
1

1. 歴史都市金沢の建築と市街地

（1）金沢の特徴

　まず「金沢の歴史的な建築と市街地の特徴・課題」と
いうことで、改めて簡単にですが、報告したいと思いま
す。
　金沢の特徴の第一は、大規模な近世城下町ということ
です。京都ならば、古都と言われるように非常に長い歴
史があるわけですが、金沢の場合は 4 〜 500 年という
歴史になります。そして比較的大きい規模の城下町だっ
たということが挙げられます。
　第 2 次世界大戦では、全国で 120 以上の都市の中心
部が戦災を受けましたが、金沢の場合は、幸いにも戦災
を受けなかったということで、モノとして、建築、市街
地、町並みが遺されてきました。ずっと今日まで、城下
町だったところが現在の中心市街地でもあるので、歴史
的な市街地が中心市街地と重複してるという特徴もあり
ます。
　そのため、歴史的な建築物・市街地の保全活用を進め
ることは、地方都市の中心市街地の活性化ということに
もつながるわけですし、また木造市街地という特徴もあ
りますので、防災性の向上という課題もあわせて持って
います。
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0. はじめに

　みなさまこんにちは。今日は HUL 連続講座第 5 回と
いうことで、金沢の取り組みの事例を報告させていただ
きます。スライドを参照しながら進めます。

　これまで、全国町並みゼミとこの連続講座で、いろん
な地域の取り組みの報告があり、意見交換してきたと思
いますが、今回は「歴史的建築物の改修と活用：金沢の
事例」というタイトルで、私からお話しさせていただき
ます。
　私は、金沢大学で都市計画を担当していました。その
関係で、金沢市の景観とか歴史とかに関わる、いろんな
計画策定の依頼を受けて関わってきましたが、2005 年
から、金沢市も京町家を参考にしながら、実際の改修・
活用に取り組むという段階になり、並行して市民活動と
しても取り組んできています。ですから、私の立場は、
地元の大学教員としての行政との関わりと、市民団体の
一員としての関わりの両方をずっと経験してきたという
ことで、ご案内させていただきます。
　二年ほど前、川越の町並みゼミで、金沢市の小坂謙介
さんが、行政の職員として金沢市の取り組みを報告して
います。その時はパネリストなので、簡単に行政の立場
で説明していただいたと思いますが、今日は、比較的ま
とまった時間をいただきましたので、私の立場から、少
し詳しくご紹介したいと思います。ここに挙げた五つの
内容を順にお話ししていきます。
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　現在の金沢市は、都市計画区域が 2 万 2000 ヘクター
ル、市街化区域が 8600 ヘクタールぐらいあります。そ
のうち藩末期の市街地、つまり城下町の区域が約 800
ヘクタールぐらいあって、そこが中心市街地としてある
わけですけども、それ以外のところは新しい市街地で、
全国のほかの都市とそれほど違ったところがあるわけで
はありません。
　城下町時代の様子を描いた金沢城下図屏風を見ると、
建物の屋根は、杉板に河原の丸石を置いた石置き屋根。
交通手段はほとんど歩行で、城下町入口に木戸が設けら

（2）金沢の歴史的変遷

　金沢の歴史的変遷を見ておきます。まず、寺内町と
して都市立て、町立てがされました。その後、城下町
として武士社会にとって変わりますが、、武士社会自体
は 285 年で、寺内町の遺構はほとんど遺っていないが、
城下町時代のものが継承されて遺ってきている、という
ことになります。明治維新以降も 150 年以上の歴史が
ありますので、そういうものも含めて、重層的な市街地
が形成されてきています。

　この地図は、現在の都市計画に使われてる地図に、藩
政期、藩末期の土地利用を描いたものです。階級的な武
士社会ですので、武家地は上級武士からか下級武士まで
あります。赤いのが町人地ですね。城下町の構造として
は、かなり複雑なんですけど、基本的には身分制で計画
的に配置されてるということで、一つひとつの宅地等も、
身分によって規模も違うし、家の格とか形式も違ってく
るようなところがあります。城下町の防衛的な構えとし
て総構えとか用水とか、そういうものも見られます。町
人地は、赤系統一色になってるんですけども、町人地も
階級的な社会に分かれてまして、本町、地子町とか、分
かれた市街地になっています。
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5 年に、都市計画道路が計画されました。図の右側が最
初の都市計画の路線の決定図です。この図を見るとわか
るように、金沢駅を起点として、直線的に道路計画線を
引いてます。主要な施設とか交差点とか、そういうとこ
ろを直線的に結んでるわけで、道路は何段階かの幅員で
構成されてるんですけども、市街地と新しい都市計画道
路のパターンはあまり馴染んでいるとは言えず、それを、
ずっと少しずつ、道路の部分だけを買収して道路を整備
するというような形で街路事業が進められ、現在もまだ
続いているということになります。

　左側は、寛文の絵図で、街路のパターンがよくわかり
ます。金沢の現在の都市計画図に、江戸時代の街路を色
で落としてみました。赤いのが江戸時代の古い方、黄緑
が少し新しい方で、いずれも江戸時代の街路が現在でも
同じところに残っているというか、そのまま使われてい
るわけです。だから現在の自動車時代に、江戸時代の街
路のネットワーク、非常に狭くて複雑なネットワークが
使われているということになります。これに先ほど見た
ような、軍隊のための道路整備が一部行われたり、ある
いは都市計画道路のための街路整備事業で、幹線的な道
路が作られてきたというのが、金沢の中心市街地の整備
の歴史になります。

（4）具体的な事例

　その具体的な例を少しご紹介したいと思います。
　写真は、金沢市の中心部、銀行などが多いところです
が、ここに薬屋さんがありました。これは 1986 年頃の
写真ですが、非常に大きな間口のお屋敷でした。都市計
画の道路線は、隣の銀行の壁面のところです。ここは幹
線的な道路で、国道です。国の方で整備していくという
ことで、所有者はここに貸しビルの建設したいというよ
うなことがありまして、市民的な運動もあったんですけ
ども、結果的には金沢市に建物が寄付されました。解体

れている、そんな様子が見てとれます。
　次の図の左側は、城下町の絵図から街路網だけを抜き
出したものです。南西から北東方向に抜ける太い道が北
国街道です。幹線道路に対し、細街路、枝道と言われる
ものが複雑にあるわけですけども、道幅は、広いといっ
ても、せいぜい 8 m 程度のものでした。北国街道とい
えども、それくらいの道幅で、ほかはほとんどが、人が
ひとり、ふたり通れるような細い道でした。

（3）城下町から近代都市へ

　城下町から近代都市へ移行すると、まず金沢駅と鉄道
が敷設され、軍隊が進出して城内に駐留しました。また、
大正期には、新しい交通手段として、市街電車が城下町
をカバーするような形で整備されました。このときは、
先ほど見た北国街道のような、既存の幹線的な道路を拡
幅するような形で整備がされました。そのため街路拡幅
で、町家が曳家をされたり、一部建て替えられたり、前
面がかなり改装されたりもしましたが、従前の建築様式
とか町並みとか都市構造が比較的継承されるような形で
変わっていったわけです。
　その後、都市計画制度が金沢市にも適用されて、昭和
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ある建物を右上の写真で見ると、少し飛び出てるように
見えます。これは、味噌醤油の製造販売を行っている建
物なんですが、このラインが、もともとの市電をひくと
きに拡幅整備したラインです。左上の写真で、手前に、
少しセットバックした新しい建物が見えますが、これが
新しい都市計画道路の街路事業に合わせた建物のライン
になります。
　これは 2、3 日前に撮った写真ですが、道路の整備が
進むにつれて、こういう建物がずっと遺ったりするのは、
全国でよく見られる例です。
　これは国の事業ですが、国の補償基準と所有者の意向
が合っていません。国側は、全国的な補償基準で進めて
いて、歴史的な建物の価値とか補償というのは基本的に
はないです。ただ所有者は、ここでずっと代々味噌醤油
の製造販売してきたわけです。
　左下の建物の奥に鉄筋コンクリートの建物が見えま
す。ここが今、味噌醤油の製造を行っているところで、
所有者は、販売と製造の一体性が非常に大事なので、店
を曳家移転したい、そして子供にも継いでもらって、ずっ
と続けていきたいというふうに願っています。しかし、
国の補償基準には全然合わないんですね。曳家移転する
だけの補償費が出てこない。今そういう状況なので、こ
の状態がどれくらい続くのか、まあ個人で国を相手にし
て戦ってもなかなか難しいという状況があります。

（5）歴史的な建物の概況：武家地

　少し簡単に、金沢の歴史的な建物の概況をお見せした
いと思います。武家地から見ていきます。
　これ（次ページ左上から２番目の写真）は、いわゆる
上級武士、家老クラスの建物です。玄関が非常に立派で、
これが唯一遺っているものです。兼六園の一角に、玄関
部を中心に移築されていますが、こういうものはもうほ
とんどまちなかにはありません。

移転して、長町に老舗資料館として、建物の一部が遺っ
ています。これが 1986 年頃の話です。
　この延長上、同じ旧北国街道ぞいで、やっぱり国道に
なるんですが、森紙店という、もっと小さい商家があり
ます。町家で、先ほどの絵図で見たように、杉板に石が
載っている石置き屋根です。市街地なので、準防火地域
とかそういう規定上、不燃材で葺くということなので、
石置き屋根は新築の建物には使えないですね。これは
ずっと残った唯一の石置き屋根の建物で、市の指定保存
建造物、条例に基づいた指定の建物になってます。
　国道の整備がここまで進められた 2017 年に、土地は
金沢市が購入して、建物は所有者が金沢市に寄付すると
いうことになりました。既に保存建造物として指定され
ていたこともあって、市はその土地を買って、市の事業
として曳家移転しました。
　この 30 年ほどの間に、少し考え方も変わってきまし
た。先ほどの大きな薬屋さんの場合は、金沢市はまだそ
れほど力入れてなかったというわけでもないですけど、
いろんな制度とか、考え方とか、そういうものが変わっ
たことが少し感じられるかなと思います。
　もうひとつあります。これは三つ目の事例なんですが、
今の森紙店の、2 〜 300m 先にある建物です。左下に
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　これは（左上から 3 番目の写真）、長町武家屋敷跡に
遺っている一番大切な建物です。座敷は非常に簡素な造
りで、直参、平士級の武家屋敷です。それほど敷地規模
も大きくないということで、現在まで遺ってきています。
中級や上級の武家屋敷は、ほとんどが建て替えられたり、
分割されたりして遺っていません。冬は、金沢市が土塀
を保護する、薦掛けを行っています。これも、雪吊りと
共に、金沢の冬の風物詩ですね。
　足軽は、50 戸ぐらいの集団で、組地として計画的に
配置されていました。武士階級に仕えるという階級で、
宅地数としては一番多い階級になります。足軽屋敷もほ
とんど残ってないんですけど、50 坪程度の宅地規模だっ
たので、町割りとしては比較的残っているところが多く
見られます。明治維新以降に、写真のような形で建て替
えられ、私達はこれらを、武士系住宅とか武士系の町並
みというふうに捉えています。

（6）歴史的な建物の概況：町人地

　続いて、町人地を見ていきます。
　町家は、基本的には他の地域と同じような構造をして
います。これは市の指定、条例に基づく指定文化財になっ
ているものです。間口が大きい方で、蔀戸が使われてい
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コ（木虫籠）。キムスコは、非常に繊細な格子で、これ
らが金澤町家の特徴です。
　間取りは、基本的にトオリニワという土間が通ってる
ものが多いです。金沢の場合は寒いので、蔵は内蔵と言っ
て、屋内から直接行く形式のものがほとんどです。
　チャノマは吹き抜けていて、これを火袋と言ってるん
ですけど、昔囲炉裏を使ってたということです。中庭は、
セドと呼ばれます。京都の場合には坪庭ということで、
すごく凝ったものが見られたりするんですが、金沢の場
合は、冬、雪を溜めておくような場所になったりするの

ます。金沢では蔀戸がずっと使われてたんですが、明治
以降に少しずつ格子戸に変わっていきました。これは古
い時代のものを復元整備しているものです。

　これは別の商店ですが、こういう形で石置き屋根の形
式がまだ見られます。石置き屋根の多くは、鉄板に置き
変わっています。
　右下の建物も、蔀戸が残っているし、大戸とか、くぐ
り戸とか、あるいは 2 階の両側に付いてる卯建（うだつ）
とか、そういうものも遺されています。
　石置き屋根、卯建を拡大したものです。そしてキムス
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で、簡素なものが多いです。
　座敷。これは町家の座敷ですけど、このように、土縁
がまだ残されているところもあります。雪が降ったりし
て寒いので、板戸が入ってるところが多く見られます。

　明治以降に徐々に 2 階に座敷を作るようになって、
階高が高くなってきます。それで先ほど見たような卯建
もなくなって、軒裏は二重せがいで豪華に見せています。
２階の壁と庇の間に土板瓦が嵌め込まれています。2 階
の背が高くなったので、水はけのために新しく考え出さ
れたものと思われます。黒漆喰も用いられるようになっ
てきました。このように、時代によっていろんなタイプ
の町家を見ることができます。

2. 歴史まちづくりの仕組みと取組み

（1）重要伝統的建造物群保存地区

　金沢の場合は、皆さんもよくご存知の重要伝統的建造
物保存地区が四つあります。東山ひがし地区と主計町地
区がいわゆる茶屋街地区で、卯辰山麓地区と寺町台地区
が寺と周りの町家が一体となっているところです。卯辰
山麓地区と寺町台は、それぞれ約 22 ヘクタールあり、
面積的にかなり大きい伝建地区になります。黄緑のとこ
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ろが、後でお話しするこまちなみ保存地区で、私達とし
ては、ミニ伝建、伝建制度のローカル版という形で捉え
ています。

　伝建地区の行政を進めるために、伝統的建造物群保存
審議会が設けられていて、年に何回か開かれるんですが、
もっと詳細な検討が必要なときには、専門委員会を設け
てより詳しく検討するという形で、比較的丁寧に進めて
いると思います。

　重要伝統的建造物保存地区における補助です。茶屋街
と書いてありますが、茶屋街以外も含めて同じで、補助
率の 80% は全国共通だと思いますが、限度額は 1500
万円です。最初に「東山ひがし」地区を指定したころは、
全国的に見ても高い金額で、金沢市は思い切った金額を
設定したと思います。これは国の制度で、国と県と市で
補助するわけですが、外観保存ということで、外観の改
修・修景を対象に使われるということになります。

（2）歴史まちづくり法

　比較的新しい制度として、歴史まちづくり法がありま
す。金沢市も、その法律の指定を受けました。赤で囲ん
だところが、対象となる重点地区で、先ほど見た城下町

区域プラス周辺の河川沿いの地域とか、近くの城主等の
墓がある少し山になってるようなところとかを含めた範
囲を設定しています。この重点区域の面積も少し広めだ
と思います。
　それによって国の補助も受けながら、金沢城の公園整
備で一部復元をしたり、無電柱化工事をしたり、あるい
はソフトな事業として、子供に伝統的な能を教える教室
などを実施しています。
　具体的な建物の例としては、片町と呼ばれる飲み屋街
の中心部の一角にたまたま遺されていた建物を金沢市が



9

購入して、学生のまち市民交流館という、学生の活動と
か、市民活動の拠点として使う施設を整備しました。
　主計地区で無電柱化事業を進めています。無電柱化は
非常にコストがかかるので、軒線配線をして少しコスト
を抑えるような工夫もしています。
　にしの茶屋街は、重伝建地区の指定とかはされてない
んですけども、検番と呼ばれる、芸妓さんの稽古場に使
われてる建物の修景整備に、歴史まちづくりによる補助
がされています。

（3）金沢職人大学校

　そのほかに金沢市独自の事業として、金沢職人大学校
というのを作りました。歴史的な建築を改修する職人さ
んが非常に少なくなっているということで、9 科ありま
す。大工さんとか、建具やさんとか、写真は左官の方で
すね。3 年間授業料無料で、各職種組合の推薦を受けた
10 年ほど経験のある職人さんが受講します。月 2 回程
度、夜間とか土日に 2、3 時間、ベテランからいろんな
伝統的な建築技術を学びます。

　３年間で本科を修了すると、希望者は、また 3 年間、
修復専攻科に進みます。ここではより専門的に、歴史的
な建築物の座学から始まって、実際の建物で実習すると
いうようなことで、右上の写真は、実際に移築・整備す
る建物をいろいろ調べている様子で、そのような自主的
なことを中心にやっています。
　現在までに、本科が 8 期、3 年間ずつで 8 期ですから、
20 年間の実績ですが、9 科で 378 人が修了しています。
修復専攻科は 7 期で 273 人、ここには建築設計士ある
いは行政職員が新しく参加しています。行政職員は金沢
市が多いですが、他の自治体の希望する職員も受け入れ
ています。地元の大学教員も参加したりして、チームを
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とが一部では見られるわけですが、観光地となったとき
に、そこには住宅も多いので、暮らしとどう両立してい
くかということが、課題だというふうに思います。
　そのため、金沢では、いろんな条例を工夫しています。
条例は、基本的には法の枠内で、独自条例を作るとして
も法を超えることはできません。それでも、金沢市は非
常にたくさん条例を作ってきました。1968 年に制定し
た伝統環境保存条例が、その後全国に広がったまちづく
り条例の最初のひとつというふうに位置づけられていま
すが、主なものを挙げると、スライドのようになります。
　この中で、一番新しいのが、あとで少し紹介する、眺
望景観条例です。また、2013 年に金澤町家条例という
のを作りましたが、これは、金沢町家ということで取り
組んできたいろんな制度をバックボーンとして支えるた
めに定めた条例です。土地利用コントロールと書いてあ
る枠の中に、2000 年に定めたまちづくり条例というの
がありますが、これも歴史まちづくりと関わってきます
ので後で紹介します。
　これら自主条例で、金沢市のまちなかを、いろんな区
域に指定して運用しています。凡例を拡大したものを、
右側に掲げました。このうち風致地区は国の制度ですが、
その他の区域の指定は、全て独自条例に基づくものです。

組んで 3 年間いろんなテーマで勉強をしています。
　両方とも学費無料で 3 年間、本科の方は月 2 回程度、
修復専攻科の方は週 1 回、金曜日の午後を充てたりす
るということで、いずれも働きながらなので、なかなか
大変だと思うんですが、皆さん、とても熱心に活動され
ています。

（4）自主条例による取組み

　今まで見てきたように、歴史まちづくり制度には固有
の特徴と課題があります。歴史まちづくり制度は、文化
財の概念をかなり拡大するような形で、伝統的建造物群
保存地区の場合には外観を保存するような形で進められ
てきました。しかし、市街地には多くの都市計画的課題
があります。特に金沢市の場合は、歴史的地区は中心市
街地を構成してますので、地域の活性化をどう進めるか
が課題ですが、それは文化財行政の中には入ってないで
すね、基本的には。
　だから、歴史まちづくり制度の大きな課題のひとつは、
そういう都市計画的な課題への対応です。あるいは、歴
史的地区は、老朽木造密集市街地でもあるので、その課
題にも対応が必要だと思います。また観光地化というこ
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このように、いろんな形で指定をして課題をカバーして
いるというふうに言えるかと思います。

（景観条例）

　景観条例も、国の景観法に基づく景観条例プラス市独
自の景観条例という形で構成されていて、その中では、
歴史的な地区がかなり細かく分けられています。
　左上の先ほど見た長町の武家屋敷跡は、伝統環境保全
区域になっています。右上の金沢駅前のような近代的な

都市景観創出区域も含まれています。下は、伝統環境調
和区域といって、景観条例を新しく改正する中で、考案
してきたものです。このあたりは、中心部の商業地域で
幹線道路に面しており、従来は高さ規制は 31 m でした。
しかし、重要文化的景観区域になっているという関係も
あって、伝統環境調和区域として 15 m までダウンゾー
ニングし、高さ規制を厳しくしました。奥の方にいくつ
かマンションが見えますが、それらは 31 m の高さで建
設されたものです。

（眺望景観条例）

　先ほど一番新しい条例だと言った眺望景観条例による
眺望点です。眺望点による規制は前からあったんですが、
独立した条例とし、新しく眺望点を増やしました。この
赤い点を眺望点とし、見る方向の角度を決めて、その中
の建物等を規制誘導するという考え方です。
　その眺望点のひとつ、浅野川から上流側をみた眺望で
す（次ページ）。左の方にひがしの茶屋街があります。

（こまちなみ条例）

　先ほどお話した、ミニ伝建、伝統的建造物保存地区の
ローカル版、金沢市版のこまちなみ保存条例が定める保
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天神町も町家系、というように９つの区域を指定し町並
みの規制・誘導を行っています。
　こまちなみ保存地区の補助金は、建物の改修の場合、
補助率 70%、金額は、保存建造物として市と契約した
場合、限度額が 500 万円です。最初は文化財的な取り
組みということで、伝建地区と同じように外観修景だけ
だったんですけど、途中で制度を変更して、台所等の水
まわりの改修も補助対象になるというふうに変わりまし
た。

　その補助を受けた改修例です。これは町家建築で、
ちょっとした飲み屋さんだったんですかね。それが、こ
まちみ保存区域の補助を受けて、観光客用の小物売り場
に変わりました。外壁のトタンのところを、下見板張の
木造に変えたりという形で整備されています。
　補助金を使って建物を改修する場合のプロセスです。
必要な場合には意見を聞く専門委員会がありますが、基
本的には、歴史都市推進課の技術系の担当者と、所有者
の依頼を受けた建築設計士とが協議しながら進めていき
ます。そのために、担当課には、建築職、土木職、造園
職の方が比較的たくさん配置されています。ただどうし
ても、議会の議決承認とか、予算とか、国の補助の関係

存区域です。金沢市には、いろんな歴史的な建物、町並
みが残されていますが、かなり建てかわったりしてきて
おり、まとまって残されてるところが限られてきてい
ます。その中でもまだ比較的残されているところを、こ
まちなみ保存区域として指定しています。武士系の地域
だったり、足軽系だったり、町家系だったりするわけで
すけど、まだ町会活動が旧町単位でかなり活発に行われ
ていますので、基本的には旧町単位で指定しています。
　現在９つの区域があります。左上が武士系の区域です
ね。次の水溜町、里見町も武士系。旧新町は町家系で、
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の用途とか、屋外広告物とか、あるいは土地利用、自動
販売機、商品陳列ワゴンを禁止するとか、いろいろ決め
ていて、それらの行為を行う場合、まず地元の守る会に
説明することを義務付けています。ただ途中でかなりト
ラブルがありました。法律に基づくものではないので、
建築基準法で許可されるものを条例で規制しようとして
るといって強行突破しようという動きもあって、条例で
は地元の承認を義務付けました。これが裁判で争われた
場合、条例の方が勝つかどうかは、かなり難しいかもわ
かりません。

とかで、補助を受けようとする場合には、初年度に設計
協議を終えて、次の年度の 4 月以降に改めて正式な申
請をして、交付の決定を受け、建築工事の許可が出たら
工事をするということになります。都合 2 年かかるわ
けで、初年度に実施しようとしても、もし予算の枠が限
度を超えている場合には、次の年度に回さざるを得ない
とかいうこともあって、特に飲食店などの場合には、時
間がかかりすぎるということで、補助を受けないという
選択をする傾向もあります。

（まちづくり条例）

　先ほど少しお話しした、独自条例のまちづくり条例を
紹介します。2000 年にできたんですが、都市計画法の
地区計画を補完しようとする条例です。法律上の地区計
画にはかなり限定的なメニューしかありません。そこで
より柔軟に規制内容を定め、町のグループと市長がまち
づくり協定を結ぶという内容です。お互いに努力すると
いう紳士協定ですね。それを歴史的な町並みの保存にも
使って活用しているわけです。
　最近では、東山ひがし地区の活動が一番活発です。そ
のルールには、いろんなことを決めてるんですが、建物
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いうと、全国では教育委員会の所属で、金沢市ももとも
とはそうだったんですが、市長部局に移しました。そし
て文化財保護課も歴史都市推進課も、同じフロアで横に
並んで業務をするという形がとられています。

　卯辰山からの眺望です。右端に東の茶屋街の屋根並み
が見える、金沢にとっては非常に重要な景観です。超高
層ビルの見えるあたりが駅前になるんですが、手前の伝
建地区の方は規制誘導がきっちりされています。左の
12m の線が引いてある辺りは地区計画がかかっている
ところです。

　浅野川と梅の橋。これも先ほどの眺望景観として重要
なところです。いろんな条例が何重にもかかって、規制
誘導するような形で進んでいることがわかります。

　上の方の、赤の一点鎖線で囲んだようなことは、地区
計画でも対応可能ですが、それ以外の規定は、現在の法
制度ではなかなか難しい。それで、こういう条例で、ま
ちづくり協定という形でかなりフレキシブルに対応して
いるというところになると思います。
　地元の活動の様子です。みんなでいろいろ参考となる
話を聞いたり、みんなで防災活動を行ったり、そういう
活動も活発に行っています。

（高さ規制）

　歴史的な都市では、建物の高さをどう規制していくか
が非常に重要なテーマです。金沢では、いろんな経緯が
ありましたが、現在では高度地区で市街地全域を高さ規
制しています。金沢の駅前とか、先ほどの近代的都市景
観形成区域のようなところは少し高くなったりするんで
すが、全域をかなり低く抑えるということをやってます。

　そういう政策を進めるために、金沢市役所の 3 階に
まちづくりフロアを設け、関係課をできるだけ集め、横
の連携がうまく取れることを促そうとしてます。点線で
囲んだ文化・スポーツ局の歴史都市推進課が主に歴史的
な建築物の規制誘導を担当しています。文化財保護課と
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建物は中心市街地全域に遺っているわけです。金澤町家
と呼んでいるんですけど、武士系住宅も含んでいます。
いわゆる町家だけでなく、明治以降の近代和風住宅も含
めて、金澤町家というふうに愛称を付けて、行政を進め
ようとしています。正式には 1950 年に施行された建築
基準法の施行以前ということなんですが、ほとんど第二
次世界大戦前の建築ですね。そういう金澤町家というの
は、金沢でしか通用しない呼称なんですが、金澤町家条
例という制度名にも使って運用しているところです。
　その数は、これは固定資産税台帳データで見てるんで
すが、2000 年頃には 1 万棟以上あったのが、2015 年

3. 金澤町家の利活用の取組み

　金沢町家の利活用の取り組みということでお話したい
と思います。

（1）金澤町家

　金沢の中心部における伝統的な建物の分布図をご覧く
ださい。ちょっと見にくいですが、赤い点々が右下の凡
例にあるように明治時代の建物、青い点々が大正時代、
緑色の点々が昭和戦前期ということで、私たちはこうい
うものを金澤町家と呼んでいます。
　今見てきたような伝建地区とかこまちなみ保存地区
は、その一部を指定してカバーしてるだけで、伝統的な
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で 7,400 棟となっています。固定資産税台帳では、蔵
と母家が別々にカウントされてるようです。そういうも
のがどんどん減って歯抜けになってくると、町並みとし
ては不揃いになってくるし、空き家が増えるというよう
なこともあります。

　それで、金沢市は 2008 年から、外観だけですけど、
全数的な調査をやってきました。それによると、町家系
が 57%、武士系が 36%。時代的には、明治のものがか
なりありますが、大正期、昭和戦前のものがもっと多い。

江戸時代のものもわずかにありますが、それは台帳上記
載されていないので、推定するしかありません。
　2012 年調査では、空き家がだいたい 900 棟、15%
ぐらい。2008 年調査からの変化を見ますと、修繕され
ものもありますが、6%ぐらい減っている。ということで、
建て替えられたり、空き地になったり、駐車場になった
りして、完全になくなったものが 384 棟確認されまし
た。
　それから 2012 年から 2017 年の変化では、641 棟の
滅失が確認されたということです。だいたい年約 100
棟以上が確実になくなっているということになります。
現在、中心部以外も含めて 6000 棟ぐらいあるというふ
うに推定はされてるんですが、この中で空き家系のもの
をぜひ、なんとか改修活用し市場化していくということ
が、金沢にとっては大きな課題ではないかというふうに
思います。

　2005 年に、市民意識調査が行われていたのですが、
若い世代はどちらかと言えば住んでみたいとか、住居以
外の商店等に活用してみたいとか、そういう傾向が強い
ですね。若い人の方が新鮮として、ほかの地域でも歴史
的な建築の活用をしてるようなものを見て、やっぱり興
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ます。
　これはそういう補助を受けた例です。昔材木店だった
のを改修してギャラリーとかカフェにしたとか、あるい
は空き家が長くて荒れていた建物をフランス料理のレス
トランに改装したといった例があります。

（3）市民活動

　市民活動としては、 NPO 法人金澤町家研究会という
のがあります。会員が 40 〜 50 名ぐらいで、もともと
私が呼びかけてスタートしたので、大学教員や建築士の

味を持つことが多いということがわかります。
　金沢市の場合、国の制度をいろいろ使いながら、独自
制度も補助とか条例とかを運用しながらやってきまし
た。それプラス、民間団体や NPO 等の活動も行ってい
ます。他の地域の方も同じようにやっておられると思う
んですが、金沢の事例を紹介します。

（2）金澤町家再生活用事業

　現在、金澤町家再生活用事業ということで、金澤町家
に該当するものを再生活用する場合、補助金が得られる
制度があります。
　ここにメニューが書いてありますが、だいたい住宅で
400 万円、商店では 500 万円を限度に 50% 以内が補助
されます。金額的には全国のほかのところと比較しても
大きい方だと思います。ただ必ずしも全額出るわけじゃ
なくて、ここに 250 万円とある防災構造整備ような大
きな工事をすると、限度額に近い補助金がもらえる、そ
ういう形で運用してます。
　これは町家の再生活用なので、文化財の行政とはまた
少し違うので、最初から生活空間としての、あるいは業
務空間としての整備を対象にしているということになり
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　以上にプラスして、一般社団法金澤町家活用推進機構
というのを作っています。ここは積極的に事業的な形で
実際の改修、活用を支援する組織で、これまで扱かった
ものは下の 4 件です。改修についてもいろいろ支援助
言し、建築設計士を紹介したり、借り手を探してくると
かいうことをします。写真右下のものは、所有者から委
託を受けて、一般社団法人が費用負担して改修、賃貸し、
所有者に賃料を支払うという形で運営を行っています。
　金澤町家友の会は、もう少し気楽に参加いただくとい
う形で、連携している団体です。
　金沢町家情報バンクという仕組みがあります。金沢市

方が多くなってます。いろんな調査事業等を金沢市から
委託を受けるような形で運営しています。独自の活動も
しています。
　町家の市民向けのセミナーとか、9 月か 10 月に一定
期間を決めて、金沢の伝統工芸の水引を目印にして、非
公開の町家を公開するとか、いろいろやってます。ある
いはコンサート、ワークショップ、職人さんに説明して
いただくとか、そういうこともやってます。
　LLP 金澤町家は、有限責任組合という法人で、先ほど
の職人大学校の修復専攻科修了した建築設計士の方が集
まって、 NPO と協力しながら活動をしています。
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が開設したホームページに、賃貸又は売却を希望する建
物の情報が公開されています。情報には、価格が明記さ
れ、建築士による調査結果が付されています。実際の取
引には市はかかわらず、賃借又は購入を希望する人は、
情報に付されている不動産会社へ連絡し、民民で取引を
行います。表にあるように、成約率が 8 割を超えてい
ます。
　もうひとつのタイプが、非公開で登録した人たち同
士をマッチングする事業です。これも市の事業で、 NPO
金澤町家研究会 が委託を受けて運営しています。これ
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まで 50 件ぐらいのマッチングを成立させ、改修活用に
結びついています。マッチング後の実際の契約は、不動
産会社にお願いする、ということになります。

（4）金澤町家保全活用条例

　以上のさまざまな制度を支えるバックボーンとして、
2013 年に、先ほど申し上げた「金澤町家の保全及び活
用の推進に関する条例」が作られました。

　2016 年には、ワンストップ型のサービスを目指して、
金沢町家情報館がオープンしました。これは市が土地を
購入し、建物は寄付を受け改修したもので、ここへ行け
ば、いろんな相談等ができるような仕組みになってま
す。専任のスタッフもいますが、歴史都市推進課の職員
や NPO の職員も常駐しています。
　2019 年に金澤町家条例を改正して、金澤町家の解体
の事前届け出制が設けられました。京町家で 1 年前に
届け出るという制度ができたので、それを参考に、金沢
でも導入しようということを提案して実現したんです
が、90 日前までの届け出ということになってしまいま
した。ちょっと短いと言ったんですが、それが限界でし
た。

　もうひとつ、特定金澤町家という制度ができました。
建築的視点、まちなみ的視点、伝統文化的視点から保全
及び活用の必要があるものを選定し、「金澤町家」の証
明書を出します。全部で 6000 棟あるうちの約 1000 件
の指定を目指します。ただ、そのうちの半分ぐらいは、
既に伝建地区とかこまちなみ保存地区等でカバーされて
るので、新規に特定町家だけでやるというのは 500 件
ぐらいになるかと思います。かなり自由な観点で、自薦
も可、改修の補助金額が 50 万円上乗せになるというよ
うな形で運用されてます。
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　写真はその第 1 号で、所有者が市長から認定証を受
とっているところです。

4. 金澤町家の改修と利活用の事例

　最後に事例をお見せしたいと思います。

　金沢の場合、既存建物の修繕というのは現状維持か、
または復元的な可能の場合には復元的な修復をする場合
もあります。その上で、耐震性、断熱性、居住性を考慮
して改修します。
　ただ建築基準法の確認申請不要の範囲内でやっていく
ので、階段が一つしかない建物で改修しようとすると、
過半の改修になって全体が建築基準法の適用を受けるこ
とになってしまうとか、そういう全国的な課題もありま
す。用途変更の場合も建築基準法の規制を受けるんで
すが、2019 年に 100㎡までが 200㎡に緩和になったの
で、これでかなり良くなったと思います。それでもまだ
200㎡を超えた場合は大変です。
　それと大規模な建築物は法的な規制の関係でなかなか
難しいですね。これは国の方でもいろいろ検討されてい
るようです。
　この例では、真ん中の町家が住宅として改修されてい
ます。内部は、水回りはもうほとんど一新しています。

　（次ページ、左列の上から３枚）ゲストハウスに改修
した例です。格子戸に戻したり、かなり復元的にやって
ます。内部は本来の構造を生かしながら、快適な空間に
整備されています。
　（次ページ、下の２枚）これも改修した例です、非常
に展望の良いところでカフェとして利用されています。
　（次ページ、右列の上から３枚）これはわれわれ NPO
が寄付を受けて費用負担し , 市の補助を受けて改修した
ものです。外観はあんまり変わってないように見えます
が、白いペンキ塗りを漆喰や板張りに変えたりという形
で変えてます。床組や壁の下地のやり直しなど、見えな
いところもきちんと工事しています。

（建築基準法の適用除外条例）

　建築基準法の適用除外条例ですが、金沢市は 2019 年
10 月に施行されました。しかし、現在まだ適用事例は
ありません。これも今後の大きな課題です。全国的にも
約 30 件程度しか事例がなく、しかも京都がほとんどを
占めています。制度そのものをかなり変える必要がある
んじゃないかと思うんですが、改修側が非常に負担が大
きいとか、代替措置が非常に難しいとかいうことがある
と思います。
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　耐震改修も、改修のときにはそれなりに工夫してやっ
ています。ちゃんと限界耐力計算法を使うようなことは
基本的にはほとんどやってないんですけど、必要に応じ
て壁を増設したりしながらやっています。
　暖房も、床暖房入れたり、薪ストーブをいれたりといっ
た事例が見られます。

（まとめ）

　最後に、歴史的建築物の改修・活用における課題をま
とめます。
　まず、文化財とか文化的景観とかいった概念と、一般

的な町家や建物の改修活用の境目がはっきりしないとこ
ろがなかなか難しいですよね。
　あるいは大型の建物はなかなか難しい。敷地も広くて、
中心市街地の一角になるので、金沢といえどももそれな
り地価になるということもあります。
　それと流通・改修になかなか難しい面があります。
　あるいは相続登記の問題。こういう古い建物の場合に
は、非常に難しいです。複数の相続人で意見が合わない
とか、登記がないとか、隣地境界線がはっきりしてない
とかいうことがあります。その辺の問題をどう解決する
かは全国的な課題で、大きい課題だと思います。

5. おわりに

　「おわりに」ということですが、金沢の場合は、今お
話したように、国の制度を活用しながら、条例という独
自制度にも積極的に取り組んでいるということです。市
民による活動も一定程度行われています。結果的に、中
心市街地の活性化に貢献してるというふうに思われま
す。専門的な技術者とか職人が存在しているというとこ
ろも非常に心強いと思います。
　課題としては、建築基準法の適用除外の代替措置があ
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げられます。そして、耐震とか延焼防止の技術の開発も
非常に必要だなと思いますし、老朽木造密集市街地との
対応もいろんな形で必要だと思います。
　また、都市計画的な課題についても、なかなか難しい
課題なので、これも取り組んでいく必要があるというこ
とですね。
　最後に私達が出版した本の宣伝ですが、これは 2015
年に活動 10 周年を記念して出したものです。初めて金
澤町家というものを総合的に解説しています。
　次は、昨年 6 月に出版したものです。、フルカラーで、
50 件ほど、改修活用の事例を紹介したり、いろんな制
度やら、歴史的建築物の良さとか、そういうものも解説
しています。送料は無料でお送りしますので、できれば
購入いただければありがたく思います。
　以上、ご清聴ありがとうございました。
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［質疑］

福川：川上先生、本当にありがとうございました。今更
ながら、金沢の取り組みの物凄さに敬服いたしました。
これから全国の町の方々から感想や質問を伺いたいと思
いますけれども、その前に、私の方からいくつか質問を
させて下さい。金沢というと、城下町全体が重要文化
的景観になっていることが特徴のひとつと思っていたの
ですが、きょうはあまり触れられませんでした。重要文
化的景観は、こういう建物の改修とか活用にはあまり関
わってないっということですか。
川上：実績としてはほとんどないと思います。重要文化
的景観は、私の見方から言うと、あまり金沢に合ってな
いんじゃないかと思ってるんですね。金沢は、条例など
でかなりきめ細かい、緻密な仕組みを組み立ててきまし
た。それに対して、国の制度はそれらとは何の関わりも
なくポンと来るようなところがありまして、私の見方か
らするとあまり合ってないし、何かできることもあまり
ないような気がするんですね。
福川：なるほど
川上：指定をされて、一定の条件が合えば、一定の建物
については改修費の補助が少しあるような話は聞いてい
たんですが、多分今まで文化的景観に基づいた実績はほ
とんどないと思います。
福川：そうなんですか。城下町全体を重要文化的景観に
するっていうのは、それはそれですごいなと、これまた
感心していたんですけども。
川上：城を中心に、少し指定はされてるんですけど。私
の印象だと、そういう国の制度だから断れないような形
で指定されたような気がします。
福川：なるほどね。既にきめ細かい対応がなされている
ところにあまり大きな意味はなかった。
川上：金沢の場合ですね。
福川：わかりました。どうもありがとうございます。も
うひとつつだけいいですか。先ほど金沢版地区計画の話
があって、その対象として東山ひがし地区があがってい
ましたが、ここは重伝建地区なので、一般的な地区計画
よりはるかに詳細なコントロールが可能だと思います。
それでも金沢版地区計画が必要になるのですか？
川上：なんていうか、伝建地区の制度は建物だけを対象
にしてますよね。その対象とするところもだいたい決
まってるわけです。けれど、さっきみたいに暖簾をどう
するかとか、商店の場合は売るものをどうするとか、ネ
オン看板をどうするかとか、そういうものはなかなか対
象にしにくいんですね。もう少し緩いまちづくり協定と
いう形ですると、いろんなものができると。だから、伝

建地区で基本的なところを大きくカバーして、中のいろ
んな細かいところとか、その活動とかをまちづくり協定
という、紳士協定で、市と協力してやってるというよう
なところだと思います。
福川：なるほど。ハードではなく、ソフトの部分に重点
がある。
川上：それに、東山ひがし地区はひがしの茶屋街と言わ
れて、重伝建地区になってから観光地としてブーム化し
て、現在ではコロナでない場合にはすごい人出なんです
ね。もともとは夜の街だったので、昼は閑散としてたん
ですけど、今はもう夜は閑散として、昼はすごい人出に
なっている。土地とか建物もバブルのまっさかりという
状況なんです。そういう中で、できるだけ昔からの歴史
を尊重した町を守ろうということで、地元の方がかなり
頑張って取り組んでおられます。
福川：すごいですね。では中村さん、金沢のお話伺って
て、倉敷にはどういうことが参考になったでしょうか？
中村：いや本当にたくさん参考になることが多かったん
ですけど、行政と市民団体と専門家がどういうふうに協
働するのかっていうのは、倉敷ではなかなか難しいとこ
ろで、これからやらなきゃいけない。金沢では、そうい
うことが積み重なって今の形になったんだと思うんです
けども、先生にお聞きしたいのは、あの HUL のアプロー
チの６つの重要なステップの中のひとつに保全と開発の
優先順位というのありますよね。守れるところは守るん
だけども、変わってしまったところをどんなふうにして
いくかっていうことでは、金沢市、市民の方々、専門家
は、これからどのようにやっていこうと考えられている
んでしょうか？
川上：そうですね。具体的な事例で説明しないとなかな
か難しいんですけど、こまちなみ保存条例でこまちなみ
保存地区を指定して、建物の建て替えをする場合に、所
有者にいろいろお願いして、町並みに合うような建て方
をしていただくんですけど、どうしても建物をセット
バックして前に駐車場を設けるという建て方になってし
まうんですよね。しかしそれを止めることは、制度上も
なかなか難しい。つまり、改修の補助は出すんだけど、
できないことがあります。
　それを改善するために、少し市街地から離れたこまち
なみ保存地区では、組み込み車庫を設けた建て替えを誘
導していくという努力を金沢市の方でやってます。新金
澤町家といって、町並みにあう新しい建物のプロトデザ
インを考え奨励するというようなことを少しずつやって
るんですけど、それがどんどん進んでるような状況には
ないので、なかなか難しいところではあります。
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中村：変わったところをどうするかっていうことは、多
分全国的な課題ですよね。それでさっきも聞いたんです
けど、行政と専門家と市民など、いろいろなステークホ
ルダーが集まって話をするプラットホームのようなもの
は今あるんですか。
川上：いや、そういう仕組み自体はないです。金沢市は
地方都市なので、私たち大学教員がネットワークを作る
ような、あるいは行政の計画策定に参加するようないろ
んな機会がずっとあります。そのような中で、私たちが
呼びかけて NPO をつくって、NPO の活動をやりながら、
たとえば、金沢市が町家の全数的な外観調査や、さっき
の流通コーディネート事業を、NPO が応募して委託を
受けて実施するというやり方を 10 年以上にわたって進
めてきました。1 〜２ヶ月に一回の、市と委託事業者と
の打ち合わせや、市もオブザーバーで参加する NPO の
会議が、意見交換や情報交換の場になっています。そこ
で、市が直接できないことを、われわれ NPO が引き受
けるとか、連携しつつ役割分担をしていく。さっきのよ
うな本の刊行も、市はできないんですが、 NPO は大学
教員も多いので取り組める。
中村：そのときに、市から積極的に話が来るのか、こち
ら側からアピールするのか、その辺はどうなんですか。
川上：出版はこっちが企画してやりました。だからお金
もかかって大変なんですけど、やりました。町家の全数
調査は、市が企画し、市の事業として予算化して、お願
いしますとなり、契約を結んでやりました。その辺は阿
吽の呼吸でお互いにやるわけです。
　建築基準法の適用除外条例とか、事前届け出制度は、
こちらから提案しましたが、市はなかなか動きませんで
した。適用除外条例のときは、興味を持った議員が議会
で質問して、市長が前向きに検討したいと答えた。その
後のぶら下がりの会見でいつやるんですかと聞かれて、
年内と言ったので、担当課がやらざるをえなくなって制
度化されたという流れでした。だから、いろんな形で絡
み合いながら、連携しながら進んでるというところです。
中村：ありがとうございます。
福川：これだけいろんな条例がつくられるということは、
金沢市の議会が歴史的な環境の保全について、熱心であ
るというふうに、考えていいんですか。
川上：いや、実際は議会が主体になってるわけではない
です。前の市長さんの業績です。もとは市の職員で、最
後は助役なられて、その後５期 20 年市長をつとめられ
ました。現在の市長さんは 3 期目で、その前は市議会
議員を 10 年されていて、前市長の政策を与党として賛
成しており、市長になっても継承してきた。だから、トッ

プが 30 年同じ姿勢でやってきた。議会と市民がそれを
支持してきた、そんなような構図です。
福川：山出保市長ですね。2000 年に建築学会で建築文
化賞を受賞されたのを覚えています。横浜市大の鈴木先
生、質問ですね。
鈴木：はい、私からの質問はですね、眺望景観の保全に
関してなんですけれども、景観行政の中で以前より取り
組まれたように思うんですが、平成 31 年令和元年ぐら
いに条例化された経緯、それとあの景観条例とは別にし
ているというところも何か理由があるのか教えていただ
けますでしょうか？
川上：景観条例は、平成元年に独自条例として制定され
ました。全国的に見たらそんなに早くなくて、いろんな
ところのを参考にして作りました。その中で、近代的都
市景観形成区域や伝統環境保全区域を指定し、途中で重
要眺望景観点を加えたわけですね。2019 年に眺望景観
条例だけを特出ししたのは、私はそこに参加してないの
で、はっきりした事情はわからないんですが、ポイント
を五つ増やしたという以外は特に本質的な差はないと思
います。眺望景観を重要なものと位置づけたということ
だと思います。
鈴木：はい。ありがとうございます。
福川：臼杵の齋藤さん、いかがですか。
齋藤：金沢の取り組みは大変参考になるというか、ぜ
ひ臼杵も真似してやってみたいなものばかりなんです
けど、何分にも 3 万 6000 人というマンパワーの中で、
どう取り組んでいくかっていうのは、なかなか課題が多
いです。臼杵市役所もそれなりに頑張ってるんですけど、
人材が限られている中で、金沢で取り組まれてる中の、
どの部分が可能なのかなあというのを、ぜひ考えてみた
いと思います。金沢には、町家再生交流会だと作事組だ
とか何度もお邪魔していますが、行くたんびに非常に参
考になることが多くて。またしばらく行っていないので
またお邪魔したいなと思っています。
福川：特に注目されている点はどこですか？
齋藤：職人大学校です。ああいうことができるといいな
と思ってます。ただ、実際に仕事を作ってくっていうか、
そういう場面を私達がこしらえながらでないと、やはり
伝統的な技術っていうのは伝わってきませんので、制度
だけじゃなくてですね。臼杵の場合、まずは重伝建地区
にまだなっていない、市条例だけしかありません。ある
いは、景観さえあえばというので、大分とかでは、なん
ちゃっての和風だとか町家の修景とかが非常に多くなっ
てますが、そうじゃなくて、ちゃんとした技術を持った
地元の職人さんたちの活躍できれる場を作っていきたい
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なと思っています。
　それから、昨日未明の地震では、全国の皆さんからご
心配のお便りいただいて大変ありがとうございました。
幸い、臼杵では、ほとんど被害がありませんでした。県
内の南の佐伯、北の大分、西の竹田は結構被害が出てい
るようです。ご安心いただければと思います。
川上：臼杵が被害が少なくでよかったと思います。職人
大学校はこれも前市長が決断して作ったので、前市長の
功績が大きいです。今まで 8 期 20 年間、修了生出して
きて、かなり数が多いんですけど、ただ、なかなか伝統
的な建築に職人として関わる機会がそれほど多くないと
か、関わる人が偏ってしまうとか、そういうことがあっ
て、その辺はまだ問題ありますけどね。なかなかユニー
クな制度だと思いますね。
福川：そうですね、特に上級コースの、職人さんと設計
の人と行政の人がチームを組んでいくというのは非常に
興味深いですね。
川上：いいと思います。同期生みたいな形になるので、
それで何がっていうことは必ずしもないんですけど、
やっぱりお互い交流して面識あるっていうのは、いろい
ろいいことがあると思いますね。
福川：あと、金沢の取り組みで一番気になるのは、こま
ちなみ条例です。川越の荒牧さん、川越なんかでもこう
いうのを取り入れられないんですか？
荒牧：制度として非常に面白いと思うんですよね。川越
は、中心部だけじゃなくて、金沢のこまちなみなほどに
はいかないけども、向こう三軒両隣ぐらいの、数十メー
トル間隔ぐらいで、ちっちゃいのがポコポコできれば面
白いなと思いますね。ただそうなると制度を作るのは行
政なんで、市民は要望は出しますけどね、行政の方と市
民とのすごい連絡と、あと行政者マンの意識の高さがな
いと、なかなか厳しいというのが事実ですよね。僕の場
合は、建物をなんとか連続して景観物件にする、という
のをやりましたが、それはあくまで単体の集まりでしか
ないんですよね。
福川：こまちなみって、どのぐらいの規模かなと思って
いたんですが、金沢のこまちなみは、向こう三軒両隣よ
りは大きいんですよね、やっぱり。
川上：ええ、旧町単位です。もともとは、われわれ大学
教員から市へ提案したのですが、その時はイメージとし
ては、旧町というより連続した単位、小さな町並みで、
向こう三軒両隣でもいいかなと思って提案したんですけ
ど、行政の方が旧町単位にしたんですね。やっぱり地元
を説得して指定するときにはそれが一番いいという判断
だったと思います。

福川：はじめから旧町単位だったわけではないのですね。
伺っていくといろいろなことがわかりますね。ほかにい
かがでしょうか？　丹羽さん、京都と金沢を一緒に伺っ
てるととても興味深いんですが、京都の方から見ると金
沢の非常に整備されたシステムはどう見えますか。
丹羽：はい、川上先生ありがとうございます。今日、私
が一番感動したのは、金沢の市役所のフロアに歴史推進
関係の部署が全部集まってるっていうことです。役所の
部局の方々の取り組み姿勢が、京都とは全然違うなあと
大変羨ましく思いました。
　いろんな制度の中で、京都がやっているのでっておっ
しゃっておられたのがとても印象的で、作ってはみたも
ののこちらでうまく運用できていないものが、ちゃんと
やればこうなるっていうのがよくわかりまして、京都市
の方々にぜひ見ていただきたいと思いました。
　川上先生はじめ大学の先生方が、これからこの町をど
うしていくかっていうときに非常に積極的な発言をされ
て、しかも、今の話だと、制度を先生方の方である程度
作っておられるような感じが見受けられました。それを 
NPO が橋渡しになったり、行政と協働したりという形
になってるのかなと思いました。そういう意味で、私た
ちが具体的にどういうふうにやっていったらいいのかな
というのを、また勉強させていただきながら見ていきた
いと思います。
　一点、先ほど荒牧さんの話、中村さんの話にもあった
んですが、京都の立場から言うと、もう既にある制度の
延長線上というよりも、今の町全体を捉え直して、その
中で緻密な制度を重ねていくっていう方法をとっていけ
ないのかなと思っているのが、私がこの HUL に期待し
ているところです。今回の金澤町家やその条例が、これ
までの積み重ねてきたいろんな条例を全部組み込んでい
るのかどうかをのちのち聞いてみたいです。壊さない条
例とかだけじゃなくて、その歴史都市の中で、町家なり
歴史的な建物を中心に展開していって、それに関するも
のは全部含められるような考え方があるのかなと思った
んですが、その辺について、金澤町家条例を作ったとき
の話を少し聞かせていただければと思います。
川上：質問の意味が十分わからなかったんですけど、金
澤町家だけを対象にするだけじゃなくてもっと広げたら
どうかっていうことですか？
丹羽：いえ、そういうことではなくて、たとえば具体的
にある町家を直そうと思うと、いろんな制度が関わって
きて、設計の方や行政の方とかが、いろんな部局とバラ
バラに相談しなければならないみたいなことがあるわけ
ですけれども、その町家から見たときに、これを歴史都
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市の中でどう位置づけるかということがはっきりしてい
れば、法的な規制などが引っかかったからもうここから
先は進めないみたいなハードルがなくなっていく、そう
いう将来的な可能性があるんじゃないかと期待している
わけです。金澤町家条例を作られたときに、そのような
意図があってまとめられたのかと。
川上：金澤町家条例を作ったのは、それまでのいろいろ
な条例や制度を、バックボーンとして支えようというこ
とで、それらを含めたものとして作ったんです。条例と
して作るということは、簡単に制度は変わらないという
か、変えられないということにもなるんですね。だから、
今度市長が変わるんですけど、市長が変わっても簡単に
は変わらないということが大きいと思います。
　解体の事前届け出は、条例の改正で新しく盛り込んだ
んですけど、京都を参考にしながらやってるんですけど、
京都の場合は、市長がトップダウンで 1 年間の事前届
け出を決めたというふうに聞いてます。そういう意味で
は非常に羨ましいなというふうに思っています。前市長
はかなりトップダウン的な進め方だったんですけど、現
市長はそれほどでもなく、新しいことはあんまりなかっ
たですね。お答えになってないかもわかりませんが。
丹羽：ありがとうございます。これからの制度を考える
上でいろいろな形があるのかなと思っているので、また
皆さんとお話できればいいなと思います。ありがとうご
ざいます。
川上：ありがとうございました。
福川：僕ら外から見てると、京都と金沢がお互いに張り
合うというか、緊張関係でいろいろな制度が組み立てら
れていくっていう感じがして、なかなか非常に興味深い
ですね。
川上：いやいや、張り合っているとか、そういう気持ち
は全くなくて、参考にして、いろいろローカルに頑張っ
てるというそんな感じですね。
福川：双方が参考にしてそれで全体として発展していく
という、何ていうか、その弁証法的展開が非常に興味深
いというような気がします。この二つの都市で日本の歴
史的な町並みの保全をリードしてるような、そういう感
じさえしていきます。
川上：ありがとうございます。そうなるように努力しま
す。
福川：はい。ほかにどなたかお発言されたい方いらっしゃ
いましたら、奈良の神野さん、どうぞ。
神野：丹羽さんが言ったようなことなんですけど、いろ
んな条例とか仕組みはでてくるけど、やっぱり都市全体
を考えた場合、都市計画法のいわゆる都市マスはどうい

うふうにされているのかなと思って。金沢市として、総
合計画とかそういうものとの関係がどうなってるのかな
ということにちょっと関心を持ちました。
川上：都市計画マスタープランでも、今お話ししたよう
な中心市街地については、特出しで、歴史的な市街地の
建物の保全と中心市街地の活性化を合わせて進めるとい
うことを決めています。中心市街地活性化の計画もあり
ますし、金沢市の行政としては十分整合が取れていると
いうふうには感じてます。
神野：都市計画マスタープランに書かれることで、法律
的な裏づけになるみたいな気がちょっとしたんですけ
ど、いかがでしょうか？
川上：法的な裏付けという意味でしょうか？
神野：憲法第 29 条「財産権の内容は公共の福祉に適合
するように法律でこれを定める」というのが根拠になる
わけですね。町づくりでは、都市計画法で定めるという
のが今の国の仕組みだと思うんですよ。そうだすると都
市マスにしっかり書かれていることが、法定力というか、
効力を増すのではないかと思った次第です。
川上：都市計画の制度を含めて、使えるものはかなり使っ
てきてると思います。建物の高さ規制も、最初は景観条
例等でやってたんですけど、今は都市計画法の高度地区
に基づいているのでかなり強い制度に変わってきていま
す。だから使えるところはどんどん使って、なかなか難
しいところを自主条例でできるだけカバーするとか、そ
ういうような感じでやってます。ただ町家の改修活用は、
この制度ではなかなかし難い。民間の活動の中でやって
いくところがあるので、その辺がどこでも大きな課題で
すけど、金沢でも課題だと思ってます。
神野：ありがとうございます。
福川：都市計画マスタープランは別に王様ではないので、
ちゃんと歴史的な環境を踏まえたまちづくりやっていく
んだということがきちんと書かれていれば、そこから金
沢のさまざまな個別の試みは、いくらでも正当化できる
んじゃないかと思います。逆に、個別の行為から全体の
プランが組み上がっていくということもあります。
神野：そうですね。マスタープランが絶対的というわけ
ではない。もちろんそうです。どうもありがとうござい
ました。
福川：もう質問やご意見は特にないですか。はい。どう
も今日は本当にありがとうございました。いやいや、今
日お話伺って、これから金沢のことをもっと勉強しな
きゃいけないと痛感した次第です。これからも、町並み
保存連盟の活動に参加していただいて、いろいろ教えて
いただければありがたいと思います。どうぞよろしくお
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願いいたします
川上：こちらこそ、またいろいろ参加させていただいた
り、意見交換させていただければと思います。今日はど
うもありがとうございました。
成清：ありがとうございました。僕の世代の人間からす
ると、こういった皆さんの経験豊かな皆さんの議論が身
近で聞けるというのが非常にありがたく思います。あり
がとうございました。
　倉敷の方では、今ビジョン作りとかエリアプラット
フォーム作りに向け、国交省の官民連携まちなか再生
推進事業に市の方で応募していただきながら、次年度
HUL アプローチに取り組んでいこうとしています。今
日は金沢の皆さんのプライドをすごく感じたんですけれ
ども、倉敷もプライドのある町のはずで、そういったプ
ライドを僕らの世代や次の世代が受け継いで、町を担っ
ていかないといけないと思っています。プラットフォー
ムとかビジョン作りの取り組みの中で、何とかこれまで
の皆さんの努力を受け継いでいきたいなと思っていると
ころです。中村さん次の倉敷の取り組みについて、ちょっ
とお話をいただけますか。
中村：はい。2020 年の 12 月に HUL を前面に出して倉
敷市の連続講座が始まりまして、ほぼ 2 年が過ぎまし
た。今、成清先生がお話をしたように、倉敷市では地域
で具体的にもう少しいろんな取り組みをしたいというふ
うに思っています。それで次は、また倉敷に戻って、こ
の HUL に関して皆さんの意見を聞き、次の一歩へ進め
ていきたいと思っております。細かいことはまだ具体的
には決めておりませんけども、ご案内すると思いますの
で、どうぞよろしくお願いいたします。
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