2010 年） 「水の郷さわら」がオープン 

平成 23 年（2011 年） 東日本大震災で被災、甚大な被害を受ける 
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小野川沿いの観光入込客数の推移

祭り好きの有志による試

みが大反響を呼ぶ 

互いに尊重しあう“おかげさま”のまち～祭りを通じて哲学を共有～ 

この頃からまちづくりの

気運が高まり、住民そ

れぞれの様々なまちづ

くりの取り組みに派生 

結いの会の女性たちによる
復興観光ポスター 

平成 16～20 年 佐原千与福（日本料理）、遅歩庵（珈琲）、どんどん（ジェラー
ト）、夢時庵（フレンチ）、カフェしえと、ギャラリー卯兵衛（茶房）、さかした
（茶房）、トランキュルよしや（フレンチ）、八木清商店（物販）がオープン 

平成 21～22 年 カーザ・アルベラータ 
（イタリアン）、麻生屋 橋本店（うな
ぎ）、ほていや 蔵（和菓子）、割烹 真亜
房(和食)、ロテスリー吉庭（フレンチバ
イキング）、よし野（煎餅）がオープン 

平成 23 年にはライスフォレスト（カフェ）、いわさわ（たいやき）などが 
オープンしている。また東洋軒（洋食）、皐月（中華）、植田屋荒物店、高橋酒店
では次世代を担う店の後継ぎが佐原のまちに戻り地域を盛りたてている。 

資料：千葉県観光入込調査概要、ヒアリングをもとに作成 

 


