宿場町平福における水害復興と景観形成に関する研究
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1.はじめに
本研究の対象とする兵庫県佐用郡佐用町平福は、姫
路と鳥取を結ぶ歴史ある宿場町である。近世当初には
利神城の城下町として栄え、それ以降は宿場町・在郷
町へと姿を変えていった。
最も有名な佐用川の川端風景は、石垣の上に建ち並
ぶ白壁、土壁の川屋敷、川座敷、土蔵群など平福なら
ではのものであり、その影を川面に映す景観が非常に
美しい。平副はけっして派手ではないが、素朴で味の
あるまちである。
このような平福を、平成 21 年８月９日、台風 9 号
による豪雨が、床上・床下浸水や佐用川の氾濫等の甚
大な被害をもたらした。この時、兵庫県西部を中心に
過去最大の 60 分間雨量を記録した。
復興の過程において、平福地区は佐用町歴史的環境
保存地区に指定されていた経緯もあるため、歴史的な
景観形成を重視した復興計画が実施されることとなっ
た。
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攻め落とされ、別所の支配は幕を閉じる。
この頃の日本は、群雄割拠の戦国時代に入り、信長
による天下統一がなされようとしていた。信長の命を
うけた秀吉が中国遠征をはじめると、鹿介はその先鋒
として上月城に送り込まれていた。
その後、池田氏による支配がはじまるが、この時整
備された城下町が現在の平福のまちの基礎となった。
また同時に水路についても上水と下水が明確に分けら
れるように計画された。
これは全国でもめずらしく、平福の貴重な文化遺産
である。
寛永 8 年（1631 年）には利神城が廃城となり、平
福は城下町から宿場町へと姿を変え、各地から多くの
商人が集まり、にぎわうようになった。
平福は昭和 58 年に佐用町歴史的環境保存地区に指
定されており、平成 22 年には兵庫県歴史的景観形成
地に指定されている。中でも瓜生原次二家、瓜生原恒
夫男、前川信一家の３件は、景観形成重要建造物に指
定されている。
この地域の町家の外観意は、
「播州系」と呼ばれるも
のと、
「作州系」と呼ばれるものの 2 種類に分けられ
る。これは平福が岡山県との県境に位置するため、２
つの地域の特徴が混在しているのである。播州系の町
家には、虫籠窓、ブッチョウなどが用いられ、作州系
の町家には、なまこ壁や袖卯建が用いられる。
こうして作州系の町家と、先に述べた播州系の町家
が混在し連続性を生み出している点が、平福特有の景
観となっている。

2.研究の目的と方法
本研究では、災害復興時に併行して景観計画を進め
ることができた貴重な事例として、平福を対象に、以
下の２つの事項について明らかにすることを目的とす
る。
① 水害被害の復旧にともなう町家の修景事業
景観復興を構成する各家屋の被害状況と復旧復興へ
の過程を調査し、被災地を対象とした場合の景観形成
支援事業の成果と課題を明らかにする
② 景観形成支援事業の成果と課題
景観復興の基準条件としての景観形成地区指定や景
観形成支援事業、河川復興事業等制度の現状と課題を
明らかにする
方法としては、聞き取りなど現地調査に加え、事業
振興にともない作製された資料等を活用した。

4.台風９号による水害の概要
4.1 台風９号の概要(1)
8 月 9 日に発生した平成 21 年台風９号は、
佐用町を
はじめ日本各地に甚大な被害を及ぼした。佐用町佐用
では 60 分間に 89 ミリ、日降水量は 326.5 ミリを観測
し、町の観測史上最大を記録する豪雨となり、９月 11
日には激甚災害として閣議決定された。
4.2 被害
この大雨を伴った台風により、佐用川が氾濫するこ
ととなる。
このため平福ではほぼ全域において浸水し、
最大浸水深さは約 1.1 メートルとなった。
人的被害については、佐用町全体で死者 18 人、行
方不明者２人の合計 20 人であったが、幸いにも平福
で死者は出ていない。
住家被害 (2) (3)については、全壊 139 棟、大規模半壊
269 棟、半壊 483 棟、床上浸水 157 棟、床下浸水 742

3.平福地区の歴史と概要
平福は古くからの歴史を持つ町であるが、そのはじ
まりは今から約 650 年前の貞和５年（1349 年）
、南北
朝の武将である赤松円心が甥の別所敦範を北の守りと
して平福に使わせたことによる。
別所敦範が砦を築き、殿町に屋敷を構えることで誕
生した平福は、この後 200 年もの間、別所による支配
をうける。
天保６年（1578）になると、戦国大名尼子氏の家臣
で、上月城にいた山中幸盛（鹿介）によって利神城は
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棟の合計 1890 棟となっており、そのうち平福では、
全壊 16 棟、大規模半壊 17 棟、半壊 59 棟、床上浸水
15 棟、床下浸水 34 棟の合計 141 棟となった。(4)
半壊以上の被害がでた住家は半数を超えており、こ
の台風の威力の大きさがうかがえる。

物の高さ、屋根、外壁、建具、外構、またそれらの細
部の色や意匠、さらには自動販売機に至るまで指定さ
れている。
6.景観形成支援事業の成果と課題
6.1 景観形成支援事業の成果の概要
水害被害を受けた 141 件のうち、景観形成支援事業
の支援を受けて修景した物件は 24 件あり、助成額の
合計は 3,858 万円であった。このうち、景観形成重要
建造物等修景助成に適用されたものは表−１の対象物
件のうち 13、14、23、24 であり、助成額の合計は 1,395
万円となった。それ以外は歴史的景観形成建築物修景
助成に適用され、
助成額の合計は 2,463 万円であった。
以下、修景した物件について細かく見ていくことに
する。図−１には、景観形成支援事業による修景物件の
位置を示しており、
表−１には景観形成支援事業による
修景物件ごとの修景に関する詳細方針をまとめた。

5.水害被害にともなう町家の修景事業
5.1 佐用町歴史的環境保存事業
これまでは、前述したように佐用町歴史的環境保存
条例により、
歴史的な町家の改修等に補助金を交付し、
貴重な文化遺産の保存に努めてきた。
支給される補助金の額は、重点保存地区で最高 200
万円、
保存地区で最高100 万円、
といった具合である。
なお、平成 21 年台風第９号災害の被災建築物の改
築および補修工事にも適用されている。
5.2 景観形成支援事業
上記に加え、
（財）兵庫県まちづくり技術センターを
通し兵庫県による景観形成支援事業の支援も受けるこ
とができる。景観形成地区指定に向けた調査自体は、
平成 20 年度から行われていた。
この事業の支援を受けることとなった背景として、
災害後に佐用町のみの対応では不十分だとされたこと
があげられる。このため、兵庫県が支援に乗り出し、
平福の災害復興のテーマとして景観復興をとりあげる
こととなった。
この事業では、通常、歴史的景観形成地区に指定さ
れた区域内の建築物に対して、修景にかかる費用の
1/3（最大 330 万円）を助成したり、修景支援のため
の景観アドバイザーやコンサルタントの派遣、さらに
景観形成の活動に対する助成や点検活動に対する助成
を行っている。
この時点ではまだ歴史的景観形成地区には指定され
ていなかった平福だが、特例措置として歴史的景観形
成地区とみなされ、さらに水害を受けたことによる支
援を受けることができた。
この際、景観形成基準を定め、歴史的景観形成建築
物修景助成と景観アドバイザーの派遣が適用された。
助成率に関して、本来なら 1/3 のところを 1/2 にまで
引き上げられ、助成額に対しても歴史的景観形成建築
物修景助成では最高 500 万円、景観形成重要建造物等
修景助成では最高 1,500 万円まで引き上げられた。
5.3 景観ガイドラインの製作
上記にともなって、兵庫県により景観形成基準が定
められ、景観形成の基本方針が明確に示されることと
なった。
この景観形成基準案では、
平福の景観を守るために、
町の中を景観形成ゾーン（町家景観形成ゾーン、利神
城跡ゾーン、町家周辺ゾーン）と景観通り（町家景観
通り、川端景観通り）に分類し、ゾーンごとにそれぞ
れ細かな基準が設けられている。内容については、建

図−１：景観形成支援事業による修景物件
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表−1：景観形成支援事業による修景物件ごとの修景に関する詳細方針（５）

を用いる。
これを見ると、
平福では瓦の種類は統一されている。
6.4 外壁
外壁の修景を行った物件は 24 件中 21 件である。
（表
−１ 物件 1・2・4~11・13・14・16~24）やはり外
壁は最も水害被害の影響がでる部分のようだ。
外壁の意匠としては、漆喰を塗り、腰板を貼る。腰
板の種類は、
杉を用いるものが最も多く、
物件 11、
19、
20 などがそうである。物件 17、22 のように焼板を用
いるものもある。
物件 16 は、隣に作州系の町家があるため、景観に
配慮して作州系の町家へと修景した。そのためなまこ
壁をつけている。しかし袖卯建まではつけていない。
物件 11 は元々、伝統的な町家の意匠ではなく、コ
ンクリートの外壁にトタンを貼った状態であった。し

6.2 景観形成重要建造物
景観形成重要建造物に指定されている物件 13、14、
23、24 は、修景前は風化と水害被害により、外壁は漆
喰塗りが剥がれて中の小舞がむき出しになっていたり、
瓦の欠落や建具や川側の石垣の痛みなどが見られ、非
常に悪い状態であった。今回の修景により被害を受け
た箇所を元の状態に戻す作業が行われたので、現在は
本来の姿を取り戻している。
6.3 屋根
屋根の修景を行った物件は、24 件中 10 件である。
（表−１ 物件 5・13・14・17~23）特に物件 18 は、
元は茅葺きだったと思われる建物だが、今回の修景事
業により、景観に配慮した町家へと姿を変えた。
景観形成基準にあるように和瓦が用いられており、
その種類は石州瓦と三州瓦が主であり、いぶしたもの
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かし壁に漆喰塗を施すことで印象が大きく変わったり、
さらに木製の格子や下屋庇を設けることで、景観に配
慮した建物へと変化した。
壁は見える面積が大きいため、伝統的な町家とそう
でないものの違いがすぐ見て分かる。よって漆喰塗り
をするだけでも印象が大きく変わる。
6.5 建具
建具の修景を行った物件は、24 件中 12 件である。
（表−１ 物件 8・11・13・14・16~23）
多くが景観形成基準の原則にあるように、木製建具
や格子窓等が使用されている。しかし、物件 18 は格
子窓を用いていない。
6.6 門塀
門塀の修景を行った物件は、24 件中 12 件である。
このうち新設したものは７件となっている。（表−１
物件 2・5・15・19・20・21・22）
ここで新設された門塀の意匠について見ると、入り
口部分には木製の引戸が取付けられている。そして塀
の部分はコンクリートブロックで造り、その上に漆喰
を塗り、和瓦を葺くというのが一般的なスタイルであ
る。さらに、物件５や 19、20 のように板張りを施す
ものや、物件 15 や 22
のように白御影石などで洗出し仕上げをするものもあ
る。物件 20 については、コンクリートブロックでは
なく木製の門塀となっている。
高さについてはあまり統一されていないが、物件５
では 20 では通りに面して駐車場を設けているので、
車が隠れる高さにしている。
この門塀は通りに面して駐車場や庭を設ける場合に、
隣の町家との連続性が失われることを防ぐために新設
されたものだ。
しかし平福の町家はもともと、通りに対して平入り
となっていた地域である。最近では塀のある町家が目
立ってきており、本来の平福の景観と異なるものにな
りつつある。
6.7 石垣
石垣の修景を行った物件は、24 件中５件である。
（表
−１ 物件 13~15・23・24）
主に景観形成重要建造物において補修や補強が行わ
れたが、物件 15 は建物を取り壊したために、川側か
ら見た際の連続性が失われていた。
これを防ぐために、
石垣が設けられた。

できる。
7.2 景観形成支援事業の成果と課題
この事業により、元々伝統的な意匠をしていた町家
は、本来の姿を取り戻すことができた。またそうでな
いものについても、景観に配慮した意匠となった。期
限付きの事業としたことで、一定の事業促進効果が生
じた。
しかしこれらの町家については、虫籠窓やブッチョ
ウといった伝統的な意匠は用いられていない。虫籠窓
は天井の低いツシ二階があるときに用いられ、ブッチ
ョウは商家でなければ使用することはない。やはり現
代人の居住環境には機能面が適さず、昔の意匠をその
まま現代に復元することは難しい。
また、通りに面して駐車場等を設ける場合、連続性
が失われないように塀を設けることを奨励しているが、
逆に塀のある建物が増えてしまっており、本来の平福
の景観とは違ってきている。
確かに、法的な規制を設けることで、より景観は守
られ、住民の意識の向上につながるだろう。しかし、
基準でしばることにより、建物の個性がなくなり、ま
ち全体がテーマパークのような特異な空間となってし
まう可能性もある。
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7.まとめ
以上のことから得た結論は次の２点となる。
7.1 水害被害に伴う町家の修景事業
主な事業としては、佐用町歴史的環境事業、兵庫県
景観形成支援事業の２つがあげられる。また景観ガイ
ドラインも策定され、これに基づき修景が行われた。
この２つの事業から、それぞれ補助を受けることが
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