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全国町並み保存連盟
HUL 連続講座第４回（2021 年 9 月 26 日）

奈良町：歴史的風致維持向上計画
田中梨絵（奈良市観光経済部奈良町にぎわい課）

　こんにちは。奈良市役所「奈良町にぎわい課」の田中と申します。どうぞよ
ろしくお願いいたします。きょうは、奈良町の事例をご紹介していきます。奈
良町は伝統的建造物群保存地区に指定せずに、平成 6（1994）年以降、景観
行政として町並み保存へ取り組んできました。そして、平成 27（2015）年に
奈良市歴史的風致維持向上計画を作成しましたので、この歴史的風致維持向上
計画を中心にお話をしていきたいと思います。

1. 「ならまち」と「奈良町」
気持ちを奈良町へ

　きょうは、全国からいらっしゃって
いるので、まずは皆さんの気持ちを奈
良市に来ていただこうと思います。奈
良へは、大阪からと京都からのふたつ
ルートがありますが、電車の場合は、
近鉄線を使っていただくのが良いかと
思います。近鉄奈良線に乗るために
は、だいたいは大和西大寺駅で乗り換
えて、近鉄奈良駅行きの電車に乗りま
す。
　出発して数分で平城宮跡に入り、進
行方向向かって左手に大極殿、右手に
朱雀門が見えてきます。最近は、復元
整備がどんどん進んでいるので、もう
少ししたらまた違う景色が見えてくる
のかなあと思います。
　近鉄奈良駅へ着くと、ほとんどの方
は、まず興福寺に行って鹿と戯れ、東
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町の方に持って行っていただけたらな
と思います。
　では、チャット機能を使って奈良
町って聞いて思い浮かべるものを書き
込んでいただけるでしょうか。・・・
なかなか書いていただけない感じです
かね・・・いや、続々あげていただい
ていますね・・・「町並みが多い」、「低
層の町並みが続く」、そのとおりです
ね、「町家」、「お土産物」、「造り酒屋」、

「門前町」、書いていただいてありがと
うございます。ほかには、「元興寺」、「さ
つま焼」ですね、はい、ありがとうご
ざいました。
　だいたい皆さんがイメージされてる
奈良町って、町家が並んでいるとか、
元興寺があるとか、お寺や神社、歴史
文化があるというような、そういうあ
たりをイメージしていただいてるのか
なと思います。雑誌などで奈良町って
調べていただくと、新しいおしゃれな
お店があったりとか、カフェとか、最
近は行列ができるオムライス屋さんが
人気だったりっていう風に紹介されて
います。
　皆さんがイメージされてる奈良町が
どのあたりなのかというと、近鉄奈良
駅から南に 10 分から 15 分ぐらい歩
いて行った、元興寺周辺のあたりかな
と思います。雑誌なんかでは、そうそ
ういった奈良町を、ひらがなで「なら
まち」と書いて PR していただいてい
ます。私の所属する「奈良町にぎわい

大寺で大仏を拝み、若草山の山麓を
通って春日大社へ行きます。これで結
構いい時間が過ぎてしまいまして、あ
とは商店街を抜けてお土産物を買って
帰ってしまう。これが奈良の観光ルー
トだと言われています。これだと、奈
良町に来ずに帰ってしまうことになる
ので、ここからはさらに意識を、奈良
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課」は漢字の奈良町を使っております
が、このひらがなと漢字の奈良町は何
が違うのかというあたりを、まず簡単
に説明していきます。

奈良町の成立

　奈良町の成立は近世と言われていま
す。右側に見える絵図は、「奈良町絵
図」といって、江戸時代中期のもので
すが、この絵図では漢字で奈良町と書
いてあります。色が付いてる部分が町
場で、東大寺、興福寺、春日大社といっ
た社寺の境内地に抱きつくような形で
町場が発展しています。こういった町
並み、町場が発展したのは、近世になっ
てからというわけではなく、歴史的に
徐々に形成されてきました。近世に検
地などにより土地の範囲を決め、所属
や所有を明確にして年貢の金額を定め
るといったプロセスを経て、奈良町の
範囲が正式に決っていきました。
　このように少しずつ発展してきた奈
良町の歴史をおさらいしておきます。

奈良時代：お寺以外では、一辺 130m

の街区が受け継がれている

　まず奈良時代に遡ると、奈良町は影
も形もありません。平城京の、どの辺
りが奈良町のあるエリアかと言うと、
左側、向かって右側ですね、東に張り
出した外京と呼ばれる範囲がちょうど
奈良町のある辺りになります。東大寺、
興福寺、元興寺といったお寺が集まっ
ていたエリアになるのですが、境内地
を今の地図にプロットするとこのよう
な範囲になって、先ほど言ったように、
奈良町は境内地に抱きつくような形で
発展してきました。
　都は 70 年ほどで京都に移ってしま
うので、平城京の時代はそんなに長く
ないんですけれども、都市機能が全部
移ってしまっても、東大寺や興福寺な
どの大寺院は奈良に残って、宗教都市
として発展していきます。
　では、奈良時代のものが、東大寺や

興福寺などのお寺以外に残ってないの
かと言うとそんなことはなくて、地図
を見ると分かる通り、正方形の条坊制
の区画が今も踏襲されています。一辺
が 130m の区画です。

中世：現在の奈良町が形づくられはじ

めた

　では、現在のような町並みがいつス
タートしたのかというと、それは中世
の頃だと言われています。東大寺、興
福寺のような大寺院が奈良に残ってい
て、南都と言われていた時代ですね。
お寺や神社の仕事をする人たちとか、
そこで使われる道具を作る職人たちが
住んで町を形成していったのが始まり
です。郷と呼ばれるいわゆる村が形成
されているんですけれども、お寺の境
内地に、抱きつくような形で町に発展
していきました。
　人が住みつけば、そこにコミュニ
ティが生まれます。中世は、そういっ
たコミュニティが形成されていった時
代で、今も奈良の町には、このような
中世以来のコミュニティが残っていま
す。地縁の組織とか職業の組織として
コミュニティが形成されていくのです
が、お堂に寄り集まって会合を開いた
り、飲み会を開いたりしています。地
蔵講、春日講、観音講といったような
講も作られました。
　そういったものは、今の奈良町の町
内会にも引き継がれています。町を歩

くと、お堂が残っているんですけれど
も、それらは自治会が管理していて、
そこでは信仰の活動が行われていま
す。中には、その信仰の対象になる仏
像、彫刻、掛け軸などが残されており、
どうかすると、鎌倉時代や室町時代に
作られたものが町内会に継承されてい
ます。国立博物館に寄託されたり、指
定文化財になったりしているものもあ
り、そのようなことも奈良の町の特徴
です。
　このように中世は、奈良町がはっき
り形作られる時代といえるのですが、
今皆さんが想像してくださってるよう
な奈良町の町並みが形作られたのもこ
の時代だという風に言われています。
先ほど奈良の町には一辺 130m の街
区が残っているという話をしました
が、130m なので、敷地の奥行がすご
く深くなるのが奈良の町の特徴です。
下手したら奥行 50m 以上の敷地もあ
ります。そのような敷地の前面道路に
面した部分に、切妻造り・平入りの母
屋が建ち並び、町並みが形成されてい
きました。
　この右側の写真は、電柱が写ってい
て、明治中頃の写真だと言われていま
す。猿沢池のほとりから、JR 奈良駅
の方を見渡した三条通り沿いの様子で
す。江戸時代のイメージができるよう
なものがなかったので、明治のものを
持ってきてるんですが 、通りに面し
て町家が建ち並んでいるのがよく分か
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るかと思います。

近代：奈良町が消えた！

　以上のような経過で、近世には奈良
町が成立して、町並みが形成されてい
くわけですが、実は奈良町には終わり
がやってきます。今も奈良町があるの
に、終わりってどういうことだと思わ
れるかもしれませんが、行政町名とし
ての奈良町は明治になっていったん完
全に消えてしまいます。市制・町村制
が施行された時は、奈良は市制をひく
には人口が足りなかったので町村制か
らスタートし、その時は奈良町でした。
もしかしたら「ならちょう」って読ん
でいたのかもしれないですけど、奈良
町という表記が残っています。しか
し、明治 31 年に奈良市に移った時に、
行政町名としての奈良町自体がなくな
り、以降、奈良町という表記は行政的
には一切使われなくなっていきます。

現代：町づくり活動の活発化とともに

奈良町が復活

　それが今では奈良町がすっかり復活
しています。でいつから、改めて奈良
町っていう表現が盛り上がってきた
かと言うと、それが昭和 50 年代、60
年代になります。昭和 50 年代ってい
うのは、皆様のほうがよくご存知だと
思いますが、まちづくり活動が全国的
に活発化していく時代で、奈良の町で
も、まちづくり活動や運動がかなり活
発化していきます。
　特に、元興寺の北側に都市計画道路
を拡張するという動きがあって、その
時に住民運動がより活発化していった
と言われています。その流れで、元興
寺周辺地区を奈良町と呼んで、まちづ
くり活動が行われていくようになりま
した。
　この地図は、先ほどから何回かお見
せしていますが、きたまちとか高畑っ
て書いてあって、何だろうと思ってい
らっしゃるのではないかと思うんです

けど、まちづくり活動のエリアとして
の奈良町に対して、近鉄奈良駅より北
側では、奈良きたまちっていう呼び名
でまちづくり活動が平成 10（1998）
年から行われています。または近年は、
京終駅を中心としたエリアを京終また
は高畑と呼んでまちづくり活動が活発
化しており、奈良町、きたまち、京終、
高畑は、今では、まちづくり活動の単
位としての呼び方になっています。な
ので、エリアはありますが、きっちり
した範囲がどこかは決まっていませ
ん。
　ひらがなの「ならまち」と、漢字の
奈良町は何が違うのかをまとめると、
ひらがなの「ならまち」は元興寺を中
心にしたまちづくり活動の範囲として
の呼び方で、その後 20 年、30 年と
かけてこの呼び方が定着し、雑誌など
でも使われるようになったもの。漢字
の「奈良町」の方は、歴史的にみた範
囲というふうに考えてもらえたらと思
います。

2. まちづくりの経過
　奈良町の町並みとまちづくりに関す
る調査や政策を年表にまとめてみまし
た。全部を網羅してるわけではないの
で、一部を抜粋してるような形になり
ます。昭和 50 年代後半からの動きを
おさえています。

奈奈良良町町ででのの町町並並みみ・・ままちちづづくくりり関関すするる調調査査、、政政策策等等

昭和 年 保全的刷新 奈良三新屋町の調査＜トヨタ財団助成研究報告書＞ほか

昭和 年 奈良町 都市計画道路杉ヶ町高畑線の工事に伴う町並み調査
昭和 ～ 年 － 奈良町Ⅰ～Ⅴ 伝統的建造物群保存対策調査報告書

平成 年 奈良町都市景観形成地区の指定 平成 年 と平成 年 に追加指定
修景基準による規制
都市景観形成建築物の指定
修理・修景補助（都市計画部局）奈良市都市景観形成地区建造物保存整備事業

昭和 年 修理・修景補助の開始（文化財部局）奈良市町並み保存事業費補助金交付事業

平成 年 奈良市都市景観条例の制定

平成 年 ならまち賑わい構想

1980 年代、伝建地区をめざし歴史的

建物の悉皆調査が行われた

　先ほど言った元興寺の北側の都市計
画道路については、昭和 57（1982）
年に『都市計画道路・杉ケ町高畑線の
工事に伴う町並み調査』が行われ、報
告書がまとめられています。この都市
計画道路拡張に伴って住民の町並み保
存運動が活発化していったわけなんで
すけれども、奈良市は、昭和57年から、
町並み保存の方策の一つとして、伝統
的建造物群保存対策調査を実施してい
ます。先ほど、奈良市は伝建地区を指
定していないと言いましたが、1980
年代には、伝建地区にするための取り
組みを行っていました。
　この『奈良町 I 〜 V 保存対策調査』
は、奈良町の町並みを網羅的に調査し
たもので、旧市街地全域を悉皆的に調
査し、さらに二次調査で何軒かの建物
を詳細に調査するということを行って
います。これが今では奈良市の取り組
みのバイブルになっています。私は文
化財建築職という職種で奈良市に就職
したのですが、入ってすぐ上司から「こ
れが奈良町だからね」と、この 5 冊
をドンと渡されました。

先行的に修理修景の補助制度が始まる

　奈良市は、伝建地区指定をめざして
調査を進めていたわけですが、伝建地
区の指定に先駆けて、昭和 63（1988）
年に修理修景の補助を開始します。伝
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建地区を進めていくために、皆さんに
「伝建地区とはこういう取り組みなん
ですよ」というのが分かるようにとい
う趣旨で始めたもので、当初は文化財
部局で補助を行っていました。
　この伝建地区を指定しようとする動
きと並行して、奈良町の周辺ではまち
づくり活動が活発化していたわけです
が、それに呼応するような形で、奈良
市は、平成 4（1992）年に『ならま
ち賑わい構想』というのを打ち立てて
います。この構想の範囲は、はっきり
決まっていたわけではありませんが、
元興寺周辺の範囲を想定した町並みの
保存や、町のにぎわいの創出などを計
画しています。この時に使われたのが
ひらがなの「ならまち」です。なの
で、このあたりから元興寺周辺を「な
らまち」とひらがなで呼んで行くよう
になっていたという風に言われていま
す。

伝建地区から景観行政による町並み保

存へ：都市景観形成地区の指定

　伝建地区の指定は、実際には住民の
反対があって、平成 5（1993）年に
完全に凍結するということになりまし
た。その代わりというわけではなかっ
たのですが、結果的に平成 6（1994）
年に、奈良町都市景観形成地区を指定
して、景観行政として奈良町の町並み
保存を進めていくという方向に舵を切
りました。もともと、伝建地区を進め
るために作られた修理修景の補助は、
同地区の指定に伴って都市計画部局の
所管となり、景観行政として修理修景
の補助が行われるようになりました。

奈良町を重点的に取り組む部署が設け

られた

　こうして、修理修景の補助は景観行
政として行われてきましたが、その後、
平成 24（2012）年ごろに大きく転換
します。観光部局に、奈良町を重点的
に取り組む部署ができたのです。それ

が、今私が所属する「奈良町にぎわい
課」の前身で、最初はひとつの係から
スタートして、今では課にまでなって
います。その奈良町にぎわい課になっ
た時に、奈良町についてやっているこ
とは奈良町にぎわい課で全部やってい
こうということで、都市計画部局で
行っていた修理修景の補助も観光部局
の方に移管されました。

歴史まちづくり法にもとづく歴史的風

致維持向上計画がもうひとつの転機に

　 も う ひ と つ の 転 機 が、 平 成 27
（2015）年の「奈良市歴史的風致維持
向上計画」の策定です。歴史的風致維
持向上計画については、ご存知の方も
多いと思いますが、平成 20（2008）
年に歴史まちづくり法が出来てから、
全国のいろんな都市で「地域固有の歴
史および伝統を反映した人々の活動や
その活動が行われる歴史的に価値の高
い建造物やその周辺市街地を一体的に
環境を維持して維持向上していくため
の計画」つまり「歴史的風致維持向上
計画」がつくられていてきています。
　奈良市は平成 27（2015）年に策定
したのですが、その計画の中で「維持
向上すべき歴史風致」を十項目定めて
います。中でも特に重点的に維持向上
を図っていくエリアとして「奈良町お
よび奈良公園地区」を指定しています。
この地区の中で、「歴史的風致形成建
造物」を指定したり、歴史的風致維持

向上するための 29 の事業を行ってい
るところです。
　そして、新たに「歴史的風致形成建
造物保存事業補助金」という制度を創
設しました。これは、都市景観形成地
区で行ってきた修理の事業を、歴史的
風致維持向上計画の中で広い範囲で行
なえるようにしたもので、制度として
大きく変わりました。
　平成 29（2017）年には、『新奈良
町にぎわい構想』が定められました。
平成 4（1992）年の『ならまち賑わ
い構想』の改訂版で、今度は漢字で奈
良町と表記していますが、歴史的風致
維持向上計画の範囲となる奈良町全域
で、賑わいを考える構想を打ち出して
います。それにあわせて、その修理修
景の補助金の考え方も改め、新たな
取り組みを今おこなっているところで
す。

3.  修理修景事業の展開
　ということで、今日は、この平成
29（2017）年を起点として、それ以
前とそれ以後の修理修景がどのように
に変わったのかということを、説明し
ていきたいと思います。

都市景観形成地区に対し、大きく拡大

した「奈良町および奈良公園地区」

　まず範囲ですが、「奈良市歴史的風
致維持向上計画」で定めた「奈良町及
び奈良公園地区」は、先ほども紹介し

平成 年 奈良市歴史的風致維持向上計画策定

平成 年 新奈良町にぎわい構想
修景補助制度改正 奈良市都市景観形成地区建造物保存整備事業費補助金

修理補助制度改正 歴史的風致形成建造物保存整備事業

平成 年 歴史まちづくり法
（地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律）

地域固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動、その活動
が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地
とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境の維持
及び向上を図るための計画を策定。

①維持向上すべき歴史的風致 項目
②重点区域の設定 「奈良町及び奈良公園地区」
③歴史的風致形成建造物の指定 件（令和３年３月時点）
④ 歴史的風致維持向上施設の整備又は管理のための事業（ 事業）

歴史的風致形成建造物保存整備事業補助金制度創設（修理事業）

奈奈良良町町ででのの町町並並みみ・・ままちちづづくくりり関関すするる調調査査、、政政策策等等
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た、社寺を抱きかかえられるように発
展した旧市街地全域と、その社寺の
境内地を含む奈良公園全域を含めた
1,250 ヘクタールのかなり広い範囲を
指定しています。なお、もともと昭和
50 年代から伝建地区をめざし、平成
6（1994）年に都市景観形成地区を
定めた地区は、主に元興寺周辺をター
ゲットにしたエリアで 49.3ha です。

平成 6（1994）年度から平成 28（2016）

年度までの修理修景補助制度：修理の

対象は都市景観形成建築物

　補助金の制度を説明していきます。
平成6（1994）年度から平成28（2016）
年度までの補助金は、都市景観形成地
区の中で、まず地区の中にある建物全
部を調査し、指定建造物の候補もしく
は選定建造物の候補とそれ以外に分け
ました。指定建造物というのは、伝統
的な建物であって今もその外観が伝統
的な様式を保っているもの、改造が
あっても全体としては残っているも
の、選定建造物というのは大きな改造
がされているけれども、復元すれば伝
統的な形に戻るものです。
　これらの建物を修理をする場合、修
理基準に従って修理をすれば補助を出
します。指定建造物の場合が補助率
80%、上限 1000 万円、選定建造物の
場合が補助率 70％、上限 800 万円で
す。修理をした建物のうち、所有者の
同意が得られたものを都市景観形成建
築物に指定します。現在 79 件が指定
されています。
　一方修景というのは、指定建物でも
選定建物でもない、それ以外の建物で、
修景基準に適合して周辺の景観の質を
高めるような新築・改築・増築をす
る事業に対して、補助率 50%、上限
800 万の補助金を出すというルールで
行って来ています。
　平成 6 年から 28 年までの間に、こ
の修理修景の補助を受けた建物は累計
246 件あります。修理と修景それぞ

れの件数は、今ははっきりと数字では
出してないんですけれども、だいたい
修理が 140 件ぐらい、修景が 100 件
ぐらいの割合で行ってきましたので、
修理した建物のうち半数強ぐらいを指
定建物にしていったという状況です。

平成 29（2017）年度以降の修理修景

補助制度：新賑わい構想を契機に、修

理の対象を歴史的風致形成建造物へ

　この補助制度を、平成 29（2017）
年の奈良町新賑わい構想を契機に改正
しました。次にその内容を紹介してい
きます。まず修理については、歴史的
風致形成建造物を修理するための補助
金ということで、この都市景観形成地
区を含めた緑色で斜線にした範囲全域
の歴史的風致形成建造物を対象にして
います。以前の補助金の指定建物と同
等の補助率 80％、上限 1000 万円の
補助金を出しています。基本的には、

歴史的風致形成建造物が対象ですが、
未指定の場合であっても、修理後必ず
歴史的風致形成建造物に指定するとい
う取り組みを行っています。
　修景の補助金の場合は、範囲は都市
景観形成地区と変わらず、歴史的風致
形成建造物以外の建物に対して、修景
基準に基づいて新築・増築・改築をす
る修景事業に対して補助率 50％、上
限 800 万の補助を出しています。こ
れは以前と、範囲と対象とも変りはあ
りません。

歴史的風致形成建造物は「維持向上す

べき歴史的風致：奈良町のコミュニ

ティと町家の暮らし」を体現する建物

　修理事業の対象を説明をしようとす
ると、歴史的風致形成建造物がどうい
うものであるかを押さえておかないと
ならないと思うので、奈良市の「維持
向上すべき歴史的風致」について簡単

伝統的形式を保ち外観に多
少の改造があっても全体と
調和している伝統的な建物

指定建物（候補）

平平成成 年年度度かからら平平成成 年年度度ままででのの修修理理・・修修景景補補助助

外観にかかる改造が認めら
れるものの、伝統的形式へ
の復元が可能な伝統的な建
物

選定建物（候補）
修
理

補助率： ％（上限 万円）

補助率： ％（上限 万円）

修
景

景観形成基準に適合し、か
つ周囲の景観の質を高める
建造物の新築・改築・増築
する事業

それ以外

補助率： ％（上限 万円）
修理・修景
累計 件

修理事業を実施したもののうち、所有者の同意が得られたものを
「都市景観形成建築物等」に指定 件 令和 年 月 日時点

奈奈良良町町都都市市景景観観形形成成地地区区／／奈奈良良町町及及びび奈奈良良公公園園地地区区

近近鉄鉄奈奈良良駅駅

ＪＪＲＲ奈奈良良駅駅

東東大大寺寺

ＪＪＲＲ京京終終駅駅

奈奈良良女女子子
大大学学

春春日日大大社社

旧旧奈奈良良監監獄獄

奈良町及び奈良公園地区（ ）

Nara city
奈良市

Old town(Naramachi)
旧市街地(奈良町)

元元興興寺寺

興興福福寺寺

奈良町都市景観形成地区（ ）
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側に持ってきて、居住空間になる主体
部をその奥に建てて、その間を玄関棟
でつなぐタイプ、「落棟造」は、同じ
く規模を大きくする建て方ですが、敷
地を横に広げ、落棟造を横に建てて一
体として使っていくタイプ、あと、前
に塀を建てる「前塀造」がここにあげ
られています。これらの記載のベース
になっているのが、昭和50年代に行っ

に説明したいと思います。
　歴史的風致維持向上計画では、奈良
の「維持向上すべき歴史的風致」を「古
都奈良の歴史的風土を舞台としてそれ
ぞれの時代や地域においてはぐくみ成
熟させてきた風格と魅力のある歴史的
風致という」と規定し、10 項目をあ
げています。これを見てお気付きにな
ると思いますが、決して奈良町の町
家だけを対象にした制度ではありませ
ん。歴史的風致形成建造物として指定
したり修理したりしている町家や土蔵
は、「奈良町のコミュニティと町家の
暮らし」に含まれますが、町家以外で
も、「社寺名所旧跡への探訪」という
ことで京終駅舎を、「奈良公園」に見
る歴史的風致を維持向上する建物とし
て奈良公園を借景にして和洋折衷で建
てた洋風、まあ外観は洋風のですね建
物を、歴史的風致形成建造物に指定し
ていっています。
　ということで、この修理の補助金は
歴史的風致形成建造物を対象にしてい
るので、町家だけでなく奈良公園の洋
風の建物も対象になります。とはいえ

「奈良町のコミュニティと町家の暮ら
し」というあたりが一番修理の対象に
なっていきやすいので、修理している
建物の 7 〜 8 割ぐらいはこのカテゴ
リーの建物です。

修理の補助対象となる歴史的風致形成

建造物

　では「奈良町のコミュニティと町家
の暮らし」にどんな項目が書かれてい
るかを見ていきます。掲げられている
のは、先ほど中世以来の歴史があると
言った会所と町家です。町家について
は、奈良町の町家の典型的なものを記
載していて、一般型、表造、落棟造、
前塀造の４つのタイプがあげられてい
ます。「一般型」は、前面道路ぞいに
切妻造の平入りの主屋がある典型的な
町家、「表家造」は、規模を大きくし
ていく時に、商売をする店の部分を表

歴歴史史的的風風致致形形成成建建造造物物のの指指定定

指定のための調査、価値付け
・対象建造物
・建築年代
・概要（形状など）
・位置、歴史
・建物特徴
・改修履歴
・活用状況
・価値（関連する歴史的風致）

２）町屋…「一般型」「表屋造」「落棟造」「前塀造」など

維維持持向向上上すすべべきき奈奈良良市市のの歴歴史史的的風風致致

１）会所

奈良町のコミュニティと町家の暮らし

ト
オ
リ
ニ
ワ

床

違
い
棚

箱
階
段

押
入

押
入

一列三室型
奈良町の一般的な町家

維維持持向向上上すすべべきき奈奈良良市市のの歴歴史史的的風風致致

古都奈良の歴史的風土を舞台としてそれぞれの時代や地域に
おいて育み、成熟させてきた風格と魅力のある歴史的風致

自然・神仏を
崇拝する

歴史を尊び
風土を愛でる

豊かな生活を
支える

古
都
奈
良
を
代
表
す
る
祭
礼
・
行
事

地
域
の
祭
礼
・
行
事

民
間
信
仰

社
寺
・
名
所
・
旧
跡
へ
の
探
訪

文
学
・
芸
能
活
動

平
城
宮
跡
の
保
護

奈
良
公
園

奈
良
町
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
町
家
の

暮
ら
し

伝
統
的
な
工
芸
と
産
業

茶
の
文
化

奈良公園

奈良町のコミュニティ
と町家の暮らし

社寺・名所・旧跡への
探訪

た伝建対策調査です。

調査と価値付けをきっちり行う

　歴史的風致形成建造物の指定をして
いこうとする時には、新たに調査を行
うのですが、奈良市ではその調査を
きっちり行なうようにしています。あ
る建物を指定しようとする時、対象の
建物の簡単な概要を書きますが、概要
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が、そういった改修の履歴もきちっと
記録した上で、その建物が歴史的風致
の維持向上に寄与する価値を調べて残
すということを行っています。

進化する歴史的風致形成建造物

　このような調査を行っていくこと
で、昭和の 50 年代に行った調査から、
さらにいろんなことが分かってきてい

ます。分かったことをそのままにしな
いで、歴史的風致維持向上計画に反映
させるということを行っています。平
成 29 年、30 年と毎年改訂作業をお
こない、すでに 6、7 回になりますが、
その改訂のタイミングに、調査でわ
かってきたことを漏れなく反映してい
くという作業を行っています。そうす
ることで、指定の範囲の幅が増えてく
るということもありますし、いろんな
価値をきっちり押さえていくことがで
きるようになります。

4. 修理事業の内容
修理事業は、現状維持修理と復原修理

のふたつ、後者では痕跡にもとづく復

原を原則に

　これから少し修理の事業の内容につ
いて説明していきます。修理の内容は
基本的にふたつです。現状の仕様形状
を変更しない［現状維持修理］、痕跡
に基づいて以前の姿に復原する［復原
修理］。奈良市の補助金の場合は、基
本的には道路に面した外観の部分を修
理する事業に止めていて、建物の内部
などには補助は行っていません。
　このような修理は、平成 29（2017）
年の新奈良町にぎわい構想から行われ
るようになったという説明を先ほどし
ましたが、その新奈良町にぎわい構
想を策定する時に、専門家の意見を聞
きいたところ、今まで景観行政として
やってきた修理について、外観が奈良
町の伝統的な要素でなくなってること
が多いんじゃないかという指摘があり
ました。そこで、歴史的風致形成建造
物として修理をしていくという制度に
切り替わったタイミングで、やはりそ
こも改めていった方がいいだろうとい
うことで、新たな取り組みを開始しま
した。

修理事業の流れ：痕跡調査と文化財課

への意見聴取が加わる

　これが修理事業の流れになります。

事業 歴史的風致形成建造物保存整備事業
＜修理事業＞

対象建物 歴史的風致形成建造物

対象事業 道路に面する外観を修理する事業

補助率
上限

補助対象経費の
（ 万円）

申請者 建物所有者又は建物を借りて事業
をする者

条件

・歴史的風致形成建造物、または、
事業 完了後に奈良市歴史的風致形
成建造物に指定すること

・現状維持修理、または、復原修理

①現状維持修理
現状の仕様・形状を変更しない修理

②復原修理
痕跡に基づき以前の姿に復原する修理

平平成成 年年度度以以降降のの修修理理事事業業

は見たままの形状を記載するもので、
簡単に書けます。
　しかし、それより踏み込んで、その
建物がある場所の歴史だったり、その
建物にどういう人がどのような営みを
行ってきたかという歴史を押さえ、さ
らに建築物としての特徴をきちんと記
録します。営みとして使われてきた町
家は改修されてることが多いのです

修理事業の流れ

①
相
談

②
修
理
内
容
の
確
認
・
調
整

⑤
補
助
金
事
業
へ
の
応
募

⑦
法
定
協
議
会
報
告

⑧
交
付
申
請

⑨
工
事
着
工

前年度 実施年度
（
⑩
工
事
中
痕
跡
確
認
）

⑪
工
事
完
了

⑫
実
績
報
告

（
⑥
詳
細
調
査
）

（
③
痕
跡
調
査
）※

復
原
修
理
の
場
合
の
み

④
意
見
聴
取※

文
化
財
課
（
指
定
機
関
）

平平成成 年年度度以以降降のの修修理理事事業業

社寺…１）会所の項目に追加

貸家（二戸一、長屋、戸建て）…２）町家の項目に追加

維維持持向向上上すすべべきき奈奈良良市市のの歴歴史史的的風風致致

平成 年度 第 次改訂

大正時代から昭和初期の表構え…２）町家の項目に追加
平成 年度 第 次改訂

２）町屋…「一般型」「表屋造」「落棟造」「前塀造」など

１）会所

奈良町のコミュニティと町家の暮らし
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基本的には、修理を実施しようと思っ
ている実施年度の前年度に相談を受
けて、応募していただきます。赤色で
示した項目が平成 29 年以前には行っ
ていなかった項目です。では、どんな
取り組みをしているのかを説明して
いきたいと思います。

修理の具体例

　まず、これは復原修理の場合です
が、痕跡調査をしっかり行うことにし
ています。
　西村邸は大正時代に建てられた建物
です。左側の建物を明治末に購入され
て、大正時代に隣の敷地も購入して、
以降一体的に敷地利用がされてきまし
た。この建物を修理したいと相談を受
けた時に、右側の建物が大幅に改造さ
れているのでこれを復原するという話
になりました。復原なので、まず痕跡
調査をするという流れになります。最
初、古写真を探しました。これは昭和
50 年代の伝建地区の調査をした時に
撮られた写真です。奈良町の全域を通
りごとに撮影した写真ですが、その時
の写真では、もうすでに今と同じ状況
に改造されてしまっており、以前の状
態を知る古写真はありませんでした。
　じゃあどうするかと言うと、一部を
ちょっと解体していただいて痕跡を探
します。このシャッターがある部分の
一本内側の柱が当初の側柱だったとい
うことが分かったのですが、この柱に
は、格子戸が取り付いていた仕口の跡
が残っていました。両側の柱には、そ
の格子の跡と框が入っていた跡が残っ
ていました。この柱の上部の桁には、
一箇所だけ柱が取りついていた痕跡が
残っていました。それが、下の框が
通っていた跡と呼応しており、格子が
通っていた跡が残っているという事か
ら、今の復原された状態を導きだしま
した。
　この建物単独で建っていたものな
ら、玄関がないのがおかしいと思うわ

けですが、敷地が一体利用されていた
ことがわかっていたので、まぁこうい
う風に玄関がない状態でもおかしくな
いと判断しています。
　このように、修理の相談が来て復原
しなければならないという時は、応募
する為の書類を作るまでの間に、痕跡
を確認する作業を行うようにしていま
す。じゃあそれですぐ応募になるのか
というと、応募する前に、計画を文化
財課で確認する作業を間に一個挟んで
います。
　それが意見聴取という段階です。建
物の保存の状態、つまり当初からどう
いう改変が行われているか、提出され
た修理の計画内容についてそれがどう
いう種類の内容になのか、復原復旧す
る箇所はどういう内容になっているの
かを明確に記してもらいます。これら
を含め、修理の内容が文化財的にどう
なのかという所見を示してもらいま
す。これは、お墨付きを得るというだ
けではなくて、修理の内容をもう一度
よく検討し直して欲しいということ
で、場所とか内容も併せて所見に記載
してもらいます。さらに、修理を進め
ていくと痕跡が出てくるのではと思わ
れる場所があるわけですけれど、そう
いった場所について留意事項として、

「こういうところを注意してもらうと
痕跡が出てくるかもしれません」とい
うようなことも合わせて記載しても
らっています。

　明確に書類にすることで、所有者さ
んや工事の業者さんに注意していただ
いて、意識の中に持っておいてもらえ
ることが、このプロセスの利点かなと
思っています。実際、留意事項に書か
れていて、痕跡がでたら確認させても
らいますねっていうのをお伝えしてお
くと、工事中に解体したので見に来て
くださいという連絡をいただいて、痕
跡を確認しに行くっていうことも行っ
ていています。
　たとえば花澤家住宅は、大正時代の
建物ですけれど、外観は大幅に改造さ
れてしまい、当時の状況が残っていま
せんでした。それを復原していく時
に、一部近隣の類例から復原すること
になったのですが、解体した時に出て
きた痕跡を、写真だけでなく記録とし
て残しています。
　歴史的風致形成建造物は、重要文化
財と違って、新しいことが分かったか
らといって、当時の様子に戻しましょ
うということにはなかなかなりませ
ん。緩やかな制度のもとではそこまで
厳しく指導することはむずかしい。基
本的には、もうそのままの計画でいき
ますということにならざるを得ない。
それもあって、写真を撮り、記録を
きちんと残し、保管していくというこ
とを行っています。こうした取り組み
を行っていくことで、かつていただい
た「歴史的に奈良町にない外観だった
んじゃないか」とか、「修理して奈良

１）古写真を探す

③痕跡調査 ※復原修理の場合のみ

西村邸（指定第 号）

大正時代

平平成成 年年度度以以降降のの修修理理事事業業
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町にない外観が増えているんじゃない
か」という意見に対応しています。
　まだこの取り組みをはじめて 5 年
ですので、その成果を実感するところ
まではいかないのですが、これからも
この取り組みを続けていくことで、町
並みがどう変わっていくのか、判断し
ていきたいなと思っています。

5. 修景事業の内容
修景事業では、指定機関による意見聴

取会の開催を追加

　修景事業の方も少しお話しさせてい
ただきます。修景の方は、修理事業と
違って、従来通り都市景観形成地区の
中で行っており、対象も変わりがない
という説明をしましたが、ひとつだけ
大きな変更をしています。それは、指
定機関に意見を聴取するというステッ
プを組み込むようにしたことです。
　補助要綱で、補助金を応募しようと
する事業者は、応募する前に市が指定
する指定機関に意見を求めなければな
らないということを定めました。
　どういうことかと言うと、今までは、
事業者が市に「修景の補助金の事業を
したいです」と相談に来ると、修景基
準に合致しているかどうかを照らし合
わせながら、補助できる事業内容かを
確認し、補助ができる内容ならば応募
していただくというプロセスで、事業
者と市の間だけのやりとりで補助金を
出してきました。
　しかし、平成 29 年以降は、事業者
は応募する前に指定機関に意見を求め
なければならないというように定めて
おり、主に意匠面での意見を出してい
ただいています。指定機関で意見聴取
会を開催してもらい、出た意見を取り
まとめて、事業者にフィードバックし
ます。事業者は、それを踏まえて応募
し、補助していくという流れです。
　現在は、奈良町家塾という団体が指
定機関意見聴取を行っています。奈良
町で活動するまちづくり団体のメン

バーで、特に奈良町の町家に造詣が深
い建築士や大学教授、地域住民で構成
される任意団体です。

修景事業の事例：指定意見聴取会では、

こんな意見が

　どういった意見をいただいているの
か、事例を簡単に説明したいと思いま
す、これは昭和 14 年に貸家として建
てられた建物です。昭和 30 年代以降
何回も改造を繰り返してきました。皆
さんの向かって左が西面、右が北面で、
両面とも増築されていて、当初の状態
はとどめていません。この建物を改修
し修景したいという相談があったわけ
ですが、最初にあがってきたのは、ま
ず奈良町の建物には真壁が多いので一
階も二階も真壁にし、伝統的な格子を
配置した外観で修景する案でした。
　この案件は、なかなか条件が厳しく
て、増築した部分を減築するつもりは

所有者にはなくて、おおむね今の外壁
ラインで修景していきたいということ
です。つまりセットバックができない
ので、庇を設けなければならないとい
うよう修景基準に合致させていくのが
むずかしい。そういった面を含めて意
見聴取をしていただきました。
　さまざまな協議があって最終的に、
２階は塗りこめて真壁にしないでい
い、庇が出がわずかなので軒裏の意匠
を工夫してほしい、窓はあまり大きく
しないで伝統的に見えるようにする、
というような意見になりました。この
建物はまだ出来上がっていないので、
この意見が実際にどのようになるの
か、見守っているところです。

6. まちづくり団体との協働
利活用でもまちづくり団体と協働、そ

の数は 40件におよぶ

　このような取り組みができるのは、

平平成成 年年度度以以降降のの修修景景事事業業

西面
・ 階は塗り込める
・軒裏の意匠を整えるため柱に
腕木を設け出桁を設ける
・庇は木割を細くする
・北西面の柱と建具の間は半間
の壁を設ける
北面
・２階は塗り込める
・勝手口はまぐさを設ける

事事業業
No.4

都都市市景景観観形形成成地地区区建建造造物物保保存存整整備備事事業業

＜＜修修景景事事業業＞＞

対象建物
都市景観形成地区内にある歴史的風

致形成建造物以外の建築物
（新築も含む）

対象事業 道路に面する外観を修景する事業

補助率
(上限)

補助対象経費の50%
（800万円）

申請者
建物所有者又は建物を借りて事業

をする者

条件 ・修景基準を満たすこと

指定機関への意見聴取
補助金を応募しようとする事業者は、応募前に、
市が指定する指定機関に意見を求めなければなら
ない

平平成成 年年度度以以降降のの修修景景事事業業

①
②

③

⑤
④意見聴取会の開催

⑥
⑦

＜指定機関＞奈良町家塾
奈良町で活動するまちづくり団体のメンバーで、
奈良町の町家に造形が深い建築士や大学教授、地
域住民で構成される任意団体
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奈良町では、長年にわたりまちづくり
団体の活動が行われてきたことが大き
いと私自身は思っています。先ほど指
定機関には奈良町で活動するまちづく
り団体のメンバーが入っているという
ことを説明しましたが、もともとこう
いう活動している方たちが奈良町にい
るということで、行政とまちづくり団
体とが協働して取り組みを行っていく
ことができていると思っています。そ
ういった行政とまちづくり団体との協
働の取り組みは、修理修景の事業だけ
でなく、それ以外の分野でも非常に活
発に行われています。
　官民連携の取り組みのひとつとし
て、歴史的な建物を市の施設として整
備活用していくにあたって、運営をま
ちづくり団体が担っていくということ
が行われています。左上は、鍋屋交番
という昔の交番を、まん中は、転害門
の横にある銀行だった建物を、地元の
案内所として地域のまちづくり団体が
運営している例です。右は、奈良町に
ぎわいの家という施設を、これは指定
管理ですが、まちづくり団体が共同で
作った団体で運営しています。そのよ
うな取り組みが、平成 24 年以降行わ
れていて、今では奈良町全体でもう 6
件あります。
　以上が奈良町で取り組まれている事
例です。このように、まちづくり活
動が活発に行われているということ
が、奈良町のもうひとつの特徴だと私
は思っています。そのことを、今度の
第44回全国町並みゼミ奈良大会では、
よく見ていただけるのではないかと
思って、最後に奈良大会の広報をさせ
ていただきたいと思います 。

協働の成果としての全国町並みゼミ

　全国町並みゼミについては、もう
44 回目ということで、過去 43 回い
ろんな全国の歴史的な都市で開かれて
きたわけですが、44 回目の大会は、「町
の資産の活かし方：誰が何をどのよう

に」というテーマで、奈良町を主たる
対象に行われます。実行委員会には、
13 のまちづくり団体が結集していま
す。日時は、11 月 12 日金曜日と 13
日土曜日、奈良の現地とのオンライン
でも参加いただけます。1 日目は、ま
ちづくり、建物、生活文化、担い手と
いった５つの分科会が開かれます。2
日目の全体会は奈良市も共催させてい

ただき、今までの奈良町でのまちづく
りの取り組みや、これからのまちづく
りに町の資産をどのように活かしてい
くのかということを改めて考えるシン
ポジウムを計画しています。

奈良町見知ル

　またですね、この二日間だけではな
く、11 月の 7 日から 14 日まで、奈

詳細は
奈良町見知ル
イベントホームページ
をご覧ください！

第第 回回全全国国町町並並みみゼゼミミ奈奈良良大大会会ののごご案案内内

第 回
全国町並みゼミ
奈良大会
～まちの資産のいかしかた
だれが・なにを・どのように～

日（金）・ 日（土）
日目分科会 ： ～ ：

まちづくり・建築物・生活文化・継続性・担い手
： ～ 交流会

峯山冨美賞贈呈式・各地からの報告など

日目全体会・シンポジウム ： ～
奈良町まちづくりシンポジウム
まちの資産のいかしかた
パネリスト：西村幸夫先生、増井正哉先生
コーディネーター：倉橋みどりさん

奈奈 良良
オオンンラライインン

日（日）～ 日（日） 奈奈 良良 奈良町見知ル
Naramachi Mishiru

月

官官民民連連携携：：奈奈良良町町ののままちちづづくくりり団団体体とと施施設設運運営営

奈奈良良町町ににぎぎわわいいのの家家（（HH2277））奈奈良良市市ききたたままちち鍋鍋屋屋観観光光案案内内所所（（旧旧
鍋鍋屋屋交交番番 ききたたままちち案案内内所所））（（HH2244））

奈奈良良市市ききたたままちち転転害害門門観観光光案案内内所所
（（HH2255））

運営：鍋屋連絡所の保存・活用と“奈
良きたまち”のまちづくりを考える会

運営：転害門旧銀行建物活用協議会
運営：奈良町にぎわいの家管理共同体
（奈良まちづくりセンター・さんが俥座・な
ら・町家研究会）

京京終終駅駅観観光光案案内内所所（（HH3300））
運営：NPO KYOBATE
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良町のちょっといいところを見て知っ
ていただく秋の一週間と題して、「奈
良町見知ル」というイベントを行いま
す。この一週間、奈良に来ていただい
たら、どこかしらで何かをやっている
というイベントです。予約とか一切せ
ずに、その日に入っていただければ特
別な何かを見ることができる特別公開
を 12 スポット、予約が必要なんです
けれども、予約をしていただいたら定
員がちょっと人数少なめになる 11 イ
ベントを、この 8 日間に企画してい
ます。
　この企画自体も、奈良市と実行委員
会の皆さんとの共催の、手作りの企画
です。今回は、今まで一度も公開され
たことがないような場所も特別公開さ
れます。是非チェックして、この期間
に奈良に来ていただいて、併せて全国
町並みゼミにもご参加いただければと
思います。まだまだ、コロナが、全国
的には何とも言えない状況ではあるん
ですけれども、落ち着いたら、11 月
には是非奈良に遊びに来ていただけれ
ばと思います。はい。私からは以上で
す。

［質疑］
成清（総合司会）：田中さんありがと
うございました。初めから終わりまで
おもてなしの心に満ちたとても丁寧な
ご説明でした。では福川先生、ひと言
をいただいてから、質疑応答に入りた
いと思います。よろしくお願いします。
福川：ひと言はないのですが、 どうも
ありがとうございました。実は川越の
荒牧さんと一緒に一台のパソコンを見
ながらお話を伺っていました。荒牧さ
んは川越市でずっと伝建地区の仕事を
されておりましたので、色々お伺いし
たいことががたくさん出てきました。
一緒に質問をするかもしれないのでど
うぞよろしくお願いいたします。
　うかがっていて非常に特徴的だと
思ったのは、修理を通じて保存を計っ

ていくという仕組みがあることです。
もちろん保存するためには修理が必要
なんだけども、あらかじめこの区域で
この建物を保存するということを決め
るだけでなく、修理を契機にして確実
に建物を保存してくという取り組みが
行われている。そういう理解でよろし
いんでしょうか。
田中：はっきりとそういうふうにう
たっているわけではないのですが、歴
史的風致維持向上計画を定めた時に
1250 ヘクタールという広範囲で歴史
的風致形成建造物を指定することに
なって、網羅的に建物をきっちり調査
しきれてるわけではないということが
あり、修理をしながら指定をするとい
う事も行っています。
福川：ここはポイントになるところの
ように思います。まず歴史的風致形成
建造物は網羅的に指定したわけではな
いということですが、件数は何件です
か？
田中：そうですね、件数は 30 件なの
で、まだすごく少ないです。まず計画
には候補物件として記載して、それを
指定していくのですが、奈良市の場合
は、非常にたくさんの物件がある中で、
全部を網羅的に候補物件として掲載し
きってないので、そういった取り組み
になっていますね、はい。 
福川：候補物件は 30 ではなくて、もっ
とあるわけですね。
田中：もう少しありますね。
福川：そうすると、建物の所有者の方
がぜひ修理したいというふうにお申し
出があったときに、さっきのプロセス
で調査し、補助事業として修理すると
それが保存物件になっていく、そうい
うルートも用意されているということ
ですね。
田中：そうですね。修理したいという
だけではなく、指定物件にしてほしい
とか、それと同時に修理もしたいとい
うような形でご提案をいただきます。
網羅的に候補物件をあげているわけで

はないので、当然指定されていないも
ののご相談も多く、相談があると、指
定できる物件なのかどうかを調査をさ
せていただいて、指定できる建物であ
れば補助金のご相談にも乗っていくと
いう形になります。
荒牧：川越の荒牧です。文化財的な修
理をきちんとやられているし、かなり
思い切った補助金を出されているなあ
思いました。ただ、指定されていない
物件を修理し、補助金を出してから指
定する、これは普通は行政がやりづら
いところですね。指定してあるから補
助金を出す理由がでてくる。その辺は、
役所内部ではどういうふうにクリアし
ていったのか、これは行政マンとして
の質問です。
田中：そうですね、その辺が奈良の特
徴で、昭和 63 年から修理修景の事業
をやってきていて、その延長でおこ
なってきているので、指定していなく
ても修理をするというのは、今までと
同じやり方で取り組んでいるという感
覚があるのではないかとは思います。
福川：歴史的な背景ですね。
荒牧；もうひとつ聴きたいのはですね、
歴史的風致維形成建造物として修理さ
れていますが、基本的には歴まち計画
は 10 年ですよね。いっぽう景観条例
は、条例としては長く続きます。歴史
的風致形成建造物と景観条例の指定建
築物と、その辺の融合はどうなってい
るのかなかと。歴まち計画も延長して
続くとは思いますが、基本的には時限
的ですね。その辺の継続性をどう考え
ているのかなと思いまして。
田中：そうですね、景観条例の方は、
今景観計画の見直しなどもしていて、
歴史的風致とはまた別の流れとして進
んでいます。歴史的風致形成建造物と
都市景観形成地区の都市景観形成建築
物との関係については、まだ今そこま
での判断はない状況かなと思います。
荒牧：どうもありがとうございました。
もうひとつ、ここまでは単体の話です
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が、こういうことをやってきた結果、
町全体の雰囲気として、歴史的な町並
みを大事にしていこうという気運は高
まってきているのでしょうか。
田中：それは感じます。一度補助金を
受けた方にアンケートを取らせていた
だいたことがあるのですが、「補助事
業後に地域が変わったように感じます
か」っていう趣旨の質問をしました。
その時に、お寺をゲストハウスに利活
用されてるところで、補助金を使って
外観がきれいになった後に、自治会長
さんが前面の歩道がかなり荒れていた
のが目についたみたいで、自治会が動
いて、市の所管部署に連絡して補修さ
れたという事例がありました。町並み
をきれいにすると、ほかが気になって、
ほかもちゃんとやってもらった方がい
いっていうような意識が芽生えたのか
なと思います。
荒牧：いい波及効果ですね。
福川：ありがとうございました では、
倉敷の中村さん、ここまででご感想や
ご質問はありますか？
中村（倉敷町家トラスト）：羨ましい
なあと思いました。相当広い範囲で町
をどうしていこうかというビジョンが
ありますよね。倉敷市の方もここに参
加されてますけど、伝建地区以外はど
うするのかっていうとこらへんが、全
然違いますね。奈良は都市の歴史も長
いですけども、それにも増して、歴史
と町並みの景観を一体の捉えて行政サ
イドが計画をしてるなーって。行政の
中からそういうことが出てきたのか、
市民活動が盛り上がってこんな計画に
なったのか、このあたりはどうなんで
すか。
田中：歴まちの計画自体は、私は直接
かかわっていませんが、おそらく行政
主導だったと思います。新奈良町にぎ
わい構想は、行政が計画を見直してい
こうとしたものの、具体的な中身をど
うするかという段階では、まちづくり
団体の皆さんにご協力いただいて作り

上げていきました。補助金要綱を改訂
した時も、懇話会を開いていろいろな
意見をいただいて、最終的に今の形で
補助金を運用していく流れになったと
認識しています。
中村：マネジメントがうちの地域より
はできてるなーっていう感じがしてる
んですが、それはもともと奈良の人た
ちの心持ちなのか、その辺はどうなん
すかね。みんなで一緒に話を聞くって
の当たり前なんですか、行政と。
田中：いやーどうですかね。きょう
は、奈良からもおおぜいのまちづくり
団体の方が聞いておられますが、多分

「そんないいことばっかり言うなよお
前」って思っていらっしゃるんじゃな
いかな。おんぶに抱っこなところもあ
りますので。
福川：奈良まちづくりセンターの藤野
さん、今の問答に関して、市民側とし
てどうですか？
藤野（奈良まちづくりセンター）：そ
うですね。昨年町家の調査をしたので
すが、そのことでお話をさせていただ
きたいことがあります。昭和 60 年前
後に奈良市が、奈良町全体を網羅的に
調査をしたわけですが、その後は、何
もやってないことはないんですけど、
部分的な調査しか行われてきませんで
した。行政がデータを持つと、われわ
れには何も出てこない。大学が調査を
すると、これもデータが出てこない。
われわれは、全体が気になっているの
だけど、どうなっているんだというこ
とで、町家研究会の人たちのお世話に
なりながら、奈良町全体の町家を把握
する調査を行いました。
　昭和 60 年には 3,300 軒ほどの町家
がありました。すごい数の町家が残っ
ていたわけですが、今は 1,200 軒ぐ
らいになっていることがわかりまし
た。40 パーセントくらいしか残って
ない。それを、「ぐらい」というのか、

「よく残った」と評価する人もいるし、
「いやこんだけ減ったんだからもっと

ちゃんとやらなくては」という人もい
て、今後の議論が必要です。町並みゼ
ミが終わってちょっと落ち着いた段階
で、まちづくりの団体と奈良市、それ
に大学も入って、研究会のようなもの
を作って、奈良町全体の町家に限って
ですね、共同作業をしていかなければ
ならなと思っているところです。
　ただそういう意味では、今はよい状
態にはなってるのかなと。町並みゼミ
を契機に、NPO 団体間での協働、そ
れと市との協働といった協働のまちづ
くりをやっていきたいなと。ちょっと
模範的な回答になりますけど。
福川：模範回答でしたか？
田中ほか：（笑）
福川：道路問題があったり、伝建地区
にならなかったり。それに対して、積
極的な修理修景の補助事業を組んだ
り、やはり行政もがんばってきたとい
う印象です。
藤野：奈良市としては、奈良町を保存
するという政策が核としてあったの
で、条例の制定も行い、そういう意味
では、行政の力があったからやってこ
れたんだろうと思いますね。それと、
市長はじめ、それなりに奈良町を大事
にしていこうという気持ちがみんなに
あったんだと思います。
　ただですね、苦言というわけではな
いけれど、建て替えに対するデザイン
コントロールがなかなかできていかな
い。ライフスタイルも変わっているか
ら、町家を壊して前に駐車場をつくっ
てプレハブの建物を建てるといった建
て替えが進んでいる。個体を守るとい
う部分はできているんですけど、建て
替えや、あるいは何もないところに建
てるという時に、景観のコントロール
がなかなかできない。それはどこでも
悩んでいるところだと思いますが。伝
建地区じゃないですからね。そういう
ことはありますね。
成清：鈴木先生からチャットで関連す
るご質問いただいています。直接質問
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していただけますか？
鈴木（横浜市立大学）：今まさにお話
しいただいていた点ですが、景観行政
にかかわってると、やっぱり景観法っ
てなかなか難しい。強制力をもって建
て替えのデザインを誘導していくとい
うことができないですね。ですので伝
建地区ではなくて景観地区でいくぞと
いうことになった時に、古い建物がな
くなっていく、あるいは建て替えが起
こった時にデザインを誘導していく、
その辺りの部分というのがすごく難し
いんじゃないのかなと思いながら聞い
ていました。景観条例を中心に運用す
ることのデメリットみたいなことを感
じたことはないですか？
田中：あります、あります、すごくあ
ります。平成 29（2017）年に補助金
制度をガッツリ変えた理由のひとつ
は、今までやってきたやり方では、や
はりうまくいかなかったという部分も
大きいと思います。実際、町家が減っ
てるか減ってないかで言ったら減って
ますし、町を歩いていても、毎年のよ
うに、あそこもなくなっている、ここ
もなくなっているっていうふうに感じ
てしまうので、町家の減少に対しての
歯止めは難しいなと思いますね。
　過去やってきた補助金の制度を悪し
様に言うわけにではないのですが、修
景で、特に意匠面での意見聴取を入れ
たことによる成果は、すごく期待して
いるところではあります。修景基準を
もとに指導する時、意匠面までの指
導ってできないんですよね。基準は
あって、漆喰にしなさい、腰壁をつけ
なさい、色はこうしなさい、というの
は決められるんですけれど、結局それ
ではデザインはカバーできないという
ことを痛感しています。景観行政の修
景基準でどこまでやれるのか、踏み込
んだところまではやりきれないという
のは非常に感じています。
鈴木：それで専門家とのやりとりを入
れるようにされたという理解でよろし

いですか？
田中：そうですね。制度としては強制
力があるわけではないんですけども、
そのステップを挟むことによって、意
識が変わっていくということもあるで
しょうし、逆に私がこの修景の取り組
みで感じているのは、意見を聞く側が
決めきれなくて悩んでるところを指定
機関に確認できて、こっちの方がいい
んじゃないですかって言ってもらえて
ありがたいとか、施主さんに理解して
もらいやすいとか、そういう意見も聞
くので、このステップをひとつこ間に
挟んだことが結構大きな効果になるん
じゃないのかなっていうのは感じてま
す。
鈴木：はい、ありがとうございます。
福川：補助の対象にならない建物につ
いてのデザインのコントロールはどう
ですか？
田中：補助金は私の部署で扱っていま
すが、補助金に関係ないデザインコン
トロールについては、今も都市計画部
局の担当です。都市景観形成地区は、
景観法以前から独自条例でずっとやっ
てきたということが関係しているかも
しれません、今、改正を行おうとして
いるところです。届出件数がホーム
ページに載っていますが、年間 10 件
あるかないかぐらいです。建て替えや
新築の建物が、きっちり全部追い切れ
てるわけではなさそうです。
福川：でも奈良は、前回の京都のよう
に、それほどの開発ブームではないと
思っていいのですかね。
田中：どうですかね。でも京都みたい
な開発は、奈良にはない感じがします。
まあ、一時期、ゲストハウスがすごい
増えたりとか、そういうこともあった
んですけど、特にコロナになってから
は動きがすごく少なくなってます。
福川：あのーすいません、増井先生い
らっしゃいますか？　コメントをいた
だけますか？
増井（奈良女子大学・京都大学名誉教

授）：ありがとうございます。最初に、
中村さんの問いかけがありました。伝
建地区以外の範囲をどうするかという
問題意識があって、それで HUL に関
心を寄せているということでした。そ
の一番最初問いかけと、田中さんの話
とでちょっと違うところがあるように
お感じの方が多いかもしれません。
　実は福川先生が最初に、あらかじめ
ある程度建物を選んでから修理事業を
進めていくというやり方ではないんで
すねみたいな質問をされました。まさ
にその辺がポイントで、実は奈良町は
広い。そのエリアを一律に守っていこ
うとした時に、やっぱりある程度制度
的な枠組みをつくって運用していくと
いうところがすごく大事やと思うんで
す。その場合、田中さんがご説明のよ
うに、とにかく走っていきながら、地
域の合意形成やとかそういうものをつ
くっていこうというのも、やり方とし
てはあるのかなって。それが今日の奈
良の事例紹介のポイントかなと思って
聞いていました。
　で、それでほんまに効果があるのか
というところですけども、中村さんが
もうひとつの問題提起をされていたの
は、周辺の皆さんと伝建地区の皆さん
とでは景観の目標像みたいなものがだ
いぶ違っているという問題でした。景
観の目標像は議論しなくても、もうあ
る枠組みがある美観地区に対して、そ
の周辺地区はどうやっていいかわから
ない。奈良町も、私もお手伝いしなが
ら思っているのは、必ずしも目標像を
共有してるわけではないと思います。
奈良市の中でもそうやし、地域の住民
の団体の皆さんの中でも、それぞれの
グループで微妙に目標像が違うんで
す。
　そういう中で、共通の基盤みたいな
ものを作っていく時に何が役立ってき
たかと言うと、やっぱり具体的な事例
を積み重ねていったとことろがかなり
大きいかなと思う。僕も、歴まちの最
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初の会議の時に、指定と修理と順番が
違うやないかと言ったんですけど、こ
こ何年かの動きを見ていまして、結果
的に、種まきみたいのを広域で行って
いくのはすごく効果があることかなと
は思いました。ただ今のところ、藤野
さんたちの質問にもあったように、そ
れをバックアップしていくような景観
施策上のフォローができていないとい
うのをもすごく感じているところで
す。そのあたりが、今日の議論を聞い
ていて思ったところです。
　もうひとつ、伝建地区と周辺地区の
差みたいな話でフォローしておきます
と、景観形成地区では、一体化した広
い地域を元興寺界隈とかに絞り込んで
やろうとした。ところが、本来の地域
像というのは、ものすごい広い旧奈良
町なんですね。そういうところに、歴
まちでもう一回全体の目をもって一体
的にやっていこうとしたときに、割と
みんな抵抗なく受け入れた。今まで全
然補助がなかったところに急に補助
を出すとか、今まで OK だったところ
に、あまりキツくはないですけど、急
にちょっとこういうの考えてください
みたいなうるさいことを言う範囲が広
がったわけです。そこに意外と抵抗が
なかったのは、やはりもともと非常に
広域的な一体性をもった地域であった
からだ。だから倉敷のように、町場と
周辺の農村という感じではなかったん
ですね、そういうところで奈良町の、
歴史のいいところが生きていると感じ
ました。
　ただ、全体のコントロールができて
いないというのは藤野さんのご指摘の
通りやと思います。だからそういう
ちっちゃな種みたいなものを、できる
だけまとめてバックアップしていくよ
うな景観施策、それを景観の目標像に
収斂していけるような、その中で、田
中さんやっているような事業が先導的
な役割を果たしてもらったらいいなっ
ていうふうに感じました。

福川：どうもありがとうございました。
先生は町並みゼミの時にシンポジウム
に出演なさいます。その前触れをやっ
ていただきました。そうすると、奈良
で行われていることは、やっぱり奈良
方式っていうふうに言えるんでしょう
か？
増井：僕はたくさん見ているわけでな
いですけど、今のような先行的にタネ
撒いているっていうのはね、田中さん、
結構誇らしげに、もっと語っていいと
思いますよ。
田中：そうですか。
福川：さてどうでしょう、成清さん、
質問はきていますか？
成清：質問は来ていませんが、今のお
話聞きながら、中村さん、次の町並み
ゼミ分科会 * に向けても、いろいろ難
しいなあということを感じたと思うん
ですけど、そのあたりをお話しくださ
い。（* 編集注：第一分科会「歴史的
な町並みの保全に向けた制度の在り
方：その課題と展望」）
福川：中村さん、「種まき型の奈良方式」
というのは倉敷でもやってもらいたい
ですね。
中村：それはまちづくり基金がひとつ
ありますけど、浸透していなかったり
するので・・・。頭の中がいっぱいいっ
ぱいの状態になっていますけど、ひと
つは、最近よく言っているのがビジョ
ンのことなんです。福川先生が「彫琢
する」と言っていることですね、町を
磨くということです。特に伝建地区
はひとつの未来の姿だと、最近ずっと
言っています。われわれの未来の姿が、
本当に身近に少しづつ見えている。奈
良でやっている町並みの再生から、モ
ザイクのように未来が見えてくるんだ
というような話し方をしていって、住
民の意識を、古いもの残してるんでは
なく新しいものを磨き込んでいる、ま
さに彫琢をしているんだ、というよう
に広報していくと、今までとは違った
街づくりができるんではないかという

ことをずっと感じています。
　そういう意味で、未来を創るアプ
ロ ー チ が HUL で は な い か、HUL を
FUL（Future Urban Landscape） と呼
び変えて、Beyond HUL としてそうい
う発想を頭の中に入れて、今までと
違った話し方で町を作っていくような
こともやってもいいんじゃないかなあ
というのを、ここんところ感じていま
す。
福川：丹羽さん、前回は京都のお話を
たっぷりうかがったわけですけども、
京都とはだいぶ違う奈良方式を、どう
いうふうにご覧になりましたか？
丹羽（京町家研究会）：どうもありが
とうございました。今日強烈に感じた
のは、昭和50年代にきちんとしたベー
スの調査ができているというのは、と
ても大きいなあということです。その
時の写真が古写真として説明されるっ
て凄いと思いながら聴いてました。京
都では、奈良市の調査とか、あるいは
奈良町でされた町家調査のことを学ん
で、調査してきたわけですが、行政そ
のものが丁寧に一軒ずつ見ていくって
いうようなことはなくて、市民活動で
やった調査がそのまま行政に行って、
データが出てこないみたいなことに
なっている。奈良町の調査の報告会を
この二月にされた時も、強烈に感じた
んですけど、やっぱりそういうデータ
を市民が持っているって凄い重要なこ
とだと思っていて、その一件ずつを、
直す一件ずつじゃなくて、周辺も含め
た建物のあり方をもういっぺん見直す
ために使えないかと思いながら聞いて
いました。
　それから皆さんおっしゃっておられ
るように、建て替えや新築のデザイン
コントロールって本当にどこでも強制
力がないものなんですか。ウチだけな
いわけじゃないのね。京都でも、こう
いうふうにやったらいいものできるん
だし、ちゃんとやっていきましょう
よっていうのを、共有できるようにし
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ようと思っているんですけれども、な
かなかそれは広がらない。やっぱり開
発圧力の方が強すぎるんですかね、ど
うにもうまくいかないところがある。
そこの部分で中村さんがおっしゃった
ように、景観なのか保存なのかとか
じゃなくって、次生きるものをどう
やって作るかっていう形をこれからも
議論していただければいいなと思って
います。
　ほんと途中で悲しくなるぐらい京都
では何もできないと思ったんですけ
ど、皆さんの議論の中でまたやってい
くことをひとつずつ確認できて、とて
もありがたかったです。ありがとうご
ざいました。
福川：まあ、規模の違いがひとつはあ
りましてですね。先ほど奈良町家はか
つては 3,300 軒あったということで
すけど、京都は 40,000 軒と言われて
います。
丹羽：まあ、ちょっと割っている思い
ますが、私の近所でもこのこの一か月
の間に徒歩 3 分圏内で 2 戸、3 戸と
どんどん潰れていきますので。
福川：そういうこともあるけど、京都
の方が 10 倍以上の規模があるから、
これをちゃんと把握するというのは大
変ですね、そういう意味では奈良はコ
ンパクトなので悉皆調査ができてき
た、その利点はしっかりいかされてい
る、と思いました。やっぱり奈良町は
コンパクトなんですよね、町としては
ね。
田中：そうでしょうね、京都を考える
と全然。
福川：と言っても、全国の町並みから
見ると巨大なほうでありまして、そう
いう意味でも、奈良独自のやり方があ
るんだろうと思いました。その「あら
かじめ種をまく奈良方式」を、今日は
学びました。田中さん、どうもありが
とうございました。今後も「奈良方式」
をもっと伝導普及していただければと
思います。最後になにかおっしゃりた

いことはありますか。
田中：そうですね。歴まちをやりだ
して、もう 5 年経って今 6 年目です。
歴まちとしては 10 年という限りがあ
るので、折り返し地点にいます。そろ
そろ、今までやってきたことがどうい
う成果になっていくか、見ていかない
といけない段階ではあります。とはい
え、この取り組みを 10 年で終えてし
まうのではなく、続けていけるように
考えていくことが必要で、長い目で見
た長い取り組みにして、今まいた種
が、少しずつ花開いていくところまで
やっていけるようにしたいと思ってい
ます。私としては、まだやり出したば
かりで、これからだという感じがすご
くしますので。


