
第 3 章
地域遺産に関わる民間組織を支援する組織の現況
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(1) 組織の概要

1) 対象となった直接支援組織数

　アンケート調査で返信があった民間組織（計

254 組織）のうち、間接関連主体に該当するの

は 80 組織である。その中の 62 組織が直接支援

組織に該当する支援を行っていた。以下ではこの

直接支援組織 62 組織について分析を行う。

2) 直接支援組織の活動地域の傾向

　まず、回答があった直接支援組織の本部がある

エリアを見ていく。回答総数は多くないところ

ではあるが、東北、関東、北陸甲信越のエリア

に本拠を構える組織からのものが目立った。( 図

3-1)。

3) 直接支援の対象

　次に直接支援の対象となる地域遺産と活動につ

いて見ていく。前章の地域遺産に直接的に関わる

民間組織の活動対象が、「歴史的な建造物や町並

み」に偏っていたのと同様に、直接支援組織が支

援対象とする地域遺産も「歴史的な建造物や町並

み」が圧倒的に多い。また、他項目も直接関連主

体のそれとほぼ同じ形をなしている ( 図 3-2)。

　また、支援対象となる活動の内容においても直

接関連主体の活動内容の傾向と類似している。理

念の普及や調査研究、イベントの開催など地域遺

産を活用した行為、またはそれに付随したまちづ

くり活動に対する支援が多い。一方で、直接所有

したり、維持管理するという活動に対する支援が

極めて少ない。また、ネットワーク形成や顕彰に

よる価値の顕在化等、間接支援に対する支援の割

合が高く、直接支援と間接支援を並行して行う組

織が多い点が特徴的と言える ( 図 3-3)。
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図 3-1　直接支援組織の地域傾向（組織種類×「3」）
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図 3-2　直接支援の対象となる地域遺産（Ⅱ 1-1-1）
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図 3-3　直接支援の対象となる活動（Ⅱ 1-2）

3-1　直接的な支援を行う組織の現状と課題

3-1-1　直接支援を行う組織の概要

　前章では地域遺産に直接的に関わる組織の現状

とそこから見た支援制度の課題について分析を

行った。ここからは、その支援制度を実際に運営

している民間組織（直接支援組織と間接支援組織）

の現状と課題について整理していきたい。
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4) 直接支援の種類

　直接支援組織が行っている支援の種類を見る

と、「人材支援」と「情報支援」が充実している

ことがわかる。一方で、直接関連主体のニーズが

最も高い資金支援の実施は少なかった ( 図 3-4)。

5) 直接支援組織と行政との関係

　最後に、組織の運営主体について見ていきたい。

住民主導の組織が行政主導の組織よりも多くなっ

ている。さらに立ち上げ時から運営が進むにつれ

て行政主導の組織が減少し、住民主導の組織が増

加するという変化が見える。これは直接関連主体

における運営主体の変化と同様の傾向である。た

だし、住民主導の組織と行政主導の組織との比率

は直接支援組織のほうが高く、行政とのつながり

の強さが感じ取れる ( 図 3-5)。

(2) 組織の仕組み

1) 活動人員の数

　直接支援組織の組織構成について見ていく。ま

ず、会員数（個人会員数と団体会員数を加えた数）

では、11 名から 100 名の規模の組織が多くなっ

ている。1000 名を超える巨大組織は存在しない

( 図 3-6)。これらの会員の中で実際に積極的な活

動を行っている中心メンバーの数を見てみると、

10 名以下の少人数で運営している組織が多かっ

た。以上のような傾向は支援を受ける側である直

接関連主体と同様であった ( 図 3-7)。また、専従

の有給スタッフ数について見てみると、こちらも

直接関連主体と同様で「なし」と回答する組織が

数多くみられた。ただし 10 名以上の有給スタッ

フを抱える組織の割合が高く、直接関連主体より

も専門性・組織性が高い運営がなされていると評

価できるだろう ( 図 3-8)。
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図 3-4　直接支援の種類（Ⅱ 1-3）
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図 3-5　組織と行政の関係の変化（組織種類 × 「20」）
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図 3-6　各組織の会員数（組織種類 × 「11」）
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図 3-7　各組織の中心メンバー数（組織種類 × 「12」）
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図 3-8　各組織の有給スタッフ数（組織種類 × 「15」）

2) 組織の規模と収入源

　次に、直接支援組織の決算規模について見てい

く。多くの組織が 100 万から 500 万円の間の規

模で 1 年間運営を行っている。500 万円以下の

決算規模を持つ組織の割合は小さく、この点が直

接関連主体と異なる点である。しかし逆に考える
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多かった「会員の会費」や「各組織の事業収入」

という収入源の割合は低い結果となった。昨今の

国の財政状況や経済不安を考慮すると、いつまで

も「国や地方自治体からの助成金」に頼った地域

遺産に関する組織の支援プログラムを維持してい

くことは難しいと考えられる。さらに言えば、数

多くの直接関連主体が期待している支援額の増額

も非常に困難である。支援を維持・拡大していく

には、他の収入源を育てるか、支援の仕組みを抜

本的に変える必要があると考えられる。

(3) 支援の仕組み

1) 支援の告知方法

　次に、直接支援の過程の仕組みを明らかにした

い。まず、支援情報の告知手法について見てい

く。最も多く使われている手法は「自組織のホー

ムページなどインターネット」を利用した告知で

ある。次に「機関紙」などの紙媒体を利用した告

知が続く ( 図 3-11)。ここで注視すべき点は、他

組織への情報発信の依頼が非常に少ないというこ

とである。自組織のインターネット・紙媒体の情

報発信だけでは十分に告知の情報が広がらないと

考えられる。特に、情報を欲している立ち上げ段

階の組織や高齢者が多いと考えられる見直し段階

の組織（図 2-17）では、情報を得ることが困難

であると考えられる。よって、このような直接関

連主体のメンバーに届くような情報公開の仕組が

必要と考えられる。

2) 支援先の選考方法

　直接支援を行う相手の選考方法は、意外にも「審

査を行わない」という組織が多かった。しっかり

とした審査を行う場合では書類審査もしくは現地

調査を行う組織が多い ( 図 3-12)。例えば、本年

度から開始した社団法人日本ユネスコ協会連盟の
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図 3-9　直接支援組織の決算規模（組織種類 × 「16」）
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図 3-10　収入源（70％以上を占める）（組織種類 × 「16」）
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図 3-11　支援情報の告知方法（Ⅱ 2-1-2）

と、直接関連主体でも決算規模が 500 万円以上

あれば、他組織への支援が可能になるとも言える

( 図 3-9)。

　各組織の収入源のうち、7 割以上の割合を占め

る収入源を表したグラフが図 3-10 となる。ここ

で特徴として挙げられるのは、「国や地方自治体

からの助成金」を収入源として運営している組織

が数多く存在することである。直接関連主体では

その他
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図 3-12　支援先の審査方法（Ⅱ 2-1-3）
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未来遺産や後で詳述する NPO 法人北海道遺産協

議会の北海道遺産の選定では、選定委員会の委員

が直接現地に赴き応募先の組織の活動を審査する

という方法がとられている。従来は事務局がふる

いにかけた候補組織を審査するという手法がよく

とられていた。しかし、このような機械的な選別

ではなく、専門家がより積極的に携わることで支

援による成果の質を向上させようという動きが見

られるようになってきている。

3) 成果の把握方法

　最後に、直接支援による成果を把握する方法に

ついて見ていきたい。成果の把握で一番多く用い

られるのが、「報告書の提出」である。これと同

数で「新聞やテレビによる報道」を行い、世間一

般に周知を図っているという組織も多いようであ

る ( 図 3-13)。

　また、成果内容の発表については支援を行った

地元で行うということが多く、新聞・テレビに加

えて地元への還元は積極的に行われている。一方

で東京などに集まって成果の発表を行うという組

織は、ほとんど存在しない。つまり、類似あるい

は共通の目的を持って活動している他地域の直接

関連主体に対して、支援により得られた成果の知

見は提供されないという状況にある。今後は成果

内容を地元だけではなく、より広い範囲に提供し

ていく仕組みを検討する必要があると考える。

3-1-2　直接支援組織が抱える課題

(1) 直接支援による効果

　各直接支援組織に対して、支援による効果を自

由回答形式で質問した。

　一般的な回答としては「地域活性化につながっ

た」や「活動目的を実現できた」など、支援が直

接的に地域にもたらした効果を評価するものが

不明

0 2010 30

その他
把握していない

調査研究
機関紙等による報告
テレビ等による報道

報告書の提出
発表会（支援先）
発表会（東京）

40

図 3-13　支援の成果確認の方法（Ⅱ 2-1-4）

多かった。一方で、「町（活動）の宣伝になった」

や「人脈を形成できた」など、直接支援が目的と

していない副次的な効果も出ているということが

わかった。

(2) 今後の支援の方針

　直接支援を、今後どのように展開していくかと

いう質問に対しては、現状の規模を維持していく

と回答する組織が圧倒的に多い。また、規模を縮

小するという組織は 10 組織、反対に規模を拡大

するという組織は 6 組織存在する。支援を打ち

切るという組織はなかった ( 図 3-14)。

　規模を縮小するという 10 組織について規模縮

小の原因を尋ねたところ、資金や人材など支援す

るものの不足が大きく影響しているようである

( 図 3-15)。
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図 3-14　今後の支援の方向性（Ⅱ 5-1）

図 3-15　規模縮小の原因（Ⅱ 5-2）
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較的多いことである。先に述べたように、直接支

援組織の支援の源となっている国や地方自治体か

らの助成金も、今後どのように変化するかわから

ない状況であり、これらに代わる活動の費用源と

して企業の社会貢献活動との連携が課題と考えて

いる組織も出てきている ( 図 3-16)。

(4) 直接支援組織が欲する支援

　最後に、直接関連主体に対して支援を行ってい

る直接支援組織自身が、自分たちの活動のために

必要としている支援の内容について見ていきた

い。このような直接支援組織に対する支援を行う

組織は、現在の我が国では多くは存在しない。今

後は直接支援組織のニーズを考慮しながら、支援

の仕組みを検討していく必要があるだろう。

　直接支援組織が欲している支援として有力なも

のは、やはり「企業の社会貢献活動などとの事業

連携」である。補助金などによる支援金の確保が

数としては最も多いが、先述の理由から現実的と

は言えない。ただし、行政からの支援についても、

補助金などによる支援を多くは望めないが、「行

政との事業連携」を行って活動資金を得るという

方法も存在する。例えば、行政が所有している施

設の指定管理者になるなどである。このような企

業、行政との事業連携を円滑に行うことができる

支援が望まれており、これらの解決はおのずと人

材、情報のニーズ解決へとつながると考えられる

( 図 3-17)。
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図 3-16　直接支援組織が抱える課題（Ⅱ 5-3）
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図 3-17　直接支援組織が求める支援のニーズ（Ⅱ 5-4）

(3) 組織が抱える課題

　直接支援組織が認識している自組織の課題につ

いて見ていく。ここでも直接関連主体と同様、「資

金」「人材」「情報」に関する課題が多くなってい

る。直接支援組織の特徴としては「企業の社会貢

献活動などとの事業連携」を課題とする組織が比
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3-2　直接支援組織に対する詳細ヒアリング結果

3-2-1　詳細ヒアリングの対象地抽出

　直接支援主体に対する詳細ヒアリングは「公益

信託函館色彩まちづくり基金」「京町家 net」「京

都市景観・まちづくりセンター」「ひょうごヘリ

テージ機構」の 4 組織に実施した。それぞれの

組織の概要は表 3-1 に記した通りである。

　公益信託函館色彩まちづくり基金は「直接関連

主体を母体として資金支援を行っている組織」と

して、京町家 net は「企業を巻き込んだ人材支援

を行っている組織」として、京都市景観・まちづ

くりセンターは「地域遺産を守るために多様な情

報・技術を検討している組織」として、ひょうご

ヘリテージ機構は「専門家の人材支援を行ってい

る組織」として、詳細ヒアリングの対象地に設定

した。これらの組織から、各地で活動する直接支

援組織の現状と課題を把握する。

名称 公益信託函館色彩まちづ

くり基金

京町家 net 京都市景観・まちづくり

センター

ひょうごヘリテージ機構

設立年 1993 年 2002 年 1997 年 2003 年
法人格 NPO 法人（2004 年） 任意団体 財団法人 NPO 法人
活動対象となる

地域遺産

・函館市の町並み

・実践的まちづくり活動

・京町家 ・京町家 ・兵庫県の歴史文化遺産

活動主体 ・地域住民

・学識経験者

・地域住民

・学識経験者

・建築士

・不動産事業者

・行政担当者

・学識経験者

・県主催のヘリテージマ

ネージャー講習会受講者

（主に建築士）

・その他一般
支援の内容 ・まちづくり活動に対す

　る資金支援

・京町家の再生に関する

　情報支援

・京町家再生の技術支援

・民家再生の情報支援

・京町家の証券化

・町家の再生

・まちづくりファンド

・専門家派遣

・文化財建造物活用モデ

ル事業による活用事例の

蓄積

・地域資産としての価値

の共有

・行政との連携による風

景の保全
組織の特徴 ・NPO 母体の支援組織 ・市民主体の京町家再生

・知るから改修までの一

　貫したスキーム

・行政側の視点からの京

　町家

・ファンドなどの金融シ

　ステム化

・開放型ネットワーク

・行政と連携

表 3-1　詳細ヒアリングの対象組織

3-2-2　公益信託函館色彩まちづくり基金

(1) 基礎情報

　函館市は北海道の南西部に位置する港町であ

る。市内西部地区には洋館や和洋折衷住宅が建ち

並び、異国情緒あふれる景観を作り出し、年間

450 万人を超える観光客が訪れる。同地区では

1970 年代から地域遺産を保存する運動（ここで

は町並み保存運動）が始まり、現在は主に 2 つ

の直接関連主体が活動を継続している。「函館の

歴史的風土を守る会」と「元町倶楽部」である。

公益信託函館色彩まちづくり基金（通称：函館

からトラスト。以下、からトラストとする。）は、

この元町倶楽部の活動から生まれた。

　先述のように、函館の歴史的建造物は洋風の建

築が多い。そのため、壁面にペンキで着色するケー

スが多く、町並みは彩り豊かである。1980 年に

行われた旧函館区公会堂の外壁塗り替えをきっか

けに元町倶楽部のメンバーは、このような特徴を

持つ函館の歴史的建造物の壁面をサンドペーパー
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発的に発生した地域課題の解決に対して緊急助成

を行うというような仕組みも存在しない。ただし、

事務局のメンバーは元町倶楽部のメンバーでもあ

るため、出資元の元町倶楽部との連携は十分に取

れている。また、事務局メンバーが直接関連主体

のメンバーであるということは、直接関連主体が

抱えている課題に対して理解があるため、より即

地的な支援が可能になると考えられる。

(3) 支援の仕組み

1) 支援の告知方法

　次に支援の仕組みについて見ていく。まず支援

情報の告知方法であるが、からトラストのホーム

ページや新聞広告による宣伝を積極的に行ってい

る。さらに、からトラストの支援の対象は主に函

館市、特に西部地区に絞られているため、マスメ

ディアの広告以外にも、人づてに支援の情報が繋

がっていくことが多い。

2) 支援先の選考方法

　からトラストでは、支援先の選考を年 1 回の

運営委員会で決定している。運営委員会は学識経

験者や専門家 6 名から構成され、交通費以外は

ボランティアで行われている。運営委員の選定は

前任の委員の推薦によって決められる。運営委員

会では事務局から応募団体の情報（まちづくり活

動の実績や組織体系など）が提供され、議論がな

される。

3) 支援先の選考基準

　資金支援を行う組織の選考基準には以下の 3

点が挙げられる。1 つ目は「函館市内で活動する

直接関連主体に限る」ことである。さらに同じ函

館市内でも、歴史的町並みが残る西部地区の優先

順位が特に高い。2 つ目は「高い精度の成果が期

写真 3-1　函館市西部地区の町並み

写真 3-2　旧函館区公会堂

で擦り、塗り替え前の建物の色を発見するという

調査を始めた。この調査結果をまとめ、CG で明

治から現在に至る町並みの表情を再現した研究に

より、1991 年にはトヨタ財団の研究コンクール

で優秀賞を受賞した。その後、1993 年にこの研

究コンクールの賞金であった 2000 万円を住友信

託銀行に委託し、まちづくり活動に対して資金支

援を行う、からトラストが誕生した。事務局は 5

名ほどがボランティアで行っている。また、これ

とは別に支援先を選考する運営委員会があり、そ

ちらは 6 名で構成されている。

(2) 地域遺産との関わり方

　からトラストはあくまで支援を行う側の組織で

あり、直接的に地域遺産に関わることはない。突
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待できる組織である」ことである。この点につい

ては運営委員会で、これまでの実績を含め議論さ

れる。最後は「調査研究ではなく、その結果を直

接まちづくりに生かせる活動」ということである。

以上の選考方法、基準を用いて、年間 150 万円

の予算で 5 組織ほどに対し、支援が行われている。

4) 成果の把握方法

　最後に、直接支援による活動の成果を確認する

方法について見ていく。からトラストでは年に 1

度、2 月に支援を行った直接関連主体を集めて成

果の報告会を実施している。また、会報でも成果

を簡単に紹介している。ただし、からトラストが

始まるきっかけとなった、外壁のペンキ塗り以外

の活動では顕著な成果が上がっていないという課

題がある。

(4) 組織が抱える課題

1) 支援の継続性

　最後にからトラストが抱えている課題を整理す

る。まず、第一に支援の継続性が問題となってい

る。支援開始当初は金利が高く、利回りだけで十

分に資金運用ができていたが、昨今の経済不安よ

りそれができなくなっている。2013 年の支援を

最後にからトラストとしての支援を打ち切ること

が決定している。函館市がからトラストと同様の

制度を持っており、そちらに、からトラストのノ

ウハウを活かしてほしいと事務局は考えている。

2) 支援の実効性

　先述したように、ペンキ塗り活動以外の成果が

芳しくないという事実が存在する。そこでからト

ラストの運営委員会では選考基準に「まちづくり

に生かせる活動」と実効性の高さを加えたが、ま

だ目に見える成果を見出せていない。

3-2-3　京町家 net

(1) 基礎情報

　京町家 net は「京町家再生研究会（1992 年設

立。以下、再生研とする。）」「京町家作事組（1999

年設立。以下、作事組とする。）」「京町家友の会

（1999 年設立。以下、友の会とする。）」「京町家

情報センター（2002 年設立。以下、情報センター

とする。）」の 4 組織から構成される。再生研は「町

家の修復など実践を通して、地域遺産としての京

町家の保全再生と、それを生かしたまちづくりを

展開する」ことを目的としている。作事組は「町

家の修復などのために熟練した技能技術者、施工

業者を紹介し京町家の保全再生に資する」ことを、

友の会は「町家の持ち主や関心を持つ人を繋げ、

情報交換と勉強を図る」ことを目的に活動してい

る。最後に設立された情報センターは不動産事業

者の集まりであり、「京町家に関する様々な不動

産情報から借り手と貸し主をマッチングする」こ

写真 3-3　公益信託函館色彩まちづくり基金の会報
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とを目的としている。これらの組織は通常、各々

の目的のため、独自の活動を行っているが、「京

町家の保存・再生による市民主体のまちづくり」

という理念のもとで協働もしている。2 か月に 1

回 net 会議が開かれ、その中で HP 委員会や実行

委員会など部会に分かれた議論も行われる。

(2) 地域遺産との関わり方

　京町家 net の地域遺産に対する関わり方として

は大まかに「楽しむ」「買う・借りる」「改修する」

「新しい手法を検討する」の 4 段階で構成されて

いる。それぞれ友の会、情報センター、作事組、

再生研が担っている。友の会で京町家を「楽しみ」、

興味を持つことで京町家を「借りるまたは買う」。

その後に住み心地を良くするために京町家を「改

修」し、この行為によってより良い京町家再生の

手法を「検討」する。このようなサイクルによっ

て町家への一般認識が高まり、さらなる需要に繋

がるというスキームである。

(3) 支援の仕組み

　ネットワークの活動費は、ほぼ作事組の活動に

より作り出されている。作事組では監修料として

設計費と工事費の 2％を受け取り、それを作事組

写真 3-4　京町家の町並み

の活動費として利用している。さらにこの費用は

作事組のみで使われるわけではなく、京町家 net

で何らかのイベントを行う際の費用としても利用

されている。近年、京町家の再生がブームになり、

作事組では年間 20 棟の工事を請け負っている。

このようなブームに確かな技術で対応することと

しており、よりおおきなブームに繋がると考えら

れる。

(4) 組織が抱える課題

　京町家 net は市民活動の最先端を走ることを自

負としているため、他組織の多くが期待している

行政からの補助金は受けず、協働もしていない。

それゆえに、自分達の手で如何に活動資金を得る

かが課題となってくる。作事組の活動もその一例

だが、さらにファンド化や証券化、信託化などの

金融分野の強化が課題として認識されている。

3-2-4　京都市景観・まちづくりセンター

(1) 基礎情報

京町家 net が市民として京町家を管理活用する

組織ならば、このような市民組織と行政の間の触

媒としての役割を担うのが京都市景観・まちづく

りセンター（以下、京まちセンとする）である。

「京都土地利用及び景観対策についてのまちづく

り審議会」による「住民主体のまちづくりにおい

ては、行政と市民の間に立った第三者機関が必

要である」との答申を受け、1997 年に京都市の

100％出資による財団法人として設立された。ま

た、設立にあたっては、世田谷区や神戸市のまち

づくりセンターが参考とされた。専従スタッフは

20 名で、京都市からの出向職員がその半分を占

める。また、2002 年度からは 5 年契約のまちづ

くりコーディネーターを採用し、地域に入り込ん

だまちづくり指導を行っている。
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(2) 地域遺産との関わり方

京まちセンの活動内容は「地域支援」「情報発信・

相談」「土地利用に関する調査」の 3 つに分類で

きる。地域支援は住民組織の活動助成や専門家派

遣などを各地で行い、その成果として地区計画や

まちづくり憲章の策定が実現している。また、シ

ンポジウムや学生コンペなどを通して景観やまち

づくりに関する情報を発信する情報センターとし

ての役割も担っている。さらに土地利用に関する

調査では、京町家に関する調査が多くなっている。

例えば京町家の悉皆調査や再生方法の検討、さら

に改修助成モデル事業の展開等がある。一方で、

新築の建築物、特にマンションが京都の歴史性に

調和することに対しても検討がなされている点が

特徴である。

写真 3-5　京町市景観・まちづくりセンターの会報

地域支援 情報発信・相談 土地利用に関する調査 その他
1997 年度 ・まちづくり相談　開始

・景観・まちづくりシンポジウム　開始
・ニュースレター　発行開始

・京都市景観・まち
づくりセンター開設

（10 月）
1998 年度 ・活動助成（西陣・静市・大原野右京の里）

・モデル事業（大将軍・姉小路・島原・丹波口）
・まちづくりセミナー（上京区）

・学生まちづくりコンクール　開催 ・地域共生土地利用検討会　発足
・京町家まちづくり調査　実施

1999 年度 ・活動助成（西陣・春日・本能・大原野右京の里）
・モデル事業（代将軍・姉小路）
・まちづくりセミナー（中京区・下京区）

・第 1 回景観・まちづくりコンクール 開催

2000 年度 ・大原野右京の里建築協定（6 月）
・活動助成（本能・城巽・西大路・梅津）
・まちづくりセミナー（東山区）

・センターホームページ　開設 ・まちなみ住宅設計コンペ　開催
・京町家快適環境調査　実施

2001 年度 ・活動助成（本能・城巽・貞教・二年坂・梅津など）
・まちづくりセミナー（上京区・中京区・下京区）

・第 1 回まちづくり交流博　開催 ・京町家なんでも相談　開始
・京町家再生セミナー　開始

2002 年度 ・本能元学区地区計画（8 月）
・活動助成（城巽・貞教・二年坂・有隣・修徳など）
・まちづくりセミナー（山科区）

・アーバネックス三条　完成
・京町家再生シンポジウム　開催

・嘱託職員「まちづ
く り コ ー デ ィ ネ ー
ター」採用開始

2003 年度 ・活動助成（貞教・二年坂・西乃町・有隣・修徳）
・モデル事業（北野上七軒・あるくらエリア）
・まちづくりセミナー（北区・伏見区）

・第 2 回景観・まちづくりコンクール 開催
・第 2 回まちづくり交流博　開催
・景観・まちづくり大学　スタート

・京町家まちづくり追加調査 実施 ・「 ひ と・ ま ち・ 交
流館　京都」の地下
1 階に移転

2004 年度 ・新門前通西乃町地区計画（11 月）
・活動助成（貞教・西乃町・有隣・修徳）
・モデル事業（姉小路・三条通・吉祥院）
・まちづくりセミナー（南区・西京区）

・マンションと地域コミュニティ
の検討会発足

・平成の町家型地域共生住宅のあ
り方及び実現化方策調査　実施

・今後の京町家の保全・再生のあ
り方検討会　開始

2005 年度 ・修徳学区まちづくり憲章（3 月）
・活動助成（修徳・洛西西竹ノ里・納屋町）
・モデル事業（立誠・桂川）
・まちづくりセミナー（上京区・西京区・伏見区）

・第 3 回　まちづくり交流博　開催
・京都学生まちづくりフォーラム　開催

・京のすまいまちづくり推進事業
実施

・京町家まちづくりファンド 設立

・景観法に基づく景
観整備機構に指定

2006 年度 ・活動助成（北野上七軒・立誠・修徳・納屋町など）
・モデル事業（本能・六原）

・国土施策創発調査　実施
・京町家改修助成モデル事業 実施

・「 京 都 市 景 観・ ま
ちづくりセンター」
の指定管理者に任命

2007 年度 ・大原野西竹の里町テラスハウス地区計画（4 月）
・納屋町地区計画（8 月）
・活動助成（北野上七軒・立誠）
・モデル事業（明倫）

・京都まちづくり学生コンペ　開催 ・まちなかこだわり住宅　完成

表 3-2　京町市景観・まちづくりセンターの歴史
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(3) 支援の仕組み

京町家に関する支援の仕組みに関して、京まち

センでは京町家を京町家のまま残すということを

考えをベースに活動を行っている。京町家 net の

町家改修に関する考え方と非常に似ている。活動

の内容としては、おおまかに「京町家の調査によ

る実態把握」と「京町家再生のためのファンドレ

イジング」の 2 種類がある。

1) 京町家の調査

1998 年に行われた「京町家まちづくり調査」

では約 600 名のボランティアの協力を得ながら、

都心 4 区（上京区、中京区、下京区、東山区）

で約 2 万 8 千棟の京町家を確認している。2000

年の「京町家快適環境調査」では、京町家の冷暖

房効率の調査などを行っている。さらに 2008 年

からは「京町家まちづくり調査」を開始し、京都

市内全域を網羅的に調査し、5 万棟以上の京町家

を抽出している。

2) ファンドレイジングの検討

京町家 net の課題として「金融分野の強化」を

挙げたが、京まちセンでもファンドレイジングの

手法に関する研究を行っている。例えば「京町家

ファンド事業」や「京町家の不動産証券化」など

がこれにあたる。

京町家ファンドは、その目的については「寄付

金を積み立て、その運用により、京町家の保全・

再生・活用を促進させることを目的としていま

す。この取組みを通じて、京町家に宿る暮らしの

文化・空間の文化・まちづくりの文化の継承と発

展、まちなみ景観の保全及び創造、さらには地域

の活性化を図ることを望んでいます。」としてい

る 2005 年に作られた基金である。通常の寄付の

他に、バナナ一房につき 1 円の寄付が行われる「京

町家まちづくりバナナ」やジュース 1 本につき 2

〜 7 円の寄付が行われる「京町家まちづくり自

販機」など様々な工夫がなされている。また京町

家の不動産証券化は、不動産が生みだす賃料や売

却益等を裏づけとして有価証券を発行することに

より、投資家等から直接資金調達を行う仕組みで

ある。収益性の高い不動産を小口に分割すること

で、出資または購入を行いやすくなる。元々は東

京など大都市の大規模再開発の資金源として普及

したものを京町家の継承に転用したものである。

2006 年に 4 軒の町家で利回り年 3％の町家証券

を売り出し、209名から約6000 万円が集まった。

(3) 組織が抱える課題

京まちセンが行った京町家の不動産証券化は一

見、成功したかのように見えるファンドレイジン

グの仕組みだが、初期費用が多額であり、事業採

算性や改修の難しさなどを理由に継続は難しいと

考えられている。今後は、これに代わるファンド

レイジング手法を検討し、実施することが課題と

なっている。
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3-2-5　ひょうごヘリテージ機構

(1) 基礎情報

兵庫県の歴史文化遺産活用構想に基づき、建

築士を対象として実施されたヘリテージマネー

ジャー養成講習会（2004 年）の受講生（第 1 期

生、第 2 期生 62 名）を中心としたネットワーク

である。県下を 7 地区に分け、地区世話人を核

とし、日常活動はそれぞれの地域ネットワークが

担っている。さらに、それぞれの地区をつなぐ県

下ネットワークは情報の集約と発信による側面支

援を行うという二重構造である。また、会費なし、

専従事務局なしという運営体制であり、メールや

ホームページといった IT に依存した開放型ネッ

トワークによる運営が行われている。一部、日常

活動を展開する地区においては、独自に規約を定

め少額の会費制をとっているところもある。

1995 年の阪神・淡路大震災により甚大な被害

を受けた当地域では、地域コミュニティの必要性

が再認識されている。そして、その核としての歴

史的・文化的な社会的資産の損失に対しての意識

が高くなっている。そういった中で2002年の「兵

庫県歴史文化遺産活用構想」により、県をあげて

従来の指定型の文化財行政から、人材育成を中心

とした文化財マネジメントを行うことが提起さ

れ、現在の取り組みへ発展してきている。育成の

対象は、専門技術者、教員、地域住民としている。

地域における文化遺産の発見、周知、再生にいた

る「保護システム」、活用の促進とその影響に対

する「保護手法」、取り組みを促進するための「関

係諸機関との連携のあり方」といった文化財にお

ける課題に取り組んでいる。

行動を起こす場合は、誰もが自由に活動を提起

することができ、インターネットを活用して仲間

を募ることができる。メンバー個々の主体性を尊

重しつつネットワークの総合力を発揮することが

意図されている。主な活動としては、登録文化財

調査他の調査受託、年報等の発刊、見学・勉強会

の実施等である。

(2) 地域遺産との関わり方

当組織では、従来の指定型の文化財行政の限界

を打破し、「地域のまちづくり」に主眼を置きそ

の核となる歴史、文化遺産を現代の生活に生かす

ことが重要であるとしている。そこで、それらの

取り組みを地域主導で行っていくための人材育成

に重きが置かれ、その人材間の交流を目的として

当組織が作られた。

写真 3-6　マネージャー養成講習会カリキュラム

写真 3-7　養成講習会と「ひょうごヘリテージ H2O」



45

たその他、ヘリテージマネージャーとしての職能

を活かした仕事を行う場合は、クライアントとマ

ネージャーとの間のみで契約を行うことが出来る

こととし、マネージャーの資格が仕事へ活かすこ

とができる仕組みとされている。

また受託調査に関して、成果品に一定の水準を

確保すること、スキルアップの機会とすることが

基本とされている。しかし、受託者が個人であれ

地区組織や ( 社 ) 兵庫県建築士会であれ、「孤立

と独善を排して、個性を活かした連携」を旨とし、

必ず複数の担当者で調査を行うことを原則として

いる。

(3) 支援の状況

当該組織に対しての支援に関して、当初、県の

文化財担当部署と建築士会が連携し、ヘリテージ

マネージャーの育成、認定を実施していた。また

その後、より実際的な経験を通じた育成の場と

なったのが、兵庫県近代化遺産総合調査の実施で

あるといえる。これらの経験を経て、現在では地

域各地で登録文化財調査といった文化財行政、景

観アドバイザー派遣による調査といった景観ま

ちづくり行政に関わりつつ活動を展開すること

となった。また、当該組織により情報の共有化、

情報交換の場が設定されている。また年に 1 度、

各地区で当該年度の決算としての報告会や全体の

ヘリテージマネージャー大会が催される。そこに

は、県文化財部局の担当者や県建築士会の担当者

が参加し、総括することで、各地区のレベルアッ

プや活動の活性化に寄与しているという。

他のセクターとの連携支援も戦略的に実施され

ており、兵庫県まちづくり技術センターからのア

ドバイザー派遣、兵庫県からの景観形成推進員に

よる調査、兵庫県建築士会におけるヘリテージ特

別委員会の活動等がある。

現在は文化財建造物を中心とした取り組みが先

行しているが、これは、当組織がそもそも兵庫県

が掲げる『歴史文化遺産活用構想』に基づいた活

動を行っているため、「文化財は地域の個性を示

す資源であり、現在の生活に活かすことが重要」

という考えに基づいていることによる。したがっ

て、文化財の指定・未指定に関わらず、地域の歴

史的・文化的・自然的遺産と、地域における知恵・

経験といったそれをとりまく周辺環境を対象とし

て活動を行っている。

その歴史文化遺産を活用するためのアプローチ

としては、当該組織を中心とした体制が主体とな

り、２つの施策と４つの柱が掲げられている。

まず２つの施策とは、『①魅力あふれる地域づ

くり』と『②地域を愛する人づくり』である。

また４つの柱とは、施策展開のステップであり、

以下のとおりである。

・遺産の発見：調査者の育成・資源台帳作成

・価値の共有：セミナー・総合学習

・活用計画：活用マスタープラン

・活用の実践：魅力あふれる地域づくり、地域

　を愛する人づくり

　こうした施策の推進のため、兵庫県では県内の

指定・未指定文化財を発見、保護するとともにま

ちづくり等に活用する人材として「ヘリテージマ

ネージャー」を養成している。

ヘリテージマネージャー自身の仕事における関

わり方としては、調査活動においては、「営利目

的ではなく歴史文化遺産を保存し活用することに

よって誇りと愛着のもてるまちづくりに貢献した

い」という動機を基本としている。したがって、

最低限の必要経費と作業量に見合った対価をもら

う「有償ボランティア」として関わっている。ま
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図 3-18　間接支援組織の地域傾向（組織種類×「3」）
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図 3-20　間接支援の対象となる地域遺産（Ⅱ 1-1-1）
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図 3-19　間接支援の範囲（Ⅱ 3-2-3）

(4) 組織が抱える課題

　これまで活動は、文化財建造物を専門としたヘ

リテージマネージャーの育成、活動展開が中心で

あった。だが、今後は他の領域のヘリテージマネー

ジャーの育成とその連携体制の確立、地域計画と

の連携、行政との協働体制の確立、そして各分野

での関係セクターの参画と連携が課題として見込

まれ、課題解決に向かい、当機構の参画により、

現在以下の取組みが進められている。

　・高等教育機関・博物館等との連携：美術工芸

　品ヘリテージマネージャーの育成

　・兵庫県立考古博物館（仮称）構想：基本計画

　策定、考古楽者養成事業

　・歴史文化遺産活用活性化事業 ：ヘリテージマ

　ネージャー等の人材育成、活用指針の策定

　・歴史文化遺産活用基本計画の策定に向けて（市

　町の参画）

　・文科省高等教育機関の地域貢献支援（大学の

　参画）

　・歴史博物館の新展開：歴史文化フォーラムの

　組織化等

　・活用のプロデュース：県登録文化財制度の創

　設

3-3　間接的な支援を行う組織の現状と課題

3-3-1　間接支援を行う組織の概要

(1) 組織の概要

1) 対象となった間接支援組織数

　アンケート調査により間接関連主体は 80 組織

抽出できた。この中の 38 組織が間接支援組織に

該当する支援活動を行っていた。以下ではこの

38 組織のうち、ネットワーク組織に分類できる

35 組織に着目して分析を行う。

2) 間接支援組織の活動地域の傾向

　まず、回答があった間接支援組織の本部がある

地域を見ていく。直接支援組織における傾向と同

様に、間接支援組織でも東北、関東、北陸甲信越

のエリアに本拠を構える組織からの回答が主と

なった ( 図 3-18)。

　間接支援組織の活動の範囲は全国展開している

組織、単一の都道府県内の組織で構成される組織、

単一の市町村内の組織で構成される組織が多かっ

た。一方で複数の都道府県や市町村にまたがる組

織や市町村内の一定の地区における組織の数は少

なかった ( 図 3-19)。
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無回答
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図 3-22　組織と行政の関係の変化（組織種類 × 「20」）
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図 3-23　ネットワーク参加の組織数（Ⅱ 3-2-2）

4) 間接支援組織と行政との関係

　最後に、組織の運営主体について見ていく。こ

こでも直接関連主体や直接支援組織と同様に住民

主導の組織が多くなった。また活動に伴う変化が

ほとんど見られないのが特徴である ( 図 3-22)。

(2) 組織の仕組み

　次に間接支援組織の仕組みについて、参加組織

数および組織の決算規模、収入源、専従スタッフ

の 4 視点から見ていく。

1) ネットワークに参加する組織数

　まず、ネットワークに参加する組織数を見ると、

10 組織以下で構成されているネットワーク組織

が大変多い。またごく少数ではあるが 50 組織以

上により構成される組織が存在する ( 図 3-23)。

2) 組織の規模と収入源

　次に、間接支援組織の決算規模について見てい

く。多くの組織が 500 万から 1000 万円の間の

規模で 1 年間運営を行っている。全体の割合は

直接支援組織とほぼ同じである ( 図 3-24)。

　各組源の収入のうち、7 割以上の割合を占める

収入源を表したグラフが図 3-25 となる。直接支

援組織の収入源の傾向から「国や地方自治体から

もらう助成金を収入源として運営している組織が

数多く存在すること」を指摘したが、間接関連主

体の収入源の傾向では、これがより顕著になって

いる。したがって昨今の国の財政状況や経済不安

の影響は直接支援、間接支援を合わせた間接関連

主体すべてに及ぶと考えられる ( 図 3-25)。

最後に組織を運営している専従スタッフの数を

見ると、こちらも直接関連主体、直接支援組織と

同様、「なし」が多い。組織の活動に積極的な参

加者についても、全組織が共通してボランティア

図 3-21　間接支援の対象となる活動（Ⅱ 1-2）

その他

0 10 255 15 20

組織活動の顕彰
価値の顕在化

ネットワーク形成
収益事業の展開
修復・保全・伝承
地域遺産の所有

観光の質向上
資金調達

まちづくりの促進
管理業務のサポート

イベント開催

理念の普及啓発
調査研究

3) 間接支援の対象

　次に間接支援の対象となる地域遺産と活動につ

いて見ていく。前に分析を行った直接関連主体、

直接支援組織の結果と同様に、「歴史的な建造物

や町並み」が多くなっている。ただし、「口承及

び無形遺産」「生業」のような無形の地域遺産を

対象とする組織も比較的多いことが特徴である

( 図 3-20)。

　また、支援対象となる活動の内容であるが、こ

ちらも直接関連主体や直接支援組織の活動内容の

傾向と類似している ( 図 3-21)。



48

図 3-26　各組織の有給スタッフ数（組織種類 × 「15」）
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以上の待遇を設けることが難しくなっている。し

たがって、ネットワークの維持という側面を考慮

するとこの点を脱却する必要があると考える ( 図

3-26)。

(3) 支援の仕組み

1) ネットワークへの参加手続き

　次に、ネットワーク組織の仕組みについて明ら

かにしていきたい。まず、ネットワーク組織への

参加の方法について見ていく。多くの組織がネッ

トワークへの参加において、特別な審査を行わな

いとしている。仮に審査を行うとしても書類審査

のみで決定する組織が多い。また、その他の回答

としては、「会員として入会することを条件とす

る」組織や「会員の同意または推薦を必要とする」

組織が見られた。全体的に簡単な審査でネット

ワークへの参加が可能となっている ( 図 3-27)。

2) ネットワーク事務局の役割

　2 章の直接関連団体に対するアンケート調査よ

り、ネットワークに参加する側の視点から見た

ネットワーク組織の課題として、「価値観や真剣

さの異なる組織間で摩擦が生じる」点が挙げられ

た。それを脱却するためにもより円滑にネット

ワークを運営できる専門的な「ボランティアでは

ない」事務局による組織運営が必要であると指摘

した。それでは現状のネットワーク事務局が果た

している役割について見ていく。

　ネットワーク組織が考える事務局の役割として

多いのは「ネットワーク内の情報共有」「参加組

織間の交流の場の設定」の 2 点である。一方で

資金や人材などのような直接支援に関わることは

必要ないという考えが一般的のようである。つま

り事務局の役割は「参加組織間の人材交流、情報

交流を円滑に行う」ことであると考えられており、

その他

0 4 1410

審査なし
現地での審査

面接審査
書類審査

12862

図 3-27　ネットワークへの参加手続き（Ⅱ 3-2-5）
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図 3-28　事務局が果たす役割（Ⅱ 3-2-6）
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図 3-24　間接支援組織の決算規模（組織種類×「16」）

図 3-25　収入源（70％以上を占める）（組織種類 × 「16」）

その他
外郭団体から
事業収入
自己負担

行政助成金
民間助成金
寄付金
会費

0 2 6 84

これは参加者である直接関連主体が考えるニーズ

とも合致する。需要と供給双方の考え方が一致し

ていることから、今後はこの考えを実行できる

ようなシステムづくりが課題であるといえる ( 図

3-28)。
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図 3-29　ネットワーク組織の連携（Ⅱ 3-2-7）
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図 3-30　ネットワークを形成する目的（Ⅱ 3-2-4）
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図 3-31　ネットワークを形成した効果（Ⅱ 3-2-4）

3) ネットワーク組織間の連携の有無

　最後に、ネットワーク組織同士の連携状況につ

いて見ていく。ネットワーク間の連携は「ある」、

「ない」ほぼ同数だった。ネットワーク同士の繋

がりは存在するが、それが大きなプラットフォー

ムにはなり得ていないようである ( 図 3-29)。

3-3-2　間接支援組織が抱える課題

(1) ネットワークを形成する目的

　各組織がネットワークを形成した目的について

見てみると、「まちづくりや市民活動」「観光」な

どの質を向上させるという目的が多いことがわか

る。また「普及啓発」や「調査研究・勉強会」な

ど、活動のボトムアップを図ることを目的とする

組織も多い。このように、各地の直接関連主体の

活動の質を向上させることがネットワーク組織の

主たる目的となっている ( 図 3-30)。

(2) ネットワーク形成の効果

　以上のような目的で作られたネットワークが、

どのような効果をもたらしたのかについて、ネッ

トワーク組織の側から見た効果を整理したのが図

3-31 である。ここでは「他組織の活動内容から

学ぶ」ことや「他組織の関係者との人脈形成」が

大きな効果であると認識されている。また目的と

同様、各地における直接関連主体の活動の質が向

上するという効果も多くの組織で認識している。

(3) ネットワーク組織が抱える課題

　次にネットワーク組織が、現在直面している課

題についてまとめていきたい。ここでは、より広

い課題を抽出するため、自由回答形式を用いた。

　挙げられた課題としては、「世代交代への不

安」「マンパワー、専門家の不足」「資金の不

足」など一般的なものも多かったが、中には

「より広域な観光を行うための連携が必要」といっ

た具体的な問題意識を持つ組織も存在した。

(4) ネットワーク組織が欲する支援

最後にネットワーク組織が必要とする支援内容

について見ていく。ネットワーク組織も他の組織

と同様、継続的な資金や人材の支援を望んでいる。

また、支援だけではなく企業との事業連携を望む

組織も見られた。このほか、「行政との意見交換

の場の設定」を求める意見があった。
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3-4　間接支援組織に対する詳細ヒアリング結果

3-4-1　詳細ヒアリングの対象地抽出

　間接支援主体に対する詳細ヒアリングは全国的

なネットワーク組織である「NPO 法人全国町並

み保存連盟」「NPO 法人日本民家再生協会」「伝

統的建造物群保存地区協議会」、都道府県単位の

ネットワークを形成する「しずおか町並みゼミ世

話人会」「新潟県まちなみネットワーク」、ネット

ワークだけでなく企業との事業連携などを都道府

県レベルで行う「NPO 法人北海道遺産協議会」「大

阪府大阪ミュージアム構想推進グループ」、市町

村単位のネットワークを形成する「太宰府市民遺

産」「萩まちじゅう博物館」の 9 組織に対し、実

施した。それぞれの組織の概要は表 3-3、表 3-4

の通りである。

全国規模のネットワーク組織の事例である

NPO 法人全国町並み保存連盟は「面的な歴史的

環境保全を行う組織の全国ネットワーク」として、

NPO 法人日本民家再生協会は「民家再生という

行為に対象を絞ってネットワークを形成する組

織」として、伝統的建造物群保存地区協議会は「行

政主体の技術交換の場」としてヒアリング対象と

して抽出した。また、都道府県規模のネットワー

ク組織の事例であるしずおか町並みゼミ世話人会

は「建築士など専門家を中心としたネットワーク

組織」として、新潟県まちなみネットワークは「住

民主導のネットワーク組織」としてヒアリング対

象として抽出した。また、企業との事業連携とい

う点に着目した NPO 法人北海道遺産協議会は「民

間主導の多彩な事業展開を行う組織」として、大

阪府大阪ミュージアム構想推進グループは「行政

主導の事業展開を始めようとしている組織」とし

て抽出した。最後に市町村単位のネットワークで

は、太宰府市民遺産と萩まちじゅう博物館を抽出

した。太宰府市民遺産は「文化遺産を市民と行政

とがマネジメントする市民活動」として、NPO

法人萩まちじゅう博物館は萩市と共に市民、民間

事業者、その他行政が参画したネットワークの中

心の一つとして位置づけられている。

これらの組織から、各地で活動する直接支援組

織の現状と課題を把握する。
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名称 NPO 法 人 全 国 町 並

み保存連盟

NPO 法 人 日 本 民 家

再生協会

伝統的建造物群保存

地区協議会

しずおか町並みゼミ

世話人会

新潟県まちなみネッ

トワーク
設立年 1974 年 1999 年 1979 年 2005 年 2006 年
法人格 NPO 法人（2003 年）NPO 法人（2001 年）任意団体 任意団体 任意団体
活動対象となる

地域遺産

歴史的な町並み 各地の民家・古民家 伝統的建造物群保存

地区

静岡県内の町並み 歴史的な町並み

参加者の属性 ・まちづくり組織

・行政職員

・建築士

・学識経験者

・学生

・建築関係者 ・行政職員

・住民

・国会議員

・首長

・まちづくり組織

・行政職員

・建築士

・まちづくり組織

・行政職員

支援の内容 ・全国町並みゼミ ・民家の学校

・民家バンク

・古材ネットワーク

・民家トラスト

　　　　　　.... など

・修理修景などの技

　術支援

・しずおか町並み

　ゼミ

町並みシンポジウム

組織の特徴 ・住民主体の組織

・緩やかな繋がり

・多様な事業展開

・地方分権の仕組

・観光化後の対応

・伝建事業の推進組

織

・強力なロビー活動

・組織化されてない

・県単位の交流の場

・県単位の交流の場

・緩やかな繋がり

・地域遺産と観光の

連携

名称 NPO 法人北海道遺産協議

会

大阪ミュージアム構想推

進グループ

太宰府市民遺産 萩まちじゅう博物館

設立年 2003 年 2008 年 2010 年 2004 年
法人格 NPO 法人（2008 年） 行政団体 - NPO 法人（2004 年）
活動対象となる

地域遺産

北海道内の有形・無形の

宝物と認識できるもの

・大阪府内の地域資源 ・市民、市が次世代に伝

えたい文化遺産

萩市内の文化遺産

参加者の属性 - - ・主に太宰府市市民 市民

支援の内容 ・北海道遺産の選定

・北海道遺産を活用した

観光企画、商品開発、地

域間連携、社会学習の資

料提供

・登録物として選定

・登録物を用いた観光振

　興

・文化遺産マネジメント

の仕組み

・ワンコイントラスト

・萩博物館の管理運営

組織の特徴 ・地域遺産の概念が類似

・多様な事業展開

・観光における地域遺産

　の活用

・地域遺産の概念が類似

・観光における地域遺産

　の活用

・文化遺産を市民と行政

とがマネジメントする市

民活動の枠組み

・新たなまちづくりの手

法

・活動そのものがまちづ

くりに参加する仕組み

・地域遺産と観光の連携

表 3-3　詳細ヒアリングの対象組織

表 3-4　詳細ヒアリングの対象組織
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3-4-2　NPO 法人全国町並み保存連盟

(1) 基礎情報

 「全国町並み保存連盟」（以下、「連盟」は、

1974 年に「今井町を愛する会」（奈良県橿原市）、

「妻籠を愛する会」（長野県南木曽町）、「有松まち

づくりの会」（愛知県名古屋市）という３つの住

民組織によって設立された。「町並みはみんなの

もの」を合言葉に、「郷土の町並み保存と、より

良い生活環境づくり」を目的としている。加盟団

体が 10 になった翌 1975 年に団体名に「全国」

を冠した。この年は、文化財保護法の改正により、

文化財のカテゴリーに「伝統的建造物群」が加わ

り、歴史的町並みの文化財的価値が認められた年

である。

○全国町並みゼミと東京事務局

連盟の主な活動は「全国町並みゼミ」の開催で

ある。歴史的町並みの情報交換と学習のために住

民団体から呼びかけたのが「全国町並みゼミ」で、

1978 年に愛知県の有松・足助で第１回を開催以

来、2010 年の盛岡大会で 33 回を迎える。行政

職員や研究者が手弁当で参加し、住民と同じテー

ブルについて議論する勉強会として、定着してき

た。加盟団体を母体とした実行委員会と連盟の共

催で行われているが、企画運営は実行委員会が担

当している。第３回の小樽と 27 回の鞆はそれぞ

れ、反対運動の真っただ中で開催、第８回の大平

は寝袋持参という大会もある。また、開催後、す

ぐに開催地に効果が表れなくても、川越では大会

開催が契機となり重要伝統的建造物群保存地区選

定に至り、西予市宇和町卯之町では大会開催翌年

に選定までこぎつけた。

1982 年の第５回東京大会開催時は、実行委員

会の母体となる住民団体がなかったことから、当

時、若手の研究者やまちづくり団体職員が集まり

運営されたが、それが東京事務局に発展するきっ

かけとなった。東京事務局では、個人会員制度を

設け、機関紙を発行した。財政難で一時中断した

ものの、現在は再び東京事務局を置き、個人会

員制度を再開、2003 年には NPO 法人となった。

主な活動は、以下のとおりである。

・町並み運動団体との交流、親睦および支援

・国、自治体等との交流および政策提言

・全国町並みゼミの開催および機関誌、資料の

　刊行

・情報の収集整備と発信、調査、研究と活用

・国内、海外諸団体との交流と提携

・子供のための環境教育及び総合学習への支援

(2) 地域遺産との関わり方

　「連盟」は直接、地域遺産とは関わらず、67

の加盟団体を通じて関わっている（2010 年３月

現在）。加盟団体のうち、全体の4分の1強が財団・

社団・NPO の法人格を持ち、歴史的建造物の指

定管理者や、地域の空き家対策を進めるなど、行

政と連携しながら、地域での発言力を強めている。

また、全体の約 3 分の 2 が重要伝統的建造物

群保存地区で活動している団体であるが、有松の

ように 1974 年に保存対策調査が終わりながら未

だ方針が定まっていない地区もあり、鞆のように

福山市が伝建地区を指定しながら国の選定に至っ

ていない地区もある。一方では伝建制度が歴史的

町並みを活かしたまちづくりを進めるには有効な

手法であるという理解が得られ、これまで独自に

保全を進めてきた犬山や栃木などのように選定を

めざして動き出した地区もあり、それぞれ会員が

住民として活動している。

加盟団体は、相互に情報交換しながら、具体的

には理事を中心に活動が進められている。理事は、

北海道・東北、関東、北陸・甲信越、東海、関西、

中国・四国、九州という７ブロックからのブロッ
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写真 3-8　町並みゼミ最終日の様子

写真 3-9　第 1 回の町並みゼミの様子

ク代表と、自薦他薦の個人会員代表から選出され

る。ブロック代表は加盟団体のリーダー、個人会

員は主に研究者が選ばれ、それぞれのブロックの

活動に加わる。理事の多くが、町並みゼミ実行委

員会経験者で、ゼミを通じて人脈や活動の場を広

げ、経験を積んでいて、加盟団体から支援要請が

あった場合、各ブロックの理事がまず対応するこ

とになっている。町並みゼミは、イベントである

と同時に人材育成の場ともなっている。全国町並

みゼミの開催については、加盟団体が立候補し、

理事会での審議を経て決定している。2010 から

2012 年度の開催地については、３地区の立候補

があり、ブロックのバランス、準備状況などを考

慮して、選定されたものである。

最近では、地方自治体側からのアプローチもあ

るが、あくまでも住民団体主体の開催ということ

で対応している。

また、過去に台湾、韓国、ヴェトナムなどの団

体が全国町並みゼミへの参加や訪問があったが、

2010 年には、これまで連続参加している台湾と

の交流を行う。今後、アジア各国への「町並み」

まちづくりの交流を進めていくことにしている。

(3) 支援の状況

財源は、会費による他、全国町並みゼミは芸術

文化振興基金の支援を得ることが多い。

(4) 組織が抱える課題

事務局は当初、会長団体の担当であったが、そ

の後東京事務局を開設したという変遷はあるが、

組織は安定してきている。しかし、個々の加盟団

体のように、NPO 法人化しても財源確保はまだ

課題となっている。また、会員の高齢化も進み、

個人会員が減少しており、後継者の育成も課題と

なっている。
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3-4-3　NPO 法人日本民家再生協会

(1) 基礎情報

　NPO 法人日本民家再生協会（通称：JMRA。以

下、JMRA とする。）は、1997 年 9 月に設立さ

れた「日本民家再生リサイクル協会」が前進であ

り、2001 年に NPO 法人格を取得し、2009 年

に現在の名称に変更した。活動当初は「住みなが

ら残していく」という理念の下で活動を展開して

きた。しかし、社会変化の中で民家に住み続ける

ことが困難という個人の事情が民家の保存に大き

く影響することから、理念を「使いながら残して

いく」と柔軟化させて、主に指定文化財にはなら

ないような民家を残す運動を行っている。

　会員は約 1500 名おり、特にここ 3 〜 4 年は

増加傾向にある。会員のうち 3 分の 2 が建築に

関わる職業を持つ人である。これだけ多くの会員

を持つ組織の機能は東京にある本部のほかに、北

海道東北・東海・北陸・近畿・中国・四国・九州

沖縄の 7 地区に地区運営委員会と事務局が設置

され、分割されている。これらの地区運営委員会

は本部とは別に各地で普及啓発活動や事業を行

う。また、JMRA には 38 名の理事がいるが、こ

れらの役員は 2 期 4 年で退く（また 2 年後に再

任という場合もありうる）ことが義務付けられて

いるため、非常に流動的な組織形態をしている。

このように JMRA では、各地の地方性と様々な

理事の独自性により、多種多様な活動が実施され

ている。

(2) 地域遺産との関わり方

　JMRA は各地の古民家を地域遺産として維持管

理の対象としている。ただし、古民家に限定した

活動を行っているわけではなく、現代の暮らし方

についても提案を行っている。このような地域遺

産との関わり方について見ていくと、JMRA には

各地の会員から民家の保存などについての相談が

寄せられる。その民家の保存や修理修復、活用に

関与する主体は場合によって異なり、本部が先導

する場合もあれば、地区事務局に一任する場合も

ある。ただし、JMRA の予算規模は大きくないた

め、民家の保存にあたっては国の助成事業や地方

自治体の協力を得ることによって進められる。

(3) 組織の活動内容

1) 活動の 2 本柱

　次に JMRA の活動内容について見ていきたい。

JMRA は民家を再生活用しようとする個人や企業

のネットワーク組織である。その活動の枠組みは

「民家再生の理念の普及啓発」と「民家再生に関

する実践的な活動」の 2 本柱によって構成され

ている。普及啓発活動としては民家フォーラムの

開催や会報「民家」の出版、「民家の学校」の運

営などの活動が含まれる。また、実践的な活動は

「民家を残す活動」と「民家をまちづくりに生か

す活動」に分けられ、前者は民家バンク、登録事

業者の会、民家再生奨励賞などが、後者には民家

トラストなどが該当する。このような多種多様の

事業が展開する背景には地区ごとの事務局が本部

から独立して事業展開を行っていることがあると

考えられる。地域の現状に応じた様々な手法が地

方で考えられ、それが本部に上がってくることで、

全国的に還元される仕組みができている。

2) 具体的な活動内容

　JMRA の民家関連事業のうち、「民家の学校」「民

家トラスト」「民家再生奨励賞」について説明する。

○民家の学校

　民家の学校は年に 8 回程度のワークショップ

を通じて、民家での生活や大工仕事、森林作業を

生身で感じることができる、体験学習のプログラ
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写真 3-10　JMRA のパンフレット

ムである。会場は主に東京近辺の民家が設定され、

入学式や修了式も行われる。特徴的な点としては、

民家の学校の卒業生のうち数名が、翌年度の民家

の学校の運営に携わるということである。これに

よって、民家の学校は単発の勉強会にとどまらず、

JMRA の新しい中心メンバーの育成現場という役

割も持ち合わせることになる。

　また、民家の学校は東京近辺を会場とするた

め、地方の希望者が参加することは非常に困難で

ある。そこで JMRA の各地区事務局には独自に

民家の学校と同様の体験学習プログラムを運営し

ている所も存在するこのような重層的なプログラ

ム設計ができる点が JMRA の強みと言えよう。

○民家トラスト

　民家トラストは民家を現地で使い続けるために

作られた仕組みである。個人の経済力では民家を

維持できない場合、民家の所有者と信託契約を結

ぶ。その後、雑誌広告などを用いて民家に関する

情報を公開して、民家を維持していくためのスポ

ンサー（所有者に代わって建物を維持する支援者）

もしくは管理運営者（所有者に変わって建物を利

活用する人）を探す。そして応募者と所有者をマッ

チングし、民家の維持管理の継続につなげるとい

うプログラムになっている。さらに、これらで培

われたノウハウを共有するためのネットワークも

作られている。ただし、このシステムはそもそも

のスポンサーが集まらないなど、課題が多い。

・民家再生奨励賞

　民家再生奨励賞は JMRA が関わり、再生した

民家の情報を普及するために設けられた。受賞す

ると賞状とプレートが送られ、さらに事例集が出

版された際に記載されることとなる。この賞は基

本的に申請されたすべての民家を選定することと

なっており、差のある価値づけは行っていない。

しかし、施主が喜ぶことによって民家が大切に使

われるという一番大きな効果を生み出している。

(4) 組織が抱える課題

　JMRA が最も問題視している課題に「東京と地

方の格差」がある。JMRA の会員は圧倒的に東京

近辺に住んでいるのに対して、民家のほとんどが

東京から離れた地方にある。したがって、両者の

間に認識のずれが生まれ、事業の推進を阻害して

いる。また、近年の民家ブームにより、JMRA の

理念にそぐわない事業者も一時会員として存在し

ていたこともあり、現在の理念を維持できるよう

な仕組みが必要であろう。
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写真 3-11　研修のまちあるきの様子

3-4-4　全国伝統的建造物群保存地区協議会

(1) 基礎情報

全国伝統的建造物群保存地区協議会は、伝統的

建造物群保存地区を持つ市町村によって、1979

年に発足した団体である。

伝統的建造物群保存地区は、1975 年の文化財

保護法改正によって、集落・町並みを新たに文化

財としたものであり、市町村が指定し、国が選定

するという新たなしくみが導入された。文化財別

の協議会は、同様に市町村によって構成される全

国史跡整備市町村協議会（1966 年発足）や全国

近代化遺産活用協議会（1997 年発足）の他、所

有者によって構成される文化財指定庭園保護協議

会や、社団法人全国国宝重要文化財所有者連盟

（1977 年発足）の他、NPO 全国重文民家の集い

（1977 年発足）、登録文化財所有者の会といった

会がある。これらは、調査研究や情報収集、文化

財別の課題を解決するために国への要望活動を行

うことを目的とした団体として設立されたもので

ある。特に、全国伝統的建造物群保存地区は現在

も住民が生活を続けていることから、文化財保存

と現代生活の調整という他の文化財と比較すると

難しい課題解決が求められており、国への要望活

動が活発である。そのため、会員は市町村長で、

顧問には地区選出の国会議員が名前を連ねてい

る。全国伝統的建造物群保存地区協議会は、重要

伝統的建造物群保存地区の増加にともない加盟団

体を増やしており、現在はすべての選定地区が加

盟予定である。ただし、京都市に重要伝統的建造

物群保存地区は４地区あるが京都市として１団体

の加盟となり、また合併して複数の地区が１つの

市長村となる場合もあるので、必ずしも地区数と

市町村数は一致しない。現在の加盟団体は、73

市町村 86 地区である。

また、歴史まちづくりを進めている歴史的景観

都市協議会という団体があるが、こちらは都市景

観も含めた地方自治体の団体であり、必ずしも加

盟団体は重要伝統的建造物群保存地区とは一致し

ておらず、また都市計画担当部局と文化財担当部

局の複数が会員である点も特徴である。歴史的景

観都市協議会については、一時、会員数が減少し

たが、歴史まちづくり法の制定以降、認定団体と

の連携を深め、積極的に加盟を勧誘している。

NPO 法人全国町並み保存連盟は住民団体の集

まりだが、全国伝統的建造物群保存地区協議会に

加盟している団体の住民や担当者などが個人会員

で加盟していることもあり、情報交換は行われて

おり、年１回の総会には、財団法人日本ナショナ

ルトラストとともにオブザーバーとして参加して

いる。

(2) 地域遺産との関わり方

全国伝統的建造物群保存地区協議会は、事務担

当者研修会も行われる年１回の総会の他、担当者

研修会や勉強会の開催、国への要望活動を行って

いる。総会については、1998 年度の下郷大会か

らオブザーバー団体が参加、2002 年度の楢川大

会から住民参加プログラムを開始するとともに、

広報のためにホームページの充実を図っている。
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これらはワーキンググループが中心となってい

る。また、北海道・東北、関東・甲信越、中部・

北陸、近畿、中国・四国、九州の６ブロック制を

とっている。ブロック内の加盟団体間の連携が密

に行われ、九州では、九州ブロック会議を開始し

ている。財源は、会費と芸術文化振興基金による。

(3) 支援の状況

重要伝統的建造物群保存地区に対する国の指導

も行われているが、各地区の課題解決に向けて、

ブロック内の連携を行いながら、調査担当や審議

会などを通じた学識経験者の指導なども行われて

いる。また、いくつかの地方自治体には、専門職

員が配置され、文化庁との人事交流も行われてい

る。ただ、ハードの支援が中心で、住民のリーダー

や次世代の育成、空き家対策などソフトの支援に

ついては、課題となっているのも現状である。

(4) 組織が抱える課題

全国伝統的建造物群保存地区協議会の事務局は

会長市が担っているが、会長市が固定しており、

毎年、総会担当ブロックも分担しているが、会長

市に負担がかかっている。組織の構成員について

は、担当が数年ごとに変わる市町村が多いので、

経験が共有されない、継続されないという悩みも

ある。また住民参加プログラムにおいては、行政

と意見交換したいという要望も出たが、まだ実現

されていない。今後検討されるべき課題であろう。

2010 年は伝統的建造物群保存地区制定 35 周

年であり、全国伝統的建造物群保存地区協議会で

は記念行事を計画している。加盟団体が 100 団

体となるのも、そう遠くはないだろう。地域遺産

と直接関わる加盟団体を支援する全国組織として

のより一層の役割が求められている。
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3-4-5　しずおか町並みゼミ世話人会

(1) 基礎情報

　しずおか町並みゼミ世話人会（以下、世話人会

とする。）は、年に 1 度、静岡県内で活動するま

ちづくり組織が集まり、互いの情報を交換する「し

ずおか町並みゼミ」を主催する組織である。しず

おか町並みゼミは 6 年前から始まり、毎年開催

地を変えながら実施されている。2010 年は富士

市の吉原宿を舞台として 2 月 13、14 日に開催

された。

　世話人は 10 名ほど存在するが、世話人会とし

ては「組織化されていない」という点が特徴であ

る。しずおか町並みゼミの実施は開催地のまちづ

くり組織が主体となって計画し、世話人会はアド

バイスをする程度である。また開催地の決定も世

話人のうちの一人が、各地の組織に話を持ちかけ

て決定している。このような一見、合理的ではな

い運営方法をとっている背景には、「だらだらや

る」という組織の理念が存在する。全国的なネッ

トワーク組織のように、きっちりした議論をする

のではなく、緩やかな形で議論し、まちづくりや

町並みを楽しもうというスタイルである。

　参加者は各地の直接関連主体の会員および行政

の担当職員で大半が占められている。しかし、東

海道の宿場町という関係性を考慮して、滋賀県か

ら参加する組織もある。

(2) 組織の活動内容

　2010 年のしずおか町並みゼミはまちあるき、

ワークショップ、懇親会、講演の 4 段階で構

成されていた。開催の主体が変わってもワーク

ショップを行い、町の課題と将来を外の目から考

えるという形式は変わらない。まちあるき後に

ワークショップを行うことで、講演だけのスタイ

ルよりもより濃く開催地を知るきっかけとなり、

また開催地にとっては各地のアイディアを得るこ

とができる場となっている。

(3) 組織が抱える課題

　前述のようにしずおか町並みゼミは個人の努力

により運営されているところが大きい。これまで

の議論で直接関連主体および間接関連主体のボラ

ンティアからの脱却を主張してきたが、静岡でも

何年後かに活動が止まるという事態も起きかねな

い。ただし、組織化しすぎてしまうと全国組織と

の違いがなくなり、しずおか町並みゼミの良さが

消えてしまうだろう。今後、組織化していくにも

工夫が必要となる。ボランティアからの脱却にお

いても同様のことが言え、ボランティアだから可

能であった一面などを整理する必要がある。

写真 3-12　吉原宿のまちあるきの様子

写真 3-13　まちあるき後のワークショップの様子
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3-4-6　新潟県まちなみネットワーク

(1) 基礎情報

　新潟県まちなみネットワークは 2006 年に上越

市において総会を行い、設立された。その後、総

会は年に一度のペースで場所を長岡、新潟、佐渡

の順に移して開催され、2010 年は上越地区の糸

魚川で行われる予定である。組織構成はしずおか

町並みゼミと同じく、正式な事務局は存在しない。

名簿の管理や総会のお知らせの郵送は行うが、金

銭の管理は行わない。事務局がないため、組織の

運営は個人の力に頼る部分がかなり大きくなって

いる。現在、参加組織は約 40 組織である。

(2) 地域遺産との関わり方

　ネットワーク組織であるため、直接的に地域遺

産の維持管理や保全活動に関わることはない。そ

もそも新潟県まちなみネットワークの認知度が低

いため、地域遺産の危機についての相談もない状

況である。

(3) 組織の仕組み

　2009 年の新潟県まちなみネットワークは佐渡

の小木町・宿根木で開催された。構成としては宿

根木のまちあるき、懇親会、小木のまちあるき、

シンポジウムという流れであった。静岡とは異な

りワークショップを行わず、そのかわりにまちあ

るきに長い時間をかけている。ネットワークへの

参加条件は特になく、役員の同意のみで参加でき

るシステムになっている。

　2009 年の総会において新潟県の観光協会から

新潟県まちなみネットワークに参加している組織

限定の助成金の設立が伝えられた。地域遺産を観

光振興の上で重要なストックとして認識されてい

る重要な事例だと考えられ、今後の地域における

ネットワーク組織または直接関連主体と観光関連

組織との関係のモデルケースとして評価できると

考える。

(4) 組織が抱える課題

　新潟県まちなみネットワークの効果としては

「直接関連組織同士の連携強化」と「観光協会と

の連携」が形成されたということである。一方で

課題としては「資金が少ない」「事務局機能がない」

「組織間の考えのズレ」の 3 点が挙げられる。よ

り積極的なネットワーク活動を行うためには、資

金を管理するための事務局を整え、その上で会費

を設けるというシステムづくりが必要である。た

だし、事務局機能を担う人材発掘が最重要課題と

なるだろう。

　また、新潟県まちなみネットワークの設立当初

は参加者の中にネットワークが必要だが時期尚早

という意見もあった。現在のような不安定な状況

のままでは活動が終了してしまう可能性がある。

活動が一度終わってしまうと、それを再構築する

ことは新たに組織を立ち上げるよりも困難であ

る。ここでは、事務局体制の整備が望まれている。

写真 3-14　小木町のまちあるきの様子
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広報誌などの紙面による訴えなどを行っている。

また、各地の北海道遺産に関わる直接関連主体同

士の連絡会を設けて情報交換が可能な仕組みをつ

くっている。

(3) 組織の活動内容

　北海道遺産の選定後、協議会では北海道遺産を

用いた様々な活動を展開している。この活動は他

地域でも活用可能な事業化の先進事例であり、学

ぶべきところは多い。以下では、「スポンサー制

度（2008 年停止）」「観光企画」について説明する。

1) スポンサー制度

　協議会では 2008 年まで、北海道内の有力企

業から資金を得るスポンサー制度を導入してい

た。1 社あたり 50 万円ほどを提供してもらい、

その見返りとして各社が北海道遺産のロゴを使用

して自由に商品開発を行ってよいという仕組みで

写真 3-15　小学生向けの教材用冊子

3-4-7　NPO 法人北海道遺産協議会

(1) 基礎情報

　北海道遺産とは、次世代に引き継ぎたい無形・

有形の財産を掘り起こし、北海道の宝物として選

定するというプログラムであり、地域遺産に非常

に近い概念を持っている。現在は第 1 回、第 2

回選定あわせて 52 件が北海道遺産に選ばれてい

る。選考基準は学術的な価値とともに、「北海道

らしさを語るものであること」と「地域の人にど

れだけ愛されているか」ということを重要視して

いる。北海道遺産は北海道の宝物であって、愛さ

れていないものはどんなに学術的価値が高くても

宝物にはなりえない、という考え方である。した

がって、北海道遺産においては地域における直接

関連主体の活動が重要な要素となっている。また、

次世代を育成するために、北海道内すべての小学

校に 1 冊ずつ、北海道遺産を紹介した冊子を提

供している。

　この構想は、1997 年に北海道庁内で赤レンガ

プロジェクトというプロジェクトが発足したこと

により始まった。その後、北海道遺産を選定す

るにあたって、政治的な影響は避けるべきとし

て、主体が北海道庁から北海道遺産協議会（以

下、協議会とする。）という任意団体に移された。

2008 年に、さらに事業を広げるため、協議会は

NPO 法人格を取得している。事務局は 5 人体制

で北海道庁にも担当主査が 1 人いる。また、北

海道遺産を選定する運営委員は北海道内の専門家

7 名によって構成され、2 次調査では委員自身が

100 か所ほどの候補地に赴いている。

　

(2) 地域遺産との関わり方

　北海道遺産の仕組みでは、協議会が各地の北海

道遺産に直接的に関わることはない。ただし、可

能な限りのサポートは実施しており、情報提供や
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写真 3-16　遺産に認定されている稚内北防波堤ドーム

ある。イギリスのナショナルトラストが行ってい

る収益事業と類似の事業であり、毎年 1000 万

円ほどの収入があった。NPO 法人に移行後はこ

のスポンサー制度を止め、会費などによる収入に

切り替えた。協議会とスポンサー契約を結んだ各

企業は北海道遺産をデザインに用いたバスカード

写真 3-17　北海道遺産のロゴマーク

や焼酎ラベルなどを作成し、販売している。また

NPO 法人移行後も、ロゴを用いた商品開発は継

続されている。

2) 観光企画

　協議会ではこのほかに、北海道中央バスグルー

プの㈱シィービーツアーズと連携して、各地に点

在する北海道遺産を巡るツアーを企画、実施して

いる。同一都道府県内でネットワークを形成して

いる組織だからこそ、可能な事業展開であると考

える。また、新聞や情報誌、テレビ番組などによ

る宣伝により、北海道遺産の認識度は高くなった。

その結果、各地の北海道遺産に訪れる観光客の数

も増加する傾向にある。しかし急激な観光客の増

加により、駐車場などの施設整備が間に合わない

地域も出てきており、これらの地域における観光

インフラの整備が課題とされている。

(4) 組織が抱える課題

　協議会が現在抱えている課題としては「資金の

問題」と「地域との関係」の 2 点が挙げられる。

前者はスポンサー制度をやめてから激減した収入

内で、活動の質を落とさない仕組みが求められ

る。また、後者に関しては主体が明確ではない組

織のつきあい方に苦労している点や、数年単位で

代わってしまう行政担当者との関係などが問題視

されている。このような課題も含めて、北海道遺

産のような多様な事業展開と地域遺産の保護・活

用を見習っていくべきではないかと考える。
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3-4-8　大阪ミュージアム構想推進グループ

(1) 基礎情報

　北海道遺産と同類の活動を展開しようとして

いる組織が大阪府の大阪ミュージアム構想推進

グループ（以下、大阪ミュージアム構想とする。）

である。ただし、こちらは行政主導のネット

ワークという点で、北海道遺産とは異なる。地域

遺産の再発見という目的で 2008 年に公募を行い

1000 件以上の申請があった。その中から営利目

的で申請してきた事例のみを除外し、最終的には

1166 件の登録物が選定されている。この登録物

を「展示品」や「館内催し」に見立て、その魅力

を外部に発信していくという枠組みを持ってい

る。北海道遺産と同様、地域遺産と観光振興を結

びつけたプログラムとして参考になると考える。

(2) 組織の活動内容

　大阪ミュージアム構想ではふるさと納税の制度

などを活用し寄付金を積み立て大阪ミュージアム

基金を設置している。この積立金は特別展の開催

や市町村からの補助金を通じて地域に還元される

仕組みになっている。特別展とは登録物を活用し

て複数のイベントを同様のコンセプトに基づいて

結びつけ、地域の魅力を発信するというプログラ

ムである。「ぐるりん大阪ミュージアム」という

名称で実施されている。

(3) 組織が抱える課題

　大阪ミュージアム構想の効果としては、学芸員

と命名された 100 名以上の登録物に関わる活動

者による交流会を行うことで「地域の意識が向上」

したこと、旅行コースを設定し、実際に観光客が

訪れることで「地域がまとまったこと」が挙げら

れる。一方で、大阪ミュージアム構想が抱える課

題としては、構想の具体的な目標、つまり最終的

な大阪ミュージアム構想の到達点が見えにくいと

いう点、また大阪ミュージアム基金への寄付金が

十分に集まっていない点などが挙げられた。

写真 3-18　大阪ミュージアム構想のロゴマーク

写真 3-19　登録物に選ばれている法善寺横丁の町並み
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3-4-9　太宰府市民遺産

(1) 基礎情報

太宰府市民遺産は、「太宰府市文化財保存活用

計画 （2005 年度）」を現実化することを目的に、

「地域における歴史的風致の維持及び向上に関す

る法律（2008 年法律第 40 号）」に基づく「歴

史文化基本構想（文化庁所管）」及び『歴史的風

致維持向上計画（国土交通省所管）』とを総合的

に実施する取り組みである。さらに「太宰府市市

民遺産活用推進計画」を策定、「太宰府の景観と

市民遺産を守り育てる条例」を制定し、市民と市

との協働によって運用する仕組みである。

また太宰府市の市民遺産の概念とは、「何気な

く生活している場所も、他処に行くと住んでいる

処と違うことに気づきます。地域を形づくるも

の（自然・文化・人）が、地域を感じること（こ

こでは「太宰府の風土」と記します）の多くをつ

くり出しています。太宰府市を形づくるものの中

で、皆さんをはじめ多くの方々が、ここにしかな

い太宰府の風土と感じ、将来も太宰府を感じるた

めに守り・育てていきたいモノやコトが「太宰府

市民遺産」です。（市民向けパンフレット「太宰

府市民遺産『太宰府』を育てよう　「思い」をつ

なぐ手引き」平成 21 年太宰府市教育委員会発行

より）」とされている。

現在は、上記の各計画を学識経験者、市民（関

連する市民団体等から選出）、福岡県（文化財・

都市計画・地域振興関連部局）、太宰府市（建設

経済・教育委員会・文化財・都市整備・観光関連

部局）等によって構成した太宰府市民遺産活用推

進計画策定委員会によって、平成 22 年度末を目

途として策定中であり、平行して市民参画により

市民遺産データベースを作成している。

(2) 地域遺産との関わり方

「市民遺産」の発想としては、指定制度を中心

とした従来の文化財行政に対し、本来の「文化財

とは誰のものか」という疑問がきっかけとなって

いるという。そこで「文化遺産は人間が生きてき

た積層の結果であり、時々の生活により変化しな

がら伝えられてきた」ことから、「文化遺産を住

民が生きる上で必要なもの」と捉えることが原点

となったということである。そしてその関わり方

に関して、「変化を拒否せず常に価値を高めなが

らどう変化を考えるか」、そして「未来に向けて

の創造的な保存が大切」であるという考え方によ

り計画が策定されているようである。具体的には、

点で存在する文化遺産を物語りでつなぎ、文化遺

産そのものだけではなく、文化遺産と物語とを育

てていくプランをも含め「太宰府市民遺産」とし

たということである。

上記より「太宰府市民遺産」とは、現在、潜在

化してしまっている遺産が次々に顕在化されてい

くことで、総合的に高まり深まっていくものであ

るといえ、また従来の文化財行政の枠組みには留

まらず、市民・事業者・NPO を主体として捉え、

その関係団体の代表者による「太宰府市景観・市

民遺産会議」を結成し、景観法・景観条例に基づ

く市の景観計画中の市民組織としての位置づけを

したことにより、景観まちづくりへの連続性が確

保されようとしている。

また、地域内で生活を営む市民はもちろんのこ

と、外部の人々に対して市民遺産をインタープリ

テーションすることを目的とした取り組みであ

る。そして、NPO 法人歩かんね太宰府により『歩

かんね太宰府　気持ちよかやん、風も人も』といっ

た「観光」事業展開も行われている。現在は、日

本財団による助成金を得ながらの活動であるが、

観光関連業に携わっていた人材が中心的に関わり
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ながら NPO 活動を展開しているとのことである。

今後は近接する福岡市等からの観光客をターゲッ

トとしたインタープリテーション活動の持続可能

な仕組みとして発展していくことが期待される。

(3) 組織が抱える課題

現在は、計画策定段階であり、2010 年度には

市民遺産会議の模擬的運用や市議会への条例案の

提案等が予定されており、それらの実行による仕

組みの構築が第 1 の課題である。

また、当初の理念である市民と市行政による協

働がどの程度実現するかについては、運用を始め

てから問題点を抽出し、システムの改善をすると

いう作業を繰り返すことが重要である。そういっ

た認識はなされているようであり、引き続き関係

者の熱意をもった深い関わりの継続が課題である

といえる。

写真 3-20　太宰府市民遺産・住民向けパンフレット①

写真 3-21　太宰府市民遺産・住民向けパンフレット②
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3-4-10　NPO 萩まちじゅう博物館

(1) 基礎情報

萩は、1604 年に毛利輝元が城下町として建設

を開始し、大規模な土木工事により「川内」とい

う河口デルタを形成していった地である。明治維

新後、広大な武家地が残されたが、士族授産のた

めに夏みかんの栽培を進め、また農地や低湿地に

鉄道や公共施設を建設したため、江戸時代のまち

づくりの骨格が保たれた。このことが、萩は「江

戸時代の地図がそのまま使えるまち」といわれる

所以である。1976 年には武家地の「堀内」地区

及び「平安古」地区が国の重要伝統的建造物群保

存地区として選定、港町の「浜崎」地区も 2001

年に選定された。

(2) 地域遺産との関わり方

NPO 萩まちじゅう博物館は、2004 年秋に開府

400 年記念事業として実施された「萩まちじゅ

う博物館」を萩市と協働して運営するために、同

年６月に設立された。萩まちじゅう博物館は、

400 年の間に蓄積された歴史遺産から次の 100

年のまちづくりを考えようと、萩市全体を屋根の

ない博物館ととらえ、まちじゅうに点在する「お

たから」（＝文化遺産）を保存・活用していく活

動である。コア博物館である「萩博物館」の他、

市内の文化財施設をサテライト博物館と位置付

け、市民と協働で推進している。この萩博物館の

運営を担当しているのが、「ＮＰＯ萩まちじゅう

博物館」である。

「ＮＰＯ萩まちじゅう博物館」は、「萩博物館」

を年中無休（年１日だけ燻蒸のため閉館日あり）

で運営するために、市からの委託で、受付・ガイド・

案内・清掃・守衛・学芸補助・展示制作・レスト

ランとショップの経営などにＮＰＯ会員が参加し

ている。現在、会員は 164 名（男女はほぼ同数）

で、運営のための作業については有償だが、必ず

「おたから」の収集など館の企画運営に関する調

査などをボランティア作業でやることになってい

る。博物館であるので、歴史遺産だけでなく、特

異な地形や豊かな海洋資源なども含めて活動の対

象となっている。これらの活動は班別に行われて

おり、現在、20 班ある。５人以上で班を作るこ

とができ、理事会の承認を経て、活動を始めるこ

とができる。「萩博物館」には、これら班の活動

成果がコンテナにまとめられた展示室もあり、小

学生などが学習のために利用することもある。そ

の他、萩が大切と考える「おたから」の保存のた

写真 3-22　萩の町並み

写真 3-23　萩のワンコイントラスト
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めに、ワンコイントラスト（100 円信託）を展

開していて、これまで５つの修理や里帰り費用と

して約 2,600 万円を集めた。

一方の「ＮＰＯ萩観光ガイド協会」は博物館の

おもてなしを推進するために、既存のボランティ

アガイド団体の会員を中心に新しい団体として設

立されたもので、サテライト博物館やまちなかで

ガイドを行っている。市民を対象にセミナーなど

を開催する他、会員自身も「萩ものしり博士検

定」」（修士・博士の２種類）を受けることによっ

て、ガイドとして自信を持つことができる試みも

取り入れられている。会員の他、「萩ものしり博士」

として認められれば「まちかど解説員」として活

躍する場も与えられる。

(3) 支援の状況

「萩まちじゅう博物館」構想は、萩の歴史遺産

によって空間と時間を結びつけながら、景観管理

も行い、市民参加により実現される非常によく練

られたプログラムである。将来的には、市民が活

動に参加することにより、より深く自分の町を知

ることによって、まちづくりの目標を行政と共有

し、実現しようという構想である。ＮＰＯは単な

る博物館の運営組織ではなく、活動を通じて自分

たちの生活しているまちの歴史遺産をマネジメン

トする当事者になることでまちづくりに参加す

る。ＮＰＯの参加者が増えれば、さまざまな活動

が展開でき、収入をあげることにより、より多く

の歴史遺産の保護活用が可能となる。

(4) 組織が抱える課題

萩市主導から始まった活動で、この５年間で市

スタッフの支援を受けながら、市民主体の運動に

変わっていくことが期待されているが、まだ大き

な流れとはなっていない。また、個々の歴史遺産

の具体的な維持管理システムは試行錯誤の段階で

ある。

一方、萩市にとっては、市町村合併前にスター

トした事業なので、合併町村の関心が薄いといっ

た課題があり、さらには開館後、世界遺産の取り

組みが始まったことなどの環境変化に対応してい

く必要にも迫られているようである。

まだ “ 開館 ” から５年しか経ていない「萩まち

じゅう博物館」だが、構想そのものが、市民参加

でメンテナンスが加えられていきながら、次世代

に継承されていくのであろう。その中心となるの

が「NPO 萩まちじゅう博物館」となるよう、今

後も注目したい。
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3-5　間接関連主体の現況と課題

　以上、各節において我が国の地域遺産の維持管

理に間接的に関わっている組織の現状を見てき

た。ここから明らかになった間接関連主体が抱え

る課題を以下の 3 点にまとめることができる。

①ハード関連の支援が少ない

　直接関連主体における課題として直接支援組織

から受け取る支援の金額が少ないという指摘が

あった。支援額が少なければ、その使い道は自ず

と、まちづくり活動の補助などソフト面に関する

活動が多くなる。しかし、直接関連主体はハード

にも活かせる支援を期待しており、支援側である

間接関連主体とのギャップを埋める仕組みの模索

が必要だろう。

②行政援助への高すぎる期待

　直接支援施設、間接支援施設問わず、運営の資

金を行政からの援助に大きく頼っている組織が非

常に多い。昨今の国や地方自治体の財政危機を考

えると、いつまでもこのような状況が続くとは考

えにくく、間接関連主体自身が運営資金を補完で

きるような仕組みを今後作らなければならない。

その点で京町家 net や京都市景観・まちづくりセ

ンター、北海道遺産協議会に学ぶところが大きい。

③支援成果の質

　最後に直接支援により生み出された成果は十分

かという疑問も課題の１つとして挙げられるだろ

う。実際に成果物が十分でないと判断している直

接支援組織も存在しており、直接関連主体に対す

る適切なアドバイスなど双方で緊密に連携して解

決していく必要があろう。



68


