竹原市町並み保存地区の形成と現状
清水 恒作
Ⅰ．はじめに

た、万治３年の『竹原市下町屋敷間詰之帳』
に記載されている家の表口の寸法を足して

今回竹原市町並み保存地区で、住民の

いき、現在の住宅区画の長さと比べるとお

方々や店舗で働いている方々への聞き取り

おむね一致している。少なくとも、万治３

調査、竹原市役所への聞き取り調査を行な

年には現在の町並みの基礎が出来あがって

った。この地域を調査するに至った件の一

いたことが分かる。

つは、町並み保存地区の存在である。単に

昭和３５年に塩田が廃止され、竹原は地

古い建造物１つ１つを保存するのではなく、

域に立脚した商業と、住宅地に変容する。

建造物群として町並みを保存しているとい

竹原市は昭和５７年４月に伝統的建造物群

う事に強い関心を持った。もう１点は、保

保存地区（以下、伝建地区）に指定され、

存建造物を店舗や住居として活用している

同年１２月に重要伝統的建造物群保存地区

点である。歴史的建造物を維持・管理する

（以下、重伝建）に指定された。広島県内

だけでなく、活用することについてのメリ

では初、全国では１９番目の重伝建に指定

ットや課題について調査した。

された。

Ⅱ．竹原市町並み保存地区の概要
竹原市は、江戸時代に製塩業や酒造業で
栄えた町であり、その当時栄えていた豪商
の屋敷や寺社が今もなおそのまま保存され
ている。江戸時代初期に竹原湾を干拓して
開いた大新開に、１６５０年赤穂より移入
した入浜式塩田を開発したことにより、そ
の歴史は始まる。竹原の塩は全国に送られ、
廻船業も盛んになり経済発展を遂げた。そ

図１ 出格子と塗込格子

れに携わった人々によって町並みが形成さ
れた。

竹原市の町家の大きな特徴は、一階部分

その面影は江戸時代の地図からも見るこ

に多く見られる出格子である。格子には外

とが出来る。竹原歴史民俗資料館の資料に

からは中が見えにくく、反対に中からは外

よれば、江戸時代の地割を描いた享保３年

が見やすいという特徴があり、道路に面し

の惣絵図に記される道路の長さと現在の道

て建物が建っている町家には欠かせない。

路の長さが一致する事から、道路がこの時

江戸時代の初めの頃は簡素な格子が主流だ

代から全く動いていないことが分かる。ま

ったが、江戸後期になると碇や動物などを
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モチーフにするなど、趣向を凝らしたデザ

住民の方々や保存地区内の店舗で働く方々

インが見られるようになった。

への聞き取り調査を行った。なお、聞き取

２階部分の格子は漆喰などで塗り込めら

り調査は、住民７件、店舗で働いている方

れており塗込格子と呼ばれている。江戸時

８件、計１５件の回答を得た。以下に、質

代は、町人が武士を見下ろすことは許され

問内容とその集計結果を示す。

なかったため、天井を低く抑えた中２階が
多く造られた。

その他
３人

伝建制度は、昭和５０年の文化財保護法
の改正時に創設された。
「伝統的建造物群」
を法的に文化財の一つと定義し、市町村が

結婚
４人

伝建地区を定める。更に、市町村が申し出

生まれ
８人

をし、文部科学大臣が我が国にとって価値
が特に高い地区を重伝建に指定する。
竹原市には重伝建指定に伴い、保存条例

図２ 保存地区に来た理由・きっかけは？

が制定されている。建造物の新築や増改築、

保存地区に居住する理由について尋ねた

移転又は除却、外観の変更や木竹の伐採、

質問には、この場所の生まれだったから、

土地形質の変更を伴うものについては、市

結婚で来た、と言う方が１２人とほとんど

長および教育委員会の許可を受けなければ

だった。その他には、ＮＰＯの紹介、父親

ならない。市は保存地区内の建造物の管理、

の仕事、ネットで古民家を探したという理

修理、修景又は復旧について適当な措置を

由の方が１人ずつであった。

行い、所有者等に対してその経費の一部を
保存交付金として助成する。
６０年
～
５人

市から助成される保存交付金は、管理、
修理、修景、復旧の４つの場合が対象とな
る。対象経費の５分の４以内で、金額の上

４０～
６０年
４人

限も定められている。ただし、伝建地区に
おける現状変更の規制は、建物等の外観で

０～２
０年
２人
２０～
４０年
４人

あって、基本的には内部の規制は行われな
い。その為、建造物の内部改装については、
保存交付金は助成されない。また、保存交

図３ この地区に来て何年になるか？

付金は市が助成するが、重伝建は国が指定

次に居住年数について尋ねた所、一番長

するため、国庫負担となっている。

く住んでいる方で７５年、一番短い方は１
年半だった。保存地区に来た理由が生まれ
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や結婚であることや、後に述べる高齢化を
合わせて考えれば、長く保存地区にいる方

竹原市町並み保存地区の現状について、

が多いのは、自然な結果とも思える。
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図４ 竹原地区重伝建の範囲（枠線内）と聞き取り調査箇所（塗りつぶした箇所）
居住する住居の築年数について問うた所、
１００年以上になる、という答えが１０件
と多かったが、江戸時代からという屋敷は、

１５０
年
以上
２人

聞き取り調査を行なった中では１軒のみだ
った。

１００
年
未満
５人

１００
年
～１５
０年
８人

図５ 屋敷は築何年になるか？
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図６ 保存交付金を受けたかどうか

図７ 町並みの保存・発展の為に個人で取

市から助成される保存交付金を受けたか

り組んでいる事はあるか？

どうかについて尋ねた所、保存交付金を受

町並みの保存・発展のための個人の取り

けた方は４件と少なかった。また、現在申

組みについて尋ねた結果、行なっていない

請している方と、保存交付金の対象となる

と答えた方が８人と最も多かった。また、

区域の外にいる方が１人ずついた。保存交

外観の整備と答えた方々も、町並み保存条

付金を受けた方が少ない理由として、住む

例を守る、家の修景を行なうといった内容

前、生まれる前から屋敷が町並みの景観に

が多く、特別な取り組みをしている方はほ

合っていた為、修景や改築を行う必要がな

とんどいなかった。ただ、市やＮＰＯなど

かったというケースが多かったことが考え

から協力の依頼があれば協力したい、とい

られる。

う意見も多く、町並みの保存や発展に対し

なお、都市計画などで定められている町

て消極的な方は少ない。

並み保存地区の範囲が保存交付金の対象区

あまり わから
やって ない
１人
ない
行事
１人
１人
観光
１人

域となっており、その範囲は歴史民俗資料
館や町並み保存センターの前を走る本町通
り（図４参照）から、自然発生的に広がっ
た小路やアイストップから設定されたもの
である。

手伝い
３人

条例、
補助金
９人

図８ 町並みの保存・発展のための市や行
政の取り組みを知っているか？
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市や行政の取り組みとしては、町並み保

ているＮＰＯ法人「ネットワーク竹原」の

存条例や保存交付金の制度を挙げる人は多

代表、佐渡泰さんから、高齢化が進んでい

かったが、それ以外の取り組みについて知

るとの話があった。平成２２年度の国勢調

っている人は２人と少なかった。

査によると、高齢化率の全国平均が約２
３％であるのに対し、竹原市は約３３％と
高い水準になっている。
高齢化が進むと、自発的な行動力の低下
につながり、負の影響が出てしまう。聞き
取り調査の中でも、市などから依頼があれ
ば協力するという方は多かったが、住民た
ちの間で自主的に取り組みを行なう、とい
う意見は無かった。これも、高齢者が多い
ことと関係する可能性が高い。また、高齢
化が進むと、
「空き家予備軍」の増加につな
がる。空き家の問題点については後に述べ

図９ これから、地区の保存や発展のため

るが、家の所有者が亡くなられた場合に、

にどのようなことが必要だと思うか？

新しい所有者が見つからなければ、その家

地区の保存や発展のために必要な事につ

は空き家になってしまう。

いて尋ねた所、店舗で働いている方々は、

町並み保存にあたっては、行政やＮＰＯ

宣伝との答えが多かった。意見は分かれた

法人だけでなく、住民の方々も「町並み保

が、高齢化や空き家支援など、この保存地

存会」を組織し、活動を行なっている。し

区が抱えている課題も、この回答結果から

かし、町並み保存会も構成員に高齢者が多

見えてくる。また、中には町並みの保存や

く、活発に活動する事が難しい現状がある。

維持のために、これ以上の宣伝などは不要、
今のままで良いと考えている方もいた。

２点目は、空き家の増加である。空き家
が増加することは、地域の活性化に負の影

以上、町並み保存地区で生活している、

響が出てしまうだけでなく、屋敷内部の荒

あるいは働いている方々への聞き取り調査

廃につながる。外観に比べ内部の荒廃は早

結果である。

い速度で進行する。一度空き家になって長
期間利用者不在の状態が続くと、再度屋敷
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を利用するには時間がかかるばかりでなく、
外観と違って保存交付金の対象とはならず、

竹原町並み保存地区が抱える課題を大き

費用もかかってしまう。

く３点に分けてみていきたい。

保存地区内３５１軒のうち、約３５軒は

まず１点目は、
「高齢化とそれに付随する

空き家である（平成２０年）。空き家増加の

問題」である。竹原市の空き家の活用など、

原因とは、すでに述べた高齢者の居住と後

保存地区の維持・活性化のために活動され

継ぎがいないこと、生活環境の不便さ、所
79

有はしていても実際に保存地区内で生活し

多い町にとっては大きなマイナス要素とな

ていない、という３点が考えられる。

っている。

生活環境の不便さについては、後の考察

また、竹原市の町並み保存における不動

でも述べるが、駐車場が近くにないことや、

産権利実態の影響を示した間野・田中（2004）

屋敷の構造、面積などが生活には不向きで

を見ると、町並み保存地区には定住するに

あることが多い。また、空き家の件数は、

は狭い敷地が多い。敷地面積１００㎡未満

電気メーターや外観から判断された数字で

が３３．５％、１５０㎡未満が６０．８％

あるため、この理由で、実質空き家になっ

である。保存地区内の不動産の買い足しの

ている件は更に多いことも十分に考えられ

事例は５件あるが、うち４件が敷地面積１

る。

００㎡未満であるため、敷地の狭さを解消

件の課題としては、観光資源としての活

する為の買い足しであることが考えられる。

用方法である。特に店舗の方々からは、宣

内部の改装だけではなく、敷地の狭さも、

伝やＰＲが足りない、という意見も多く出

新しい買い手が見つからず空き家が増えて

た。また、駐車場、案内板が少ないことや

しまう原因につながっている。

観光客を迎えるという意識が住民に浸透し

広い敷地は相続で不動産権利が継承され

ていない、という意見もあった。

ていくが、狭い敷地は世代間の継承意識が

店舗で働いている方々には、観光客数につ

低いために売買される傾向がある。相続で

いても聞いたが、近年観光客数が減ってい

不動産権利を得た人の方が町並み保存の意

る、という意見がほとんどの店舗からあが

識や定住意向は高く、修理・修景の箇所に

った。

もその傾向が表れている。

Ⅴ－Ⅰ．空き家問題とその理由

Ⅴ－Ⅱ．観光について

竹原市町並み保存地区において、大きな

保存地区内の店舗で働いている方からは

課題となるのは、やはり空き家の増加では

「もっとＰＲしてほしい」という声が多く

ないか。地域の活性化という側面だけでな

あがったが、その一方で住民の方の中には

く、建造物内部の保存にも関わる問題であ

「今のままでいい」
「あまり人がたくさん来

る。

て賑わってしまうと、町並みの雰囲気が失

空き家の増加にはすでに述べたように、

われる」として、過剰なＰＲや観光資源化

様々な原因が考えられるが、改装が必要に

については、否定的な意見も少なくなかっ

なるという点も大きい。武士を見張る為に

た。観光客の増加は、保存地区の活性化や

町家の２階部分は低く造られた為に、生活

発展にもつながるため、歓迎すべき事では

するには大掛かりで困難な改装が必要にな

あるが、この地区が単なる商業地ではなく、

る場合も多い。また、奥に長い造りになっ

歴史的価値の高い町並みであり、かつ居住

ている家の場合は、トイレや水回りが玄関

地区であるという側面も合わせて考えなけ

から最も遠いところにあるため、高齢者が

ればならない。
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伝建制度は、単なる外観規制ではなく、

しかし、その一方でこの地区が抱えてい

修景による地区内の新築を認めている点か

る課題も解決していかなければならない。

らも、地区の凍結保存ではなく、住民生活

空き家についても、現在ＮＰＯ法人「ネッ

の維持を通して、持続可能な保存を目指し

トワーク竹原」が空き家の管理や保存のた

た制度であることが分かる（江面 2006）
。

めに活動しているが、今の時点でも人手が

店舗で働く方々は、積極的なＰＲを希望

足りていない状況である。今後空き家が更

しているように、持続可能な保存を実現す

に増加すれば、空き家の維持・管理が難し

る為には、経済的な安定は不可欠となる。

くなってくる。高齢化による空き家予備軍

貴重な歴史的景観が残されている竹原町並

の増加は空き家の増加に拍車をかける。そ

み保存地区では、観光による経済の活性化

して、空き家の増加が地域の活性化に負の

が期待され、竹原市も観光を主体としたま

影響を与える。このような負の連鎖を止め

ちづくりを目指している。

ない限りは、この地区の発展はおろか維持

ただし、伝建地区は住民の生活の場であ

していくことも難しい。その為に活動して

るため、観光を進める場合は住民の生活を

いるＮＰＯ法人や、行政、町並み保存会の

保障する必要がある。聞き取り調査でも、

活動ではどうしても限界がある。現在活動

住民の中には人で溢れて賑わう事に抵抗の

している組織に加え、住民の方々も協力し

ある方もおり、観光のあり方は住民の意思

て一丸となって課題解決のために取り組ん

を尊重した上で考えなければならない。

でいかなければならない。

また、伝建制度は文化財の活用的な保存
を目的とした制度である。町並みが本来持

謝辞

っている外観の美しさや歴史的価値を生か
して観光を推し進めることが求められる。

今回の調査は多くの方の協力なしには実
現しませんでした。調査を行なうにあたり、

Ⅵ．おわりに

聞き取り調査に対して、真剣に考え協力し
てくださった住民の方々、忙しい中貴重な

町並み保存地区の調査や聞き取り調査を

時間を割いてインタビューに応じて頂いた

していく中で、この地区に住む方々の保存

ＮＰＯ法人「ネットワーク竹原」代表の佐

地区に対する意識の高さを感じた。自主的

渡泰様に、深く感謝を申し上げます。また、

な取り組みは多く見られなかったものの、

メールを通じて何度も質問に答えてくださ

市やＮＰＯなどから依頼があれば協力した

った竹原市役所市民生活部まちづくり推進

い、という意見は多かった。また、聞き取

課文化生涯学習室の広近様、森本様に深く

り調査の最後の質問内容である「町並みの

感謝を申し上げます。ありがとうございま

保存・発展のためにどのようなことが必要

した。

だと思うか？」という問いに対しても、ほ
とんどの方が真剣に考えてくださり、様々
な意見を聞くことが出来た。
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