第2章
地域遺産に直接的に関わる民間組織の現況
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2-1 調査の概要
2-1-1 アンケート・ヒアリング調査の流れ

光 32％、建築士会 2％、商工会 13％）であった。
アンケートの調査項目は以下の通り設定した。

近年、一部の地域ではボランティアを中心とし
た住民活動により、地域遺産の管理・活用が活発

・地域遺産に携わる関係主体の有無

化してきた。その中で文化的資源の保存活用に関

・地域遺産の関係主体を支援する組織の有無

する民間組織の活動については、2002 年に行わ

・地域遺産の関係主体を支援する行政による政策

れた文化庁の調査により明らかにされている。し

の有無

かし地域遺産全体を取り巻く活動の全国的実態に

・行政による地域遺産の管理・活用事例の有無

関しては、
いまだに明らかにされていない。まず、
本調査では各都道府県の地域遺産に関わる部局な

(2) 民間組織アンケート調査

どに対してアンケート調査を行った。そして、そ

都道府県等アンケートにより把握した民間組織

こで把握された民間組織などを対象とし、地域遺

に加えて、2002 年の文化庁による調査で抽出さ

産への関わり方、活動に対する支援の現状やニー

れた民間組織およびインターネット検索（民間助

ズの全国的状況等を把握するためのアンケート調

成団体の助成実績リストの検索）により抽出した

査を行った。このアンケート調査において対象

民間組織を調査対象とした。回収については郵送

としてのは 282 の行政部局、1343 の民間組織、 によるものとした。調査期間は 2010 年 1 月 29
計 1625 である。さらに特徴的な活動を行って

日から 2 月 19 日である。回収率は 19％であった。

いる民間組織（行政が事務局を運営している場合

アンケート票は、依頼文と「組織概要に関する

も含む）に対して、その活動内容をより詳しく把

アンケート」
および
「直接関連主体向けのアンケー

握するために、アンケート調査と並行してヒアリ

ト」
「間接関連主体向けのアンケート」の 3 種類

ング調査を行った。

の質問票で構成される。まず、すべての対象者に
基礎情報シートの記入を依頼し、組織のおおまか

2-1-2 アンケート・ヒアリング調査の概要

な活動内容を把握する。その選択肢から各組織を

(1) 都道府県等アンケート調査

自動的に「直接関連主体」と「間接関連主体（直

各都道府県庁の景観まちづくり関連部局、文化

接支援組織、間接支援組織）
」に分類できるシス

財関連部局、福祉関連部局、商工観光関連部局お

テムを導入した。それぞれの質問票の調査項目は

よび建築士会、商工会に対し、アンケートを郵送

以下のように設定した。

配布した。ここで福祉関連部局にアンケートを郵
送しているのは、近年、町家等の歴史的建造物を

1) 組織概要に関して

使った老人デイサービスセンターの事例もある

・組織の名称、形態、所在地、連絡先など

ことによる。回収については、郵送または FAX、

・主要メンバーの平均年齢

E-mail によるものとした。調査期間は 2009 年

・有給スタッフの人数

12 月 28 日から 2010 年 1 月 13 日である。回

・決算規模と収入の内訳

収率は全体で 27 ％（景観まちづくり関連 57

・活動範囲と目的

％、文化財関連 47％、福祉関連 13％、商工観

・行政との関係
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2) 直接関連主体対象アンケート

2-2 地域遺産を直接的に管理活用している組織

・関係する地域遺産の種類

の課題と支援の実態

・活動の内容、展開状況

2-2-1 地域遺産に関わる民間組織の概要

・支援受給の有無、内容、効果

(1) 組織の概要

・支援に対するニーズ

1) 対象となった直接関連主体数

・他組織との連携の有無、内容、効果、課題
・組織の課題

民間組織アンケート調査では、合計 254 組織
から返答があった。内訳を見ると直接関連主体
213 組織、間接関連主体 64 組織（直接支援組織

3) 間接関連主体対象アンケート

62 組織、間接支援組織 38 組織）
、その他 16 組

・支援の対象、種類、効果

織である。ただし直接関連主体かつ間接関連主体

・支援先の組織の種類

である組織や、直接支援組織かつ間接支援組織で

・支援の告知、選考、成果把握の方法

ある組織も存在する。したがって、以下では直接

・ネットワーク形成の目的、手法、効果、課題

関連主体 213 組織、直接支援組織 62 組織、間

・ネットワーク間の連携の有無

接支援組織 35 組織を母数として分析を行う。

・顕彰、顕在化の目的、手法、効果、課題
・組織の課題、必要な支援

2) 直接関連主体の地域傾向
まず、回答のあった直接関連主体の所在地を見

(3) 詳細ヒアリング調査
ヒアリング調査にあたっては、組織の活動内容

てみると北海道と九州は若干少ないが、全体的に
大きな偏りはない ( 図 2-1)。

と組織が拠点とする地域を考慮し、調査対象を選
別した。ヒアリング調査の対象となったのは 12

3) 直接関連主体の活動対象と内容

都道府県の 16 組織である。組織活動の内訳は直

次に、直接関連主体の活動内容について見てい

接関連主体が 4 組織、間接関連主体のうち直接

く。前章で述べた通り、地域遺産とは歴史的建造

支援組織が 5 組織、間接支援組織が 7 組織となっ

物や町並みから自然環境、さらには伝統芸能まで

ている。

を包含した幅広い概念である。しかし、本調査で

ヒアリングの質問項目は組織の活動内容により

抽出できた直接関連主体は歴史的建造物や町並み

多少異なるが、
基本的には以下のように設定した。

・設立経緯、理念、組織構成などの基礎情報
・地域遺産、地域課題との関わり方
・資金、情報、人材の確保方法
・今後の活動方針、課題

北海道
東北
関東
北陸甲信越
中部
関西
中国・四国
九州
不明
0

図 2-1
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調査対象組織の地域傾向（組織種類×「3」）

40

を対象として活動している組織が多い。その点に

また組織の活動内容では、理念の普及や調査研

留意は必要であるが、自然環境に関わる活動（文

究などの啓発活動、イベントなどの地域遺産を利

化的景観・景勝地・貴重な生物・自然環境の 4 種類） 用した活動を行っている組織が数多くある。一方
を加えると、歴史的建造物・町並みとほぼ同数と

で、地域遺産の実際的な所有に至っている組織は

なる ( 図 2-2)。

少ないという現状である。さらに資金調達や収入
事業の展開等、ビジネス化に関わる活動を行って
いる組織も少ない状態にあることがわかった ( 図

建造物・町並み

2-3)。以上の組織の財政状況等については、(2)

文化的景観

以降で詳しくみていきたい。

人文的遺産・景勝地
貴重な生物
自然環境
口承・無形遺産

4) 直接関連主体と行政との関係

伝統芸能

最後に、組織の運営主体について見ていく。こ

美術工芸品
その他
0

図 2-2
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多くなっている点が注目される。この傾向は設立

活動の対象となる地域遺産（Ⅰ 1-1-1）

時よりもある程度の期間を経過し、活動が継続的

理念の普及啓発
調査研究

に行われている組織に顕著であった。これは組織

イベント開催
管理業務のサポート
まちづくりの促進

の設立当初、行政主導で行っていた活動が、住民
との協働もしくは住民主導にシフトしているケー

観光の質向上
資金調達

スが多くみられたためである ( 図 2-4)。

地域遺産の所有
修復・保全・伝承
収益事業の展開

(2) 組織の仕組み

ネットワーク形成
価値の顕在化

1) 活動人員の数

組織活動の顕彰

直接関連主体の組織構成について見ていくと、

その他
0

図 2-3
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行政主導
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現在の状況

住民主導

11 名から 50 名の規模の組織が最も多い。中に
は 1000 名を超える会員によって構成される組

的な活動を行っている中心メンバーの数は 10 名

無回答
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組織と行政の関係の変化（組織種類×「20」）

以下であり、少数での組織運営が多くなっていた
( 図 2-6)。つまり名前だけを登録している会員が

0-10 名
11-50 名

多く存在しているようである。

51-100 名

また、組織内の有給スタッフ数を確認したとこ

101-1000 名

ろ、ほとんどの組織が有給スタッフを採用してい

1001 名 不明
0

図 2-5

会員数（個人会員数と団体会員数を加えた数）が

織も存在している ( 図 2-5)。しかし、実際に積極

その他

図 2-4

こでは、住民が主導で行っている組織が圧倒的に
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各組織の会員数（組織種類×「11」）
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ないことがわかった。さらに、有給スタッフがい
る場合でも、その多くは 5 名以下の少人数のも

15

のであり、人材不足に変わりはない ( 図 2-7)。

を表したものが図 2-11 である。収入源としては

以上より、地域遺産の維持管理などの活動は少 「会員の会費」
「行政からの助成金」
「各組織の事
数の会員によって支えられている状況にある。会

業収入」の 3 点が代表的なものとして挙げられ

員数が多くても、実際に活動する人数が限られる
ため、それらの会員にかかる負担が大きいことが
問題点として挙げられる。

0-5 名
6-10 名
11-15 名
16-20 名
21-25 名

2) 中心メンバーの高齢化

26-50 名
51 名 不明

図 2-6 では各組織の中心メンバーが 10 名以
下の少数で構成される場合が多いことを示した
が、その中心メンバーの平均年齢を見ると 50 歳
以上の世代が多く参加していることがわかる ( 図
2-8)。特に「61-70 歳」というカテゴリーを選
択した組織が多い。一方で働き盛りと考えられる
40 歳代以下の世代の参加が極めて少なくなって
いる。また地域遺産の維持管理に関わる活動への
若者（若者の定義については各組織の判断に委ね
た）の参加は、過半数の組織で「ほとんどない」
と判断されており、多いと答えた組織は少数しか
なかった ( 図 2-9)。
以上より、地域遺産の維持管理などの活動では

0

図 2-6

後さらに上昇すると考えられる。このような現象

70

不明
0

図 2-7

50

100

150

200

各組織の有給スタッフ数（組織種類×「15」）

-30 歳
31-40 歳
41-50 歳
51-60 歳
61-70 歳
71 歳 不明
0
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0

図 2-9
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0-10 万円

直接関連主体の決算規模を見てみると、10 万

11-50 万円

円から 500 万円を 1 年間の活動費としている組

51-100 万円
101-500 万円
501-1000 万円
1001-5000 万円
5001 万円 不明

在している ( 図 2-10)。
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10 名 -

ほとんどない

各組織の収入のうち、7 割以上を占める収入源

50

2-5 名

可能性が考えられ、何らかの対処が必要であると

万円以上の決算規模を持つ民間組織も 9 組織存

40

5-10 名

が進むと、高齢化による活動の鈍化や消滅などの

織が全体の 7 割弱を占める。数は少ないが 5000
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なし
1名

まあまあ多い

3) 組織の規模と収入源

20

各組織の中心メンバー数（組織種類×「12」）

50 代以上の世代が中心的な役割を果たしており、
若者の参加が少ないことから、この平均年齢は今

10

0
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る。一方で、NPO 法人や財団法人の組織がよく

2-2-2 直接関連主体が抱える課題

行っている「寄付金（募金）集め」や「民間組織

以上、地域遺産に直接関わっている民間組織の

の助成金の申請」は、直接関連組織の活動資金と

活動内容について概観した。また、
その中から
「活

して大きな割合を占めていない。このふたつの収

動人員の偏り」や「組織メンバーの高齢化」など

入源は、民間組織が行政から独立した自由度の高

の問題点も見えてきた。

い運営を行っていく上で重要な要素であると考え

それでは直接関連主体で活動する人たちは、現

られ、今後の割合増加の方策を検討する必要があ

在の自分たちの活動についてどのように考えてい

るだろう。また、年間決算が 5000 万円以上の組

るのだろうか。現在行われている活動において、

織の収入内訳を見てみると、事業による収入が多

課題として認識されている点について質問したも

いとする組織も存在する。このように外部からの

のが図 2-12 である。ここで挙げられている課題

支援に頼らず、内部で資金を調達しようという動

で数の多い項目は大まかに 4 つに分類できる。
「資

きも伺うことができる。一方で外部からの支援が

金」
「人材」
「技術」
「情報」である。

脆弱であるという見方をすることも可能である。

資金については「助成金による支援金の確保」
を課題としている組織が 120 以上もあり、多数

会費

の組織の共通課題であるということがわかる。ま

寄付金
民間助成金
行政助成金

た、人材に関しては「支援者」
「実働スタッフ」
のような地域遺産に関わる人員の不足や、
「後継

自己負担
事業収入

者」不足による活動の停滞 について危機感を抱

自治体から委託

いている組織が多く存在する。

その他
0

図 2-11
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さらに技術に関しては、
地域遺産を維持管理し、
活用することによって地域の「観光の質」が向上

支援金の確保

したかという問いに疑問符を つける組織が多く

社会貢献活動等との連携
収益事業の技術向上

見られる。このことから観光についての専門的な

支援者の確保
実働スタッフの確保

知識が必要とされている、ということが読み取れ

後継者の確保

る。同時に 情報発信力など基礎的な技術力の不

専門知識や技術力の向上
情報発信力の向上

足も指摘できる。

活動ノウハウ等の向上
維持管理ノウハウの向上

つまり地域では、活動を支えるマンパワーと専

活動拠点の確保

門知識を用いて活動の質 を挙げていく技術者、2

物資支援の確保
観光の発展や質の向上

種類の人材不足が危惧されているということがわ

地域外との連携
専門家との連携

かる。

行政との事業連携

最後に情報については、組織の活動情報を発信

自然･文化遺産との連携
地域内での合意形成

する能力に疑問があると考えている組織が多い。

価値の顕在化
その他
不明
0
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2-2-3 地域遺産に関わる民間組織への支援状況

の各支援に対して、改善すべきと考えられている

(1) 直接的な支援

課題を整理する。
全支援に共通する点としては
「支

アンケートの結果より、地域遺産に関わる民間

援を申し込む際の事務手続きの簡略化」が挙げら

組織が抱えている課題には「資金」
「人材」
「技術」 れる。また、資金支援に関して言えば、前述した
「情報」という 4 つの傾向があるということは前 「支援の連続性の維持」
「支援される資金の増額」
述したとおりである。そこでここからは、これら

のほかに「支援プログラムの柔軟性」が求められ

の課題に関する支援が、現在の我が国でどのよう

ている。これは、支援を受けることができる活動

に実施されているのかについて見ていきたい。

内容が限られていることによる。このように申込
段階と、申請と異なる活動を行いにくいという実

1) 支援の実施状況

施段階の 2 段階で解決が望まれている。

まず、民間組織から何らかの支援を受けたこと
があるかと質問したところ、全体の 6 割に当た

4) 支援のニーズ

る 129 組織が「ある」と回答した。行政だけに

最後に直接関連組織が、今後の民間組織からの

頼らず、幅広く民間組織から支援を受けるという

支援に期待する内容について分析していきたい。

状況が伺える ( 図 2-13)。
これらの組織が受けた支援の種類を表したもの

「受けている支援の種類」と同様、支援のニー
ズに関しても「資金支援」を望む声が大きく

が図 2-14 である。ここで特徴的なところは、直
接関連主体が受け取っている支援のほとんどが資
金支援だということである。資金支援以外の支援
はすべて、
支援を受けたことが「ある」よりも「な
い」ほうが多くなっている。

ある
ない
わからない
不明
0

2) 支援の効果

図 2-13

した組織が圧倒的に多い。ただし、その効果が一

人材支援

100

120 140

ある
ない
不明

情報支援
その他
0

図 2-14
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120

受けた支援の種類（Ⅰ 2-1-3）

ら、
「一時的な効果」しかもたらさないという問

効果あり

題意識は、資金支援における解決すべき課題の 1

一時的効果

つであると考えられる。

80

物資支援

にも問題意識が内在している ( 図 2-15)。直接関
連主体が受けた支援として資金支援が多いことか

60

凡例

資金支援

が 24 組織も存在しており、効果があるという中

40

民間組織からの支援の有無（Ⅰ 2-1-1）

支援の効果に関しては、
「効果がある」と回答

時的なものであるという認識を持っている組織

20

予定外の効果
効果なし
わからない
不明

3) 直接関連主体から見た支援運営の課題
現在行われている「資金」
「人材」
「物資」
「情報」
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図 2-15
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支援による効果（Ⅰ 2-1-4）

80

なっている ( 図 2-16)。地域遺産の直接関連主体

る。今回のアンケート調査で抽出できた直接関連

は資金支援に対して、ある程度の満足している反

主体では、
「成果が確認できる」または「十分な

面、先述したような課題などを理由として資金支

成果が得られている」という活動の成熟段階に

援のより一層の充実を求めているという状況であ

入っている組織が多かった。

る。

一方で、活動を見直す段階や停止してしまっ

継続的な支援が望まれているという現状から考

た段階の組織はあまり抽出できなかった ( 図

えると、今後はそれぞれの組織の活動段階に合わ

2-17)。これらの組織におけるニーズの割合を整

せた支援の設定も必要になってくると考えられ

理したものが図 2-18 である。ここから、各活動
段階において必要とされる支援に傾向を見ること

凡例

資金支援

望む
望まない
不明

人材支援

ができた。
これまで述べてきたように「資金支援」を望む

物資支援

直接関連主体はどの活動段階でも最も多くみられ

情報支援

た。特に活動が成熟段階に入っている組織では他

その他
0

図 2-16
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立ち上げ段階の組織のニーズを見てみると「資金

今後、受けたい支援の種類（Ⅰ 2-3）

支援」とほぼ同じ割合で「人材支援」と「情報支

立ち上げ当初
成果が確認可能

援」へのニーズが高くなっている。さらに組織改

十分な成果
組織改革の必要性

革を必要としている見直し段階の組織ではまた少

組織改革が必須

し状況が異なり、情報支援へのニーズが他の段階

活動ほぼなし

に比べて高くなっている ( 表 2-1)。

その他
不明
0

図 2-17
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凡
例

成果を確認

このように支援へのニーズも組織の活動段階に
よってかなり異なっている。したがって支援の内

組織の活動展開状況（Ⅰ .1-3）

立上げ当初

人材支援
資金支援
物資支援
情報支援
その他
不明

容も一様に設定するのではなく、活動段階に合わ
せたプログラムを設計する必要があるだろう。

(2) 間接的な支援
各地で活動する直接関連主体に対する支援とし

十分な成果

て、これまで述べてきた直接的な支援のほかに、

組織改革等が必須

各組織の活動をサポートするような場の提供によ
る支援も考えられる。例えば、同じような活動を

組織改革等の必要性

行っている組織の「ネットワーク形成」や活動に

活動ほぼなし

対する「顕彰、奨励」の仕組みなどである。ここ
からは「ネットワーク形成」を中心に、直接関連

その他
0

図 2-18

の支援から突出していることがわかった。一方で

20

40

60

80 100 120％

それぞれの展開状況におけるニーズの割合

主体に対する間接的な支援の現状を見ていくこと
とする。
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1) 支援の実施状況
まず、他の直接関連主体との連携を行っている
かと質問したところ 144 組織が「ある」と回答

ばならない点が多い。直接関連主体同士の摩擦を
抑える、潤滑油のような役目を持った事務局が必
要となってくると考えられる。

した。直接的な支援を受けたことがある直接関連

2 点目は「ボランティアで運営」されている点

主体が 129 組織であったことから、組織間連携

である。全国的なネットワーク組織であっても、

も簡潔に行われていると言える。連携の範囲も全

他組織との交流時に必要となる費用の負担が会員

国的なものから市町村内の特定の地域におけるも

に重くのしかかってしまう。ボランティアによる

のまで様々であった ( 図 2-19)。

ネットワーク組織だと、どうしても事務局の仕事
は個人の努力に頼るところが大きくなる。した

2) 支援の効果

がって事務局が組織間の調整に十分な時間をかけ

支援の効果としては「知識向上」や「情報交換」 ることはかなわず、課題解決に至っていない。ボ
のような活動の質を向上させる効果や「都市住民

ランティアではなく、事務局スタッフが専従する

や大学生など若者たちとの交流」のような人脈を

ようなネットワーク組織への脱皮が必要だと考え

広げるという効果が認識されている。このような

られる。このような組織のヒントとなるような組

人脈形成などを通して、直接関連主体間で直接、 織について、詳細ヒアリングの結果で詳述する。
物資の貸し借りをしたり、専門家を紹介したりな
ど、直接的な支援だけでは解決できていない支
援内容をサポートしているようである。また、全
国的な活動組織と連携することにより、組織の知
名度が上昇し、
「行政への働きかけがうまくいく」

表 2-1

各活動段階における支援のニーズ

立ち上げ段階
成熟段階
見直し段階
停止段階

資金支援 人材支援 物資支援 情報支援
○
○
○
○
○
○
-

という意見も存在した。ネットワークなど間接的
な支援は直接的な支援と異なり、その運営に高い
柔軟性を持っていると評価できる。

ある
ない
わからない
不明

3) 直接関連主体から見た支援運営の課題

0

図 2-19
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直接関連主体間の連携の有無

一方で、直接関連主体間で連携する上で課題と
なっている点について見ていくと、以下のような

2-3 直接感染主体に対する詳細ヒアリング結果

2 点を挙げることができる。

2-3-1 詳細ヒアリングの対象地抽出

まず、1 点目は「組織間の格差による議論の食

直接関連主体の詳細ヒアリングは「NPO 法人

い違い」である。例えば「活動資金の規模」
「対

共楽館を考える集い」
「NPO 法人鞆まちづくり工

象となる地域遺産の規模」
「活動に対する真剣さ」 房」
「喜多方蔵の会」
「新潟まち遺産の会」の 4
などの点において、組織間の意見が食い違い、と

組織を対象地とする。それぞれの組織の概要は表

りまとめに支障をきたすケースが多々ある。
特に、 2-2 に記した通りである。
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全国的なネットワーク組織であると、そこに文化

共楽館を考える集いは「NPO 法人格を持つ点

の差なども入ってくると考えられ、考慮しなけれ

的な地域遺産の維持管理に関わる組織」として、

鞆まちづくり工房は「NPO 法人格を持つ面的な

山から日立市へと寄贈され、武道館へと転用され

地域遺産の維持管理に関わる組織」として、喜多

て現在に至る。

方蔵の会は「任意団体として面的な地域遺産の維

1993 年、共楽館を訪れた地域外の専門家によ

持管理に関わる組織」として、新潟まち遺産の会

り共楽館が評価されたことをきっかけに、共楽館

は「任意団体として面的な地域遺産、無形の地域

の価値を見直そうという機運が高まり、結果と

遺産の維持管理に関わる組織」として、詳細ヒア

して共楽館を考える集いが設立された。活動開始

リングの対象地に設定した。これらの組織から、 当初は「共楽館の復元と活用」をテーマに活動が
各地で活動する組織の現状と課題を把握する。

行われていたが、現在ではまちづくりの拠点とい
う視点から共楽館を管理活用していくというテー

2-3-2 NPO 法人 共楽館を考える集い

マに広がっている。会員は地元住民を中心として

(1) 基礎情報

408 名である。また、2004 年には活動 10 周年

NPO 法人共楽館を考える集い（代表：森秀男氏。 を記念して「共楽館を考える集い 10 周年記念誌
以下、共楽館を考える集いとする。
）が活動の拠

- 共楽館をみつめて十年 -」を発行するなど精力

点としている日立市は茨城県北部に位置し、鉱工

的な活動を行っている。

業都市として発展してきた。共楽館はその日立市
の発展の礎を築いた日立鉱山の従業員用の福利厚

(2) 地域遺産との関わり方

生施設として、1917 年に東京の歌舞伎座を模し

共楽館を考える集いの活動対象が、共楽館単体

て建設された芝居小屋である。歌舞伎や相撲、映

から共楽館を中心とした地域全体に拡大したとい

画会、講演会などに使用された多目的ホールとし

うことは前述した通りである。現在は武道館とし

て長年活用がなされてきたが、1967 年に日立鉱

て利用されている共楽館を、もともとの用途であ

表 2-2

詳細ヒアリングの対象組織

名称
設立年
法人格
地域遺産

活動内容

支援内容

共楽館を考える集い
1993 年
NPO 法人（2004 年）
・共楽館

鞆まちづくり工房
2003 年
NPO 法人（2003 年）
・鞆町の歴史的町並み

・日立鉱山関連の

・鞆の浦の石造港湾施設

近代化遺産群

・寺社仏閣等の文化遺産

喜多方蔵の会
1995 年
任意団体
・蔵の町並み

新潟まち遺産の会
2004 年
任意団体
・新潟市内の
歴史的建造物
・万代橋

・共楽館の利用

・空家バンク

・古町芸妓など伝統芸能
・蔵データベースの作成 ・砂丘館などの維持管理

・日立鉱山関連の

・町家再生事業

・蔵の補修のための

近代化遺産屁の

・鞆学校による勉強会

訪問・交流

・大学と連携した調査

・機関紙の発行
・大学研究室からの
調査支援

・トヨタ財団、日本ユネ ・国や県、トヨタ財団
スコ協会などからの
助成金多数
・大学関係者をはじめ

他組織との連携 ・全国町並み保存連盟
・全国芝居小屋会議
・郷土日立ネット

技術継承
・市民への普及啓発

・歴史的建造物での
イベント開催
・機関紙の発行
・行政の補助事業

などからの助成金多数 ・大成建設などの助成金
・大学関係者をはじめ
とした専門家の参加

とした専門家の参加
・全国町並み保存連盟

・喜多方のれん会

・港町ネットワーク

・蔵のまちづくり協議会

・新潟県まちなみ
ネットワーク

・NPO まちづくり喜多方 ・万代橋景観フォーラム
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る芝居小屋として利用している。しかし、2005

ク組織へ多く参加している理由としては以下の 2

年の耐震調査で危険と判断されてからは利用がで

つの利点があることが挙げられる。

きなくなっているのが現状である。2010 年から
は市が耐震補強工事を行う予定である。

①地域単体の活動には限界があり、ネットワーク

共楽館を考える集いでは近年、地域遺産の対象

組織に参加することで、自分たちの活動が全国

範囲をさらに広げて、日立鉱山関連の水力発電所

的な活動の中にいるという自覚ができ、かつ対

など近代化遺産群との連携を進めている。つまり

外的にアピールもできる。

共楽館を考える集いの地域遺産についての認識が

②近隣の活動団体と交流することで、情報交換が

共楽館という単体の建築物から共楽館を中心とし

可能であるとともに、自分たちの活動を活性化

た地域、さらには同じテーマを持つ地域遺産との

させることができる。

連携へと活動対象が拡大している。
それに伴って、
組織としての活動方針も、共楽館の活用から産業
遺産を活用した産業観光に発展している。共楽館
はその産業観光の拠点として考えられている。

(4) 組織が抱える課題
現在、共楽館を考える集いは行政の理解を如何
に得るかという課題を抱えている。2005 年の耐
震調査によって、現在まで共楽館の利用が不可

(3) 支援の状況

能になってる中で、共楽館を中心とした旧日立鉱

共楽館を考える集いでは、資金などの直接支援

山の「産業観光」施設として、行政から一層の理

の利用についてあまり考慮されていない。共楽館

解を得たいという意見が出てきている。今後の行

の近所に事務所を所有しており、ここで地域の観

政との関係構築は、地方レベルまたは全国レベル

光案内と共に日立市周辺の地場産業の製品や共楽

のネットワーク組織によるサポートを得るにあた

館のグッズ（ポストカードなど）を販売している。 り、特に活動に対する価値づけという意味で期待
一方で間接支援に関しては積極的に参加してい

されている。各地で観光振興を行っていく上で、

る。全国的なネットワーク組織 2 組織に参加し

直接関連主体の活動を行政の施策に反映するため

ており、1 つが全国町並み保存連盟、もう 1 つが

の仕組みや、それをサポートするための仕組みが

全国芝居小屋会議である。全国芝居小屋会議は、 必要と考えられる。
共楽館のような芝居小屋を核としたまちづくりの
展開を図る組織のネットワークである。
たとえば、
愛媛県内子町の内子座や香川県琴平町の金丸座な
どが会員となっており、2000 年には共楽館にお
いて全国大会を開催した。
また、
地域レベルのネッ
トワークにも参加しており、日立市内の民間組織
を集めた郷土日立ネットでは「ひたち村物語」を
つくることをテーマに議論と内部研修を行ってい
る。
このように、共楽館を考える集いがネットワー
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写真 2-1

登録文化財・共楽館の前景

2-3-3 NPO 法人 鞆まちづくり工房

として活動を行っている。会員は 200 名近くお

(1) 基礎情報

り、その中の 10 名ほどが中心メンバーとなって

広島県福山市鞆の浦は、瀬戸内海のほぼ中央に

活動を行っている。

位置する天然の良港として、中世以前から栄えて
きた港町である。1990 年代初頭から鞆港の埋め

(2) 地域遺産との関わり方

立て架橋に対する反対運動が繰り広げられてお

鞆まちづくり工房は鞆の歴史的な町並みを対象

り、2009 年 10 月 1 日の埋め立て免許の差し止

とした面的な保全活動を主として行っている。こ

めを命じる広島地方裁判所の判決で、全国的にも

れに加えて、鞆の浦のみに現存すると言われる石

注目された。

造港湾施設の 5 点セット（雁木・常夜燈・波止・

NPO 法人鞆まちづくり工房（代表：松居秀子氏。 船番所・焚場）や、さらにはそれらを用いる伝統
以下、鞆まちづくり工房とする。
）は、2003 年

産業までも活動の対象となっている。このため、

4 月に設立された組織である。鞆まちづくり工房

本調査における地域遺産の概念に近い、複合的な

は
「鞆の浦の歴史的環境の素晴らしさを引き継ぎ、 施設の維持・管理活動を行っている組織として評
町並みや港湾施設、伝統的な産業など歴史的遺産

価できる。また、組織の活動も多岐に渡ってお

を活用したまちづくりを地域の住民、県民や行政

り、鞆の浦の良さを勉強するための「鞆学校」や

に対して提案、実践し、鞆の浦の魅力を探ってい 「T-HOUSE」
、空き町家を活用するために所有者
く（以上、ホームページより抜粋）
」ことを目標

と借用者をマッチングさせる「空家バンク」
、さ
らには NPO 自身が町家を購入・再生した「御舟
宿いろは」など、普及啓発から所有、維持管理ま
での各段階の活動が積極的に行われている。
以上のような活動は、一貫して自分達の町を知
ろう、楽しもう、学ぼうというスタンスで行われ
ている。先に述べた架橋問題に関しては、鞆まち
づくり工房の活動とは直接的に結びつけられては
いない。鞆まちづくり工房はあくまで地域遺産を
維持管理することで地域の活性化を目指す組織で

写真 2-2

往時の共楽館の前景

あって、その地道な普及啓発活動によって地域課
題も解決できると考えている。ある地域課題によ
り、その地域が賛成派と反対派で分裂してしまう
ことは、そこに存在する地域遺産ひいては地域の
観光や活性化に悪影響を及ぼしてしまう恐れがあ
る。このような地域課題はいつ何時どこで発生す
るかわからないため、鞆まちづくり工房の立ち位
置、活動内容から学ぶことは大きいと言える。

写真 2-3

往時の共楽館の内部の様子
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(3) 支援の状況

人の紹介などを行っている。この町家再生店舗は

鞆まちづくり工房が以上のような多種多様なま

観光客を主な対象とする店舗が多いことから、町

ちづくり活動を行えている背景には、外部からの

家再生店舗の増加が観光客の増加に結びつき、さ

人的支援や資金支援の存在がある。人的支援につ

らには観光客の増加が町家再生店舗の増加へと繋

いては大学関係者、資金支援については各種助成

がっていく。地域遺産である空き家と観光とを組

金が大きく影響している。

み合わせることで、町並み保全と中心市街地活性
化を両立させようとしている。

1）人的支援の状況
まず大学関係者との連携について見ていく。鞆
の浦に関わりのある大学には東京大学、
日本大学、
神戸大学、法政大学、東京芸術大学などがある。
特に東京大学と日本大学では学生を巻き込んだ調
査活動を長年行っている。例えば、先述した石
造港湾施設の 5 点セットの調査（日本大学）や
T-HOUSE、ヨルトモなどのイベント（東京大学）
など、住民活動と同様、多岐に渡る。大学生は架
橋問題の関係で地元住民が行いにくい活動を自由
に行えるなど、鞆の浦の住民と住民をつなぐ潤滑

写真 2-1

鞆の浦の風景

写真 2-5

空家バンクによる町家再生店舗

写真 2-6

町家購入の事例：御舟宿いろは

油のような役割を果たしている。このように多く
の大学関係者が鞆の浦に関わるきっかけとなった
のは、人と人との繋がりの存在がある。例えば、
日本大学の参加は NPO 法人全国町並み保存連盟
を通して、東京大学の参加は鞆まちづくり工房の
代表者が東京で開催されたシンポジウムに参加し
たことがきっかけとなっている。多くの大学関係
者が鞆の浦の地域遺産に魅了されたということも
あるが、鞆の浦のまちづくりにおいて、人と人と
の繋がりが果たした役割は大きいだろう。
一方で、大学関係者を受け入れる地域側にも関
係者を増やす工夫が見受けられる。ここで重要と
なるのは空家バンクの存在である。空家バンクの
システムを通して店舗を開いた「町家再生店舗」
のオーナーは、契約と同時に鞆まちづくり工房の
一員になることが求められており、鞆まちづくり
工房はオーナーに対して改修についての意見や職
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2) 資金支援の状況

れていると先に述べた。しかし、この繋がりは代

次に助成金などの資金支援について見ていく。 表者を含めた少数のメンバーによって維持されて
鞆まちづくり工房では積極的な事業展開を行って

いるものであり、次世代への継承がまだできてい

いないため、活動資金を助成金に頼るところが大

ない。
つまり、
現在の関係を維持しているメンバー

きい。2003 年の設立から 7 年間で複数の民間財

が組織の活動から離れた時に、現在の関係が維持

団からの助成金を得たほか、2004 年にはアメリ

できるかという点が不明確な状態である。鞆まち

カの文化遺産保護財団であるワールド・モニュ

づくり工房では地域内において展開し始めている

メント・ファンドの「危機に瀕する遺産リスト

次世代の育成を、地域外に広げることが現在の課

100」に選定されており、10 万ドルの支援を受

題となっている。

けている。
2）資金支援の対象の問題
(4) 組織が抱える課題
以上のような鞆まちづくり工房の活動から地域

鞆まちづくり工房を支える助成金に関しても、
課題が見えてきている。
御舟宿いろはの改修では、

遺産に関わる組織が抱える課題を抽出すると、以

ワールド・モニュメント・ファンドから 1000 万

下の 2 点になる。

円の支援金を得ている。しかし、日本の助成金の
大半は多くて 100 万円規模のものであり、ハー

1）世代交代の問題

ドの事業を行うには物足りない額である。そもそ

鞆まちづくり工房の活動は人と人の繋がりによ

もの支援対象がまちづくり活動に限定している助

り導かれた大学関係者などの存在によって支えら

成も多く、観光客増加に伴うインフラの整備（例
えば公衆トイレの設置など）に使うことができな
いという点が、助成金を受ける側である地域で
ネックとなっている。

2-3-4 喜多方蔵の会
(1) 基礎情報
福島県喜多方市は、会津盆地の「北方」に位置
し、北は山形県に接する。在郷町として発展し、
飯豊山系の豊かな水と農産物による醸造業がさか
んで、現在は「蔵とラーメンのまち」として全国
に知られている。2006 年に熱塩加納町、塩川町、
山都町、高郷町と合併し人口 55,000 人となった。
喜多方の蔵の特徴は、蔵の構造や仕上げ、用途、
数が他地区を圧倒していることが挙げられる。川
越などに見られる店蔵だけでなく、醸造蔵、物を
写真 2-7

ヨルトモのポスター

貯蔵する蔵の他、座敷蔵・防火壁を兼ねた塀蔵・
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厠蔵といったものまである。合併後は、市内に

トや蔵の再生に取り組み、2007 年には公民学の

4200 棟ともいわれる蔵だが、点在しているため、 連携組織「蔵のまちづくり協議会」
（当時）結成
町並みとしては認識されにくい。

に至る。これにより、最近では、蔵を個人で買い
取り、活用する動きも出始めた。

1) 蔵の会の設立
喜多方蔵の会（代表：上野利八氏、以下、蔵の

(2) 地域遺産との関わり方

会とする。
）は蔵の所有者有志により 1995 年に

蔵の会は、蔵文化の継承と蔵を活用したまちづ

設立された。既に 70 年代から、写真家や NHK

くりによる地域振興について啓発を進めていくた

の新日本紀行で喜多方の蔵が取り上げられ、
また、 めにさまざまな活動を行っており、設立当初から
市内の蔵造り商家群、周辺集落の三ツ谷の煉瓦蔵

目的は変わっていない。2009 年度の事業は以下

群及び杉山の農家蔵群を対象に国の伝統的建造物

の３点を柱としている。

群対策調査が実施されたが、地区選定には至らな
かった。1977 年に先代の佐藤弥右衛門氏が蔵の

・蔵の再生、保存、利活用とまちづくり諸活動

保存を呼びかけ、老舗による「喜多方のれん会」 ・蔵文化・思想、美術各種勉強会・研修会
を設立、1986 年には第９回全国町並みゼミ会津

・イベント協力

大会で「喜多方蔵のまちシンポジウム」を開催し
たものの、本格的な市民による活動は「蔵の会」
の設立まで待たねばならなかった。一方、喜多方

イベント協力については、
最近５年間だけでも、
2005 年に JR の会津ディスティネーション・キャ

市は、
80 年代に「歴史的地区環境整備街路事業」
、 ンペーン、2006 年度に極上の会津プロジェクト、
「HOPE 計画」
、補助金交付要綱など蔵のまちの整

2007 年度に蔵のまちづくり博覧会（くらはく）
、

備に取り組んできたものの、個人では維持補修が

2008 ～ 2009 年度に元気再生事業と、毎年、大

困難であること、後継者がいないという理由で蔵

きな事業に参加している。これらは、
先述した
「蔵

が取り壊されていった。

のまちづくり協議会」のメンバーとして蔵の会が
中核的役割を果たすことにより、あるときは推進

2) 公民学の連携
活動の転機は、2001 年の「東北地方における

役として事業の実施主体となり、あるいは協力・
支援という形で関わっている。

広域観光圏整備計画調査（文化庁委託事業、
（財）
日本ナショナルトラスト）
」への北沢猛・東京大

(3) 支援の状況

学助教授（当時）と学生の参加である。喜多方で

蔵の会の財源は会費の他、研修会・講習会の参

子供時代を過ごした北沢氏は、横浜でのアーバン

加費による。事業費については、蔵の会単独では

デザインの実績から東京大学に招聘され、当時、 なく、他団体と連携して国・県・民間財団などの
地方都市や農村のまちづくりに関わっていた。ふ
るさとへの訪問で、子供時代にはなかった「蔵を

助成金を活用している。
支援の状況について、具体的に 2009 年度の

解く（解体する）
」という状況を目のあたりにし、 事業の内容を見てみる。
調査後も蔵の会や他団体と連携しながら、イベン
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・蔵を活用した「蔵並みギャラリー」を開設

・蔵のモデル設計および「リフォーム研究報告書」 過去の活動の蓄積から、蔵の会メンバーがスキル
の作成

を獲得し、公民学の連携が可能となっている。過

・蔵のまちづくりセンター創設（2010 年度以降
の継続のために、検討に加わる。
）
・伝統構法の継承支援 蔵の補修に関わる職人と
市民対象の講習会とワークショップを開催
・蔵情報データベースの整備 未調分の 1500 棟

去の事業には、小学生による「蔵探検」
、中学生
による「蔵調査」
、中高生を対象とした「まちづ
くり塾」の実施と、次世代の後継者育成を積極的
に行うとともに、こどもたちから家庭への波及効
果も大きく、市民の理解が広がっているという。

の実態調査と実施済みのデータベース化｡
・喜多方流観光の魅力創出発信 藤樹学指導者育
成の講座開催と子供向けの冊子等の作成

(4) 組織が抱える課題
現在、蔵の会は「NPO まちづくり喜多方」の

・くら再生による活力ある地域創生事業（＝地域

メンバーとして「蔵のまちづくり協議会」に参加

の元気回復事業） 蔵の再生を通して地域活性

しているが、蔵の会として、法人化の検討に入っ

化と新たなビジネスモデル構築のための調査研

ている。しかし、結論を出すには至っていない。

究活動に参加。

全国的に市町村合併による地域のアイデンティ

・蔵の文化財登録の推進
これだけの事業を推進できるのは、東京大学

ティの喪失が課題となっているが、喜多方市の場
合は、市町村合併により、市域の蔵の数は世界一

チームの優れた企画力によるところが大きいが、 を標榜することによって、まとまりを強調してい
る。ひとつひとつの蔵の保存活用は、いまだ個人
の努力に頼るところが大きいが、蔵の会を中心と
した公民学の連携や今後育ってくる次世代の人材
が活躍することにも期待したい。

2-3-5 新潟まち遺産の会
(1) 基礎情報
新潟県新潟市は 2007 年に政令指定都市に移行
写真 2-8

おたづき通りの町並み

し、
「本州日本海側最大の都市」を標榜している。
あまり認識されていないが、中心部の下町地区や
西大畑地区、郊外の小須戸地区など数多くの歴史
的町並みが現在も残っている。新潟まち遺産の会
（代表：大倉宏氏。以下、まち遺産の会とする。
）
は 2004 年にそれまでの
「新潟の町屋を生かす会」
を発展させる形で設立した組織で、旧新潟市を主
な対象地として活動している。
「まち遺産」とは
まちに関わる歴史的遺産を指す造語であり、その

写真 2-9

大和川酒造周辺の町並み

発想は地域遺産と非常によく似ている。まち遺産
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の会では地域遺産の対象が特定の物から、まちに
関わるもの全てへと拡大していると言う点におい
て評価できる。各地で特定の町並みを対象とした
組織はたくさん存在するが、まち遺産の会のよう
に市内で保存問題が発生するとどこにでも参加す
るという、シティワイドの活動をする組織は非常
に少なく、他組織の参考となるだろう。
組織は会員と世話人からなる。会員は全部で
200 名ほどおり、会費は 3000 円で、賛助会員
は 1000 円に設定してある。また、世話人は 9
〜 10 名で構成されており、毎月第 2 火曜日 18

写真 2-11

市民組織が連携するきっかけとなった萬代橋

写真 2-10

古町花街たてものマップ

時 30 分から世話人会を開催して、組織の運営方
針を決定している。

(2) 地域遺産との関わり方
まち遺産の会と地域遺産の関わり方は、以下の
3 つに分類できる。

1) 保存運動の展開
多くの直接関連主体がそうであるように、まち
遺産の会も無秩序な開発から地域遺産を守るとい
う活動を行っている。例えば、1918 年に建てら
れた新潟三財閥の１つである斉藤家の別荘が解体
されて、その跡地にマンションが計画されている
という情報を聞きつけた際には、地元の支援者と
ともに解体反対運動を展開している。旧斉藤家別
邸は大名庭園が存在し得ない新潟市中心部におい
て希少な和風庭園として評価され、結局、新潟市
により用地買収がなされた。そして現在、今後の
保全・活用に向けて議論がなされている。
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2）登録文化財の調査やまちあるきマップの作成

としては萬代橋景観フォーラムという組織に参加

さらにまち遺産の会は反対運動だけではなく、 している。このフォーラムは新潟市中心部を流れ
市民に対する普及啓発や観光振興を目的として、 る信濃川に架かる重要文化財・萬代橋周辺の景観
登録文化財調査やまちあるきマップの作成を行っ

を守るために、新潟市内で活動する直接関連組織

ている。登録文化財は毎年増加していくことを目

5 組織が結成して開催される。現在は萬代橋橋詰

的としている。また、まちあるきマップは新潟大

めのマンション建設において建設業者とともに設

学
（岡崎研究室）
の調査を基として、
これまでに
「に

計を進めている。

いがた町屋マップ」
「まち遺産マップ 異人池・ドッ
ペリ坂界隈」
「古町花街たてものマップ」の 3 種
類が発行されている。

(4) 組織が抱える課題
まち遺産の会が抱える課題としては、人材不足
であり、活動に最も大きく影響している。特に世

(3) 支援の状況
資金の調達方法としては、会費収入のほかに行

話人会のような組織を先導する役割を担うメン
バーが不足している。

政、民間組織から助成を受けるという方法がとら
れている。例えば、2008 年には大成建設からの

2-4 直接関連主体の現況と課題

助成金を受け、新潟市中心部に残る古町花街を対

以上、各節において我が国の地域遺産の維持管

象に歴史的建造物の全棟調査と数軒の花街建築の

理に直接的に関わっている組織の現状を見てき

実測調査を行い、その結果をたてものマップとし

た。ここから浮き彫りになった、各地の直接関連

てまとめている。このような調査活動には、地元

主体が抱えている課題は、以下の 3 点にまとめ

の建築士や新潟大学（岡崎研究室）が関与してい

ることができる。

る。さらに活動に必要な情報も、それぞれの活動
を経由して得られ、メーリングリストを経由して
発信されている。

①活動参加者の高齢化
数多くの会員を抱える直接関連主体において

また、他組織との関係について見てみると、ま

も、実際に組織の運営に携わる中心メンバーの数

ち遺産の会は全国レベル、都道府県レベル、市町

は非常に少ない（図 2-6）
。このような状況に加

村レベルの 3 段階で連携している。全国レベル

えて、
現在は中心メンバーの高齢化が進んでおり、

のネットワークでは、2007 年に新潟市において

一方で若い世代の参加が少ない状況にある（図

全国町並み保存連盟の理事会を開催し、関係を深

2-8、図 2-9）
。ただし、既存の直接関連主体に若

めている。また、会員の一部が NPO 法人日本民

い世代が入りにくい状態になっているということ

家再生協会（第 3 章において詳述する）の会員

も、地域遺産に関わる活動の世代交代が進まない

であることからつながりが深い。都道府県レベル

一因になっていると考えられる。したがって、若

のネットワークとしては、新潟県まちなみネット

い世代の参加を促す方法論を考えるとともに、若

ワーク（3 章にて詳述する。
）に幹事団体として

い世代の活動と既存の直接関連主体の活動が交わ

参加し、2008 年に新潟市内を会場として総会を

るようなプラットフォームを整備する必要がある

開いている。最後に市町村レベルのネットワーク

と考えられる。
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②ボランティア活動の限界

方法は考えられる。これを行うためのプラット

ネットワークには「人脈の形成」や「情報交換」
、 フォームづくりと、事業展開による地域への悪影
「活動への付加価値」などの効果が望まれている。 響を最小限に抑えるためのローカルルールづくり
しかし、
ネットワークに対しては「価値観のズレ」 が今後必要になってくるだろう。
とそれを補うための人材の不足、とくに「ボラン
ティア活動の限界」という 2 つの課題が指摘で
きる。また、鞆の浦のようにネットワークのつな
がり自体も人が媒体となる場合が多い。
この場合、
人的ネットワークは一度停滞（崩壊）すると再現
性は極めて低いと考えられる。
組織間の価値観のズレや人的ネットワークの継
承を行うとなると、やはりそこに尽力するスタッ
フが必要となる。しかし、現状ではそのスタッフ
を採用している組織がそもそも少なく、組織運営
をボランティアに頼っている組織が多い。ちな
みに、今回のアンケート調査に回答した 254 組
織（直接関連主体、間接関連主体を併せて）の決
算規模と専従スタッフ数の関係を表したものが図
2-20 になる。専従のスタッフを 1 名置くには、
最低でも 500 万円以上の予算が必要となる。こ
の条件を満たしている組織は非常に少ないのが現
状である。

③活動資金の不足
直接関連主体が受けている直接支援のほとんど
が資金支援である（図 2-14）
。行政による助成金
に頼っている組織も多い状況にある中で、資金確

なし
凡

保のために助成金に代わる高額かつ恒常的な資金

ることができた決算規模が 5000 万円を超える

例

1名

調達の方法が必要となってくる。アンケートで得

2~5 名未満

~10 万円
10~50 万円未満
50~100 万円未満
100~500 万円未満
500~1,000 万円未満
1,000~5,000 万円未満
5,000 万円 ~

組織の収入源に「事業収入」が多いということが、
この課題の解決につながると考えられる。個々の
組織で事業展開をしていくのが困難であるとして

5~10 名未満

10 名以上

も、組織と企業を引き合わせ、地域遺産の価値を
向上、さらには観光振興へとつなげていくという
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