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画し、交流や理解が進むための実践を試みることにした(2)。
建物の選定にあたり、
まず、
旧宿場付近の外観調査を行い、
比較的古い建物が多く残っているエリアを定めて建物の残
存状況や外観要素等について悉皆調査を行った（期間：平
成 24 年 4 月 23 日~平成 24 年 5 月 30 日の間の計 6 日間、
調査員 1 名）。次に、それに基づき地域の代表的な古民家
を選定し、空き家となっている建物の借用を依頼し、その
建物で大学が行事を開催してその効果の検証を行った。	
 

１.	
 明石市大蔵地区での研究の背景・目的	
 
	
  地域の歴史・文化を活かしたまちづくりを行う上で、そ
の基盤となる歴史的建造物や町並みを整備する手法が多く
採用されている。これらは住民の理解や主体的な関わりが
重要であるため、初期段階においては、まず地域の歴史的
建造物の価値を多くの住民が認識するための仕掛けが必要
となる。この萌芽期におけるマネジメントやリーダーシッ
プは、近年、地域貢献の一環として研究教育機関に期待さ
れている点でもあり、全国で既に様々な試みが行われてい
る。ただ、これまでの歴史的建造物を介した取り組みは、
その多くが建築分野の研究者によるものであったため、本
研究では、地域の歴史・文化に関わる研究を行っている異
分野の研究者が協働して地域の歴史的建造物にて連続的に
イベントを企画し、地域資源の再評価を住民に働きかける
効果について実践を通して検証した。	
 

３．大蔵地区の町並みの現状	
 
	
  大蔵地区は文化元年（1804）の絵図では茅葺きの宿場と
して描かれている。稲爪神社近隣の大蔵八幡町、大蔵町、
大蔵中町、
大蔵天神町の5つの町内で8の町内会を組織し、
共有の自治会館（大蔵会館）を運営している。宿場の本陣
があった一帯で、かつ秋例大祭の主たる舞台でもあること
から、この 5 つの町内（南北 400m、東西 800m。以降「大蔵
２.	
 明石市大蔵地区での研究の方法	
 
地区」。）を調査対象地に定めて景観要素の悉皆調査を実
(1)
	
  神戸学院大学の文化人類学の研究者ら は、JR 明石駅の 施した。その結果を図‐2 に示す。
ある中心市街地から東に約 1km 離れた稲爪神社（大蔵本町） a.構造：伝統木造軸組の建物は全 925 の建物(3)のうち 202
にて 2002 年から 10 年間祭礼調査を行っていた。
その秋例 （22％）で、既に 1/4 以下であることが分かった。また、
大祭は、獅子舞（県の重要無形民俗文化財）、早口流し（市 土蔵は 13 棟残っていた。	
 
の民俗文化財）、牛乗り神事（市の民俗文化財）等の伝統 b.伝統的景観要素：外観調査の際、構造が伝統木造軸組で
芸能の他、旧西国街道を中心に神輿の行列やパレードが行 あっても改修や新建材の被覆が目立った事から、町並み整
われる。稲爪神社は、旧西国街道の大蔵谷宿場の中に位置 備において重要な建物ファサードの伝統的要素について調
し（図‐１）
、戦災で多くが焼失した明石市の中心市街地近 査した。屋根・壁・開口部の 3 つの部位のそれぞれ 8 割以
辺にあって、戦前からの建物が比較的多く残る貴重な地域 上が地図中の表のいずれかに相当する場合に「要素有り」
でもあった。観光資源としてだけでなく、伝統ある町並み とし、1 棟あたりの要素の合計数を調査した。結果、3 要素
、2 要素も 11 棟（1％）しかなかった。また、
への愛着から保全を望む声が聞かれる一方、建替えは急速 は 9 棟（1％）
通りに面して
3 要素・2 要素の建物が 2 棟以上連続してい
に進んでおり、
住民自身による保存活動も限定的であった。
そこで、この旧宿場内の古民家を拠点として、有形・無形 るのは	
 2 カ所しかなく、伝統的な町並みの連続性は既に希
の歴史・文化に親しむ行事を異分野の研究者が企図‐1	
  大蔵 薄であることが分かった。茅葺きの建物は残っていなかっ
た。看板建築は 8 軒（1％）で、西国街道沿いには 3 軒あっ
た。	
 
c.階数と建築形式： 厨子 2 階建の町家は 19 軒(2％)、2 階
建の町家は 39 軒（4%）残っていることが分かった。地区の
南西部には、平屋の連続長屋が 4 カ所まとまって残ってい
た。また、北東部には 2 階建ての連続長屋が 3 カ所まとま
って残っていた。
４．大塩邸での行事の開催	
 
	
  厨子 2 階建の町家が唯一 3 軒連続して残っていたうちの
1 軒である大塩邸(4)を大学で借用できることになり、大塩

地区	
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図‐２	
  町並み調査の結果	
 

邸の 17 畳の続き間で勉強会等の行事を行った（図‐3）
。大
蔵地区の人口は 2,838 人、1,364 世帯で（2013 年 1 月 1 日
現在）、60~75 歳の人口が最も多い。
	
  行事の企画は建築分野の筆者だけでなく、文化人類学、
地理学、海洋物理学、気候学、芸術学の 13 人の各研究者が
行い、建物の管理、拠点としての整備、行事の運営・広報
は筆者が 1 人で担当する体制とした。
実施した全 15 の公開
行事の概要と広報の方法を表‐1 に示す。合計で短期的企
画としてオムニバス形式の定期勉強会や催しを 12 回、
長期
的企画として大塩邸ファサードでの展示を 3 回行った。催
しの形態は、勉強会、展示会、公演と様々であった。筆者
図‐３	
  大塩邸概要

2

表‐１	
  行事の概要・広報の方法・参加者数	
 

	
 

は勉強会を 6 回、ワークショップを 1 回、展示会を 1 回実
施した。特に、大蔵地区の最大のイベントで多くの人が帰
省する秋例大祭にあわせ、第 3 章で行った町並み調査の結
果を示した展示会を行った所、大蔵地区のある明石市の本
庁区を中心に一般で 112 人の来場者があり、これを機に勉
強会の一般参加者が増えるとともに、潜在的な伝統的な町
並みへの関心の高さを知る事ができた（図‐4、表‐2）
。
	
 

った。長期の屋外展示の風雨に耐え得る写真パネルと展示
壁との強固な接着が必要になるが、建物に傷をつけられな
いことから、道路に面した 1 階外壁のすべてを仮設の展示
壁で覆い、そこにパネルを釘止めする計画とした。展示壁
は、
元の建物の開口部にあった格子にくくりつけて固定し、
さらに平面図でコの字になるように妻面に 40cm ほど袖壁
を出して道側への転倒を防ぎ、借用終了時には展示壁を取
り外して建物を復旧できるようにした。展示壁の意匠は、
宿場の名残を留めた明治期当初の外観に近づけて修景を図
ることにし、明石市都市景観形成重要建築物等保全計画に
基づいて、真壁白漆喰塗、腰部分は竪羽目板張とした。ま
た、建物の機能として行事日の待合が必要だったため、シ
ョウギを設置する計画とした。ヒアリングにより大蔵地区
にもショウギや見世の装置が多く見られたことが分かった
が、悉皆調査の結果、現在では 1 カ所も残っていないこと
が分かった。新設した結果、大塩邸の行事日以外での地域
住民の自由な利用が見られた。

図‐４	
  行事の来場者数	
 

	
 
表‐２	
  大学主催行事の来場者居住地	
  数字：(人)	
 

図‐５	
  建物正面の展示パネル設置による修景	
 

	
 
展示会：
「宿場・大蔵谷」の町並み	
  今と昔	
 
2012 年 10 月 6 日（土）14:00〜19:00	
 
2012 年 10 月 7 日（日）12:00〜19:00	
 
参加者：一般 112 名、学生 36 名、教員 5 名	
 
	
  神戸学院大学の文化人類学の教員・学生が毎年フィール
ドワークを行っている 10 月の稲爪神社秋例大祭は、
大蔵地
区の最大の町内イベントでもあり、盆や正月のように大蔵
地区を離れた子ども達が帰省する。そこで、秋例大祭にあ
わせて大蔵地区の歴史や文化に親しむ企画展示を大塩邸で
開催した。大蔵地区の歴史は、近世以の西国街道の宿場だ
った時代、瓦やマッチなどの地場産業が栄えた昭和初期、

	
  実施した行事の一部を以下に示す。	
 
ワークショップ：
「大蔵谷の町家にて伝統的なベンガラ塗装
体験」2012 年 9 月 8 日（土）9：30〜12：00	
  	
 
参加者:一般 13 名、学生 1 名、教員 0 名	
 
	
  大塩邸の正面にて旧西国街道を行き交う人々に向けた写
真展を開催するにあたり、その掲示方法を考える必要があ
3

大蔵市場をはじめ多くの小売店が並んだ戦後、と様々であ
る。そのそれぞれの大蔵地区の過去の町並みと、悉皆調査
に基づいた大蔵地区の現在の町並みについて、主に地図を
用いて比較する展示を実施した。同会場では、文化人類学
の研究チームが作成した過去の秋例大祭の映像資料や、前
年の秋例大祭の写真 360 枚も展示し、大蔵地区の歴史や文
化を多面的に伝える会場構成を計画した。秋例大祭中とい
うこともあり 112 名の一般来場者を迎えた。展示という形
態で、文化人類学の研究チームの成果と建築学の町並み調
査の成果を直接還元でき、研究者も 2 日間会場に詰めて来
場者に解説を行ったことで、地域の方と活発な意見交換を
行うことができた。帰省した子供と共に訪れた親子、会場
にて旧友との再会を懐かしむ人々、新しく引っ越して来た
マンションの住民など、様々な人が立寄る空間となってい
た（写真‐1）
。

し、懐かしい空間での地域住民が主催する勉強会開催の要
望に発展する効果があった。12 月からは、来場した地元住
民の発案により、地域主催の勉強会が大塩邸で開始するに
至った。さらに、地域文化を受け継いだ町家という拠点を
先行して確保するという手法は、研究者と地域とのコミュ
ニケーションの深化をもたらし、まちづくりに向けた連携
が活発化・具体化する効果が見られ、最終的には 9 人の研
究者が地域で行事を企画し、
学生もその一躍を担っていた。
また、17 畳の空間で 25 人程度までの小規模な行事を開催
するため、行事参加者同士で新たな交流が生まれるという
効果が見られた。こうした実践の成果が他の地域でも蓄積
されることが望まれる。建物の稼働率の向上、建物管理・
行事運営の体制づくり、継続性の問題は、今後の課題であ
る。
	
 
６．３編全体のまとめ	
 
	
  大歳家住宅は、保存会やまちづくり協議会の設立など、3
事例の中では最も住民主導の活用がなされている事例と言
えるが、活用にあたっては、資金確保、老朽化対策、地域
での推進体制等の課題があることが分かった。また、旧水
井家住宅は、3 事例の中で唯一市所有の建物で、イベント
に合わせた定期的な公開を来訪者の 70.7%が望んでいるこ
とが分かった。活用の初期段階での行事開催は地域内外で
の認知度の向上につながることも分かったが、その際に地
元住民が遠慮することのないよう、日常的な利用を促す工
夫が必要だと分かった。大塩邸では、大学が借用すること
で全 15 回のイベントを開催し、
初期段階の大学主導の行事
写真‐1	
  展示会の様子	
 
に参加した地元住民の中から次の行事を主催する人が現れ
地域の方との恊働による勉強会：計 3 回	
 
るなど、まちづくりにおける古民家での継続的な行事開催
	
  大学主催の勉強会に参加した地域の方から、大塩邸で地 に一定の有効性が確認できた。ただ、こうした大学等の短
域の歴史についての勉強会を開催したいとの依頼があった。 期的な事業費を利用した場合、
	
 持続的な活動や地域活性化
それまでは大学が行事を主催していたが、地域の方が主催 への進展を早い段階から意識し、運営・資金面において自
する勉強会も行われることになった（表‐2、行事番号
立する方法を初期段階から地元住民と共に考えることが望
11,12,14,15）
。筆者も勉強会の講師の１人として毎回参加 まれる。	
 	
 
した。
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  大塩邸のご当主、 人文学部五十嵐真子教授をはじめとする神戸学院大学
５．まとめ	
 
の教職員の方々、大蔵地区の皆様、明石市都市計画課の皆様には、研究の
	
  悉皆調査の結果、伝統木造軸組の建物は 22％残っている 主旨をご理解頂き大変なご支援・ご協力を賜りました。心より御礼申し上
ものの、通りに面して伝統的な景観要素が 3 要素、2 要素 げます。
の建物が 2 棟以上連続しているのは	
 2 カ所しかなく、外観 注
(1)同大学人文学部寺嶋秀明教授、早木仁成教授、五十嵐真子教授。	
 
上の改修が進んでいることが分かった。しかし、2 階建の (2)これは、明石市を中心として地域研究を行っていた文化人類学の研究者
町家や、平屋の長屋、2 階建の長屋などがまとまって残る らが所属する神戸学院大学地域研究センターの事業の一環として採択され、
地域がある事が分かったため、
蔵などの付属小屋とともに、 センターに所属する人文学部 13 人の研究者の、明石市を中心とした地域研
究の拠点として古民家が採用されることになった。	
 
多様な伝統的建造物による魅力ある街路空間が整備できる
(3)居住や店舗、工場等の用途に供する敷地内の主たる建物の数。付属小屋
可能性がある。	
 
は含まない。マンション、アパート、長屋など、複数の世帯が入居してい
	
  町家の活用は、街道に接した伝統的な配置のため行事日 る建物も 1 として数えた。	
 
は第三者も中に入りやすく、閉館中も街道を行き交う人に (4)3 軒とも明石市の都市景観形成重要建築物の指定を受けている。	
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