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１.	
 ３編全体の背景・目的	
 
	
  平成 20 年に
「地域における歴史的風致の維持及び向上に
関する法律」が施行され、重要文化財を核としてその周辺
地域の歴史的風致の維持向上を計る計画が各地で多数策
定・実施されている。地域内外の人がその場所に対して感
じる魅力や満足度を高める(活性化させる)方策として、基
盤となる歴史的建造物や町並みを整備する意義が着目され
ている。また、「歴史的風致」は歴史的価値の高い建造物
だけでなく、そこで営まれてきた歴史や伝統を反映した
人々の営みや生活が一体となった概念であるのが特徴で、
今後もその維持や保全には、まちづくりの一環として住民
の主体的な参加が一層重要となると考える。そこで本研究
では、歴史的な町並みや建造物を保持する地域(伝統的集
落)において、まちづくりの萌芽期にまず地域の歴史的建造
物の価値を多くの住民が認識し、
連携を生むための方法や、
現状での住民側の需要について検討することにした。今回
は、将来伝統的集落全体の活性化を目指して近年登録有形
文化財制度や都市景観条例で指定を受けた各地の古民家を
取り上げて実践的な調査を行い、その可能性を検討したい
と考えた。
２.	
 ３事例の研究方法
	
  前述の視座から兵庫県にて 3 つの調査対象地域を選定し、
個別に事例研究を行った。
それぞれ加古川市別府町(大歳家
住宅)、
姫路市網干地区(旧水井家住宅)、
明石市大蔵地区(大
塩邸)である(表－1)。	
 
	
  表－１	
  ３事例の概要	
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して住民と意見交換を行った。大塩邸では、大学の事業の
一環として実験的に 9 ヶ月間建物を賃貸し、地域内の交流
を促進するイベントを 15 回開催して古民家活用による効
果の長期的な検証を行った。	
 
３．加古川市別府町での研究の背景・目的
	
  今日、様々な手法を用いて、地域の歴史文化遺産を保存・
活用したまちづくりが全国で行われている。しかし、こう
した動きは加古川市では限定的である。
そこで本研究では、
大歳家という歴史文化遺産を中心として、地域住民との関
わりを通した保存・活用をするため、地域のまちづくり拠
点となる基本的提案を行い、大歳家を中心とした地域活性
化の方法の検討を行うことにした。	
 
４．加古川市別府町での研究の方法
2012 年6 月8 日に新野辺まちづくり協議会のうちの一つ
である、大歳家保存会が発足した。そして、その活動の一
つとして、2012 年 11 月に地域住民を巻き込んだ大歳家清
掃活動が行われた。主にその際に地域住民や保存会会長に
対して、アンケートやヒアリング調査を行い、大歳家の継
承・活用の条件を明らかにした。

５．新野辺,大歳家の概要と大歳家保存活用の主体	
 
５−１.	
 新野辺の概要	
 
新野辺は兵庫県加古川市の南部に属する。山陽電気鉄道
別府駅から西へ約1キロメートルの距離にある。
大歳家周辺
は民家が集まり、比較的狭い道に囲まれている(図－1)。江
戸時代、現在の加古川市別府町の地に別府村、新野辺村、
そして西脇村があった。これら3ヶ村は、明治22年(1889)4
月1日新しい町村制により合併して加古郡別府村となった。
この時に別府村新野辺となり、「新野辺村」の名称はなく
なった。しかし、その後も人々は今までの習慣により、別
府村新野辺を「新野辺村」と呼んでいた。なお、江戸時代、
西脇村は現在の播磨町の古宮組に属してはいたが、生活は
別府村との結びつきが強くなっていた。そのため、明治22
	
  年(1889)、西脇は別府村と合併した。別府村は、昭和3年
	
 
(1928)11月5日、加古郡別府町になり、さらに、昭和26年
	
  大歳家住宅では、個人の研究として所有者へのヒアリン (1951)10月1日、加古川市と合併し現在に至っている。新野
グと、若者へのアンケートを行い、活用計画案の作成と課 辺村の明細帳(寛延3年・1750)によると、新野辺村は、海辺
題の整理を行った。旧水井家住宅では、建物を所有する市 の村で潮風の害、旱害が多かった。そして、潮風が強く、
の主催にて実験的なイベントを開催し、来訪者にアンケー 水の少ない地域であったのでしばしば旱害に見舞われた。
ト調査を行った。さらにまちづくりワークショップを開催 さらに、土地は砂地で地面は痩せていたため、農業に適し
1

た土地ではなかった。こうした事から、新野辺村の人々は
農業収入の安定した集落ではなく、年貢の算出方法は毛見
法(1)が採用さていた1)	
 。	
 
	
  新野辺の人口は加古川市基本台帳によると、平成25年6
月1日の時点で人口5,457名，世帯数は2,293世帯である。10
年前(平成15年6月1日時点)では、5,205名,世帯数は1,980
世帯となっていた。10年前に比べ、人口は約250人増加し、
世帯数は約300世帯増加した。従って、新野辺の人口規模は
拡大しつつあると言える。	
 
	
 

	
  天保 9 年(1838)から明治 4 年(1871)までは新野辺組を束
ねる大庄屋を務めていた。従って、大庄屋としての記録や
古文書等の資料が比較的よい状態で残されており、これら
の資料は地域の歴史や文化の変遷を知る上で貴重な存在と
なっている。その大歳家は現在、国登録文化財に登録され
ている。	
  

５－３．大歳家保存会の動き	
 

大歳家を修復保存および一般公開を目指すため、大歳家
保存会が平成24年(2012)春に設立された。元々存在してい
た祭り保存会、大歳家保存会と共に設立された住吉神社保
存会、そして大歳家保存会を合わせて新野辺まちづくり協
議会が平成24年(2012)6月8日に発足した。	
 
保存会の初めての活動として、同年11月25日に新成人記
念事業として、地域住民を巻き込んだ清掃活動が行われた	
 
(写真－1)。その際に、「ひろかずのブログ」の筆者である
20ｍ
飯沼博一や、大歳家文書についての研究を進めている関西
20m
	
  学院大学の羽田真也からの大歳家と新野辺の歴史にまつわ
	
  図－１	
  大歳家周辺の地図	
 
る話を聞いた。	
 
今後は、敷地内に木花を植える予定である。	
 
５－２．大歳家の概要	
 
	
 
大歳家は天保6年(1835)に建てられ、木造厨子2階建入母
屋本瓦葺,屋敷の広さは約2480m2、建物延べ床面積は約
1090m2あり、南東隅に兄夫婦の新宅があるが敷地は整形で
四方は街路に囲まれている	
 (図―2)	
 。	
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写真－１	
  新成人記念事業	
 

道路

５－４．アンケート・ヒアリング調査の結果	
 	
 

茶室

	
  新成人記念事業時に、大歳家に対する地域住民の意識調
査を行った。アンケート対象は新成人12名で、ヒアリング
対象はまちづくり協議会の6名と大歳家保存会会長の大歳
正明である。	
 
	
  今回の活動について意見を聞いたところ、全員がこの活
動に興味を持っており、「また行いたい」等積極的な意見
が集められた。活用方法について聞いたところ、一番多か
った事項は「おしゃべりしながら集うことが出来る場所」
であり、次に多かったのが「集会所」であった	
 (図－3)	
 。
このことから、地域の人は大歳家がコミュニティーの場に
なることを望んでいることが分かった。しかし一方で、大
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図－２	
  大歳家平面図	
 

2

歳家の存在を知らない新成人が多いことが分かった。これ
は、大歳家を保存・活用していく上で大きな問題と言える
(図－4)。	
 
そして、
大歳家の課題を問う質問に対しては、
資金不足、
老朽化と回答した人がそれぞれ約2割を占めていることが
わかった。その他の回答としては、「市の文化財に対する
関心が薄い」、「大歳家の屋敷の存在意義を明らかにする
歴史研究」といったことが挙げられた	
 (図－5)。今後、大
歳家について地域住民や市に関心をもってもらうためにも
このような地域住民の参加を促す活動をする必要がある。	
 
	
 
	
 

５−５．大歳家保存会会長へのヒアリング調査
a)大歳家保存会の活動について：大歳家保存会は設立以降、
実際的な活動はなかった。今回新成人を受け入れ、大歳家
清掃活動を行ったことが大歳家保存会設立以降初めての本
格的な活動となった。
b)大歳家保存会の今後について：目指すのは、
新野辺の人々
のコミュニティーの場とすることである。それを行うにあ
たり第一にすることは、次の事項である。
・夏季の暑さ対策と、冬季の寒さ対策。
・便所へ下水道管をつなぐ。
・傷みが進行していて、人が乗ると落ちそうなところ等の
危険な場所をなくす。
	
  上記の事項が整えば、次の段階として下記のように活動
を希望している。
・現在、床が落ち、使用不可能なお茶室を改修し、お茶会
に利用したい。
・以前、写経の団体が写経を行っていたことがあるので、
写経をする場として提供したい。
・左官の講習のワークショップを行い、建物の傷んでいる
ところを補修する活動をしたい。
・花壇をつくり、庭を華やかにしたい。
	
 ・大歳家文書の研究を進めている関西学院大学の羽田真也
が過去に 2 回、
近くの公会堂で歴史の勉強会を行っており、
その会場を大歳家としたい。
・イベントを開催する時に展示スペースを設け、大歳家に
しかないもの等を展示する。
c)資金面について：大歳家と市との関わりはほとんどない。
市から補助金を受けるとなれば、現在の大歳家の活用事例
が少ないので、活用事例を増やしてからでないと助成金を
受けることは難しい。その他の資金としては、まちづくり
協議会の会員等からの寄付金(一口 1,000 円から)によるも
のになる予定である。今後、大歳家を地域住民で整備し、
活用事例を増やし、市や地元企業からも助成金を受け取る
ことを目標とする。
このヒアリング調査では、大歳家に一番近い人からの声
が聞くことができ、現実的かつ具体的な意見を受けること
	
 
ができた。

図－３	
  大歳家活用方法	
 

	
  	
 
	
 

図－４	
  大歳家の認知度	
 

	
 
	
 

図－５	
  大歳家の課題	
 

６．研究の成果
①大歳家の詳細・歴史：大歳家は江戸時代、大庄屋を担い
新野辺村をはじめ他11ヵ村と2新田を治めてきた。かつ、
姫路藩主から「勧善之堂」の4字が贈られるなど、大庄屋と
しての功績を残した。また、大庄屋としての記録や古文書
などの資料がほぼ完全な状態で残り、地域の歴史や文化の
変遷を知る上で貴重な文化遺産となっている。そして、当
時の姿を留める江戸から昭和にかけての建造物が残り、大
庄屋としての風格が今なお残り、こちらも貴重な文化財と
なっていることが明らかとなった。	
 	
 
	
 ②大歳家の継続・活用の基礎的提案	
 	
 
a)第１ステップ	
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人脈の確保：活動するにあたり、ある程度の人数がいなけ
れば活動の幅が広げることが出来ない。パンフレット、ポ
スター、ホームページの作成や回覧板への掲載等の、広報
活動を活発に行うことが必要である。
庭の整備：雑草がたくさん生えている状態であり、除草剤
を散布し枯れた草を集めると次は土が露わになり、哀愁を
帯びた状態となった。大歳正明氏は花壇を作り庭を華やか
にし、その活動を地域の人と共に行うことが出来ればと話
していた。そして、花壇をつくったり木の苗を植えたりす
ることは比較的費用がかからず、見た目からも庭の整備を
行った前後で誰でも違いが分かり達成感が得られる可能性
が高くハードルが比較的低いので、庭の整備から始めるこ
とはよいと考えた。	
 
b)第２ステップ	
 	
  	
 
便所の整備：大歳家は、大歳家の敷地近くまでは下水道が
通っている状態だが、大歳家の便所までは配管がきていな
い。新成人特別事業の際、便所はあらかじめ近くの公民館
で済ますことになっていたため、途中で便所に行きたくな
れば、わざわざそこまで戻らなければならなかった。この
状態では、せっかく大歳家が地域拠点になったとしても不
便な状態なので、敬遠されてしまう可能性がある。そのよ
うな状態にならないためにも、最低限の生理現象を処理で
きる環境を整えておく必要がある。そこで、便所も掃除し
て下水道工事を進める必要があると考えた。	
 
損傷個所や程度を把握する：どの建物のどの箇所がどの程
度傷んでいるのかを一つずつ調べ、把握していくことが大
切であると考えられる。そうすることで、部分的な改修作
業をする箇所の優先順位をつけることが出来て、より危険
な箇所から安全な場所にすることが出来る。よって、人が
乗ると危険な場所をなくすことで大歳家は安心して居られ
る場所となることが出来るだろう。	
 
c)第３ステップ	
 －ワークショップの開催－	
  	
 
茶室の修繕：現在、茶室の床は抜け落ちとても使えるよう
な状態ではない。外壁も傷み、ベニヤ板が張られていわゆ
る応急処置を施している状態である。この茶室を何回かに
分けてワークショップを行い、改修していくという計画で
ある。大歳家の中では建物規模自体は最も小さい建物であ
るので、ワークショップが実施され易いのではないかと考
えた。地元である別府小学校、別府西小学校の児童に簡単
な作業を、別府中学校の生徒には多少難しい作業を行える
ようにすると、大歳家のことが少しでも記憶に残るであろ
うし、身体を動かして楽しみながら作業することができて
いい勉強になる。	
 
d)第４ステップ－イベントの開催－	
 	
 
茶会：上記のc項のワークショップを行い、使える状態にな
った茶室で茶会を開催して、地域の人に来ていただく。そ
の時に茶室だけで飲むのではなく、庭に椅子を配置し、茶
室の近くにある縁側で気軽におしゃべりしながらお茶を楽
しむことが出来るようにする。	
 
勉強会：大歳家にはとてもきれいな状態で保管されている、
4

大庄屋としての記録や古文書などの資料が多く残されてい
る。これらを研究している、関西学院大学の羽田真也が今
までは近くの公会堂で歴史の勉強会を行っていたが、それ
を今後は大歳家の中で行うことが出来るようにする。	
 
写経：以前、写経をする団体が大歳家で写経を行っていた
が、最近は大歳家では行っていないので、また以前のよう
に写経の活動を行ってもらう。	
 
その他：掃除をし、風通しも良くすることで大歳家をきれ
いな状態に保つ。掃除は月に1回はする。お茶会、写経等の
イベントは2カ月に1回程度。そのイベントを行わないとき
は、今まで公民館で行っていた町内会の会議等を大歳家に
て行うようにする。	
 
	
  a～dのように、
少しずつできるところから段階を踏んで、
改善しなければならないことを見つけ、大歳家をよりよい
地域拠点にするためにどのようにするのが最善なのかを実
際に活動しながら見つけていくことが大切である。
そして、
活用事例を増やし、自治体から協力を得ることも考慮する
必要がある。
７．まとめ
本研究では、大歳家の現状調査と保存会の活動状況等の
調査、
その活動に伴いアンケート・ヒアリング調査を行い、
大歳家をモデルとして保存・活用の基礎的提案をした。ア
ンケートやヒアリング調査で、資金不足や老朽化、大歳家
の活用推進体制不足等、深刻な課題がたくさんあることが
明らかになった。しかし、大歳家の保存・活用の動きはま
だ始まったばかりであるため、今後も大歳家の保存・活用
について継続した取組みが必要である。	
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注
(1) 毎年稲作の出来具合を見て、税率を決める方法。
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