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1 研究の背景と目的
歴史的資源を活用したまちづくりを国が支援するための法
律として、
「地域における歴史的風致(1)の維持及び向上に関する
法律（通称：歴史まちづくり法。以下、歴まち法）
」が平成 20
年に施行された。法律に基づき、市町村において作成される歴
史的風致維持向上計画（以下、歴まち計画）では、歴史的風致
の維持及び向上を図るための施策を重点的かつ一体的に推進
することが特に必要な土地の区域である重点区域(2)（以下、重
点区域）を定める必要がある。
歴史的風致の維持向上にあっては、線的・面的な広がりを考
慮し、それら環境の一体的な整備が必要となる。これまで面的
な保護については、重要伝統的建造物群保存地区（以下、重伝
建地区）において限定的に進められてきたが、その周辺地域で
の重伝建地区と一体となった歴史的環境や景観の整備などは
必ずしも十分ではなかったため、歴まち法の活用によるそれら
の整備の促進が期待できる。
歴まち法に関する既往研究では林ら(1 が、歴まち計画の類型
化により現状と課題を明らかにした上で、事業支援法である歴
まち法の規制法との連携の必要性を示唆している。阿部ら(2 は、
重点区域の設定に関して、関連計画との連携の観点から重点区
域の設定が想定される区域でも、事業を想定して重点区域を限
定せざるを得なかったり、国指定・選定文化財建造物がなかっ
たり、歴史的建造物が点在しているためまとまりのある区域を
設定できないという点を示している。
このことから本来維持向上すべき歴史的風致の範囲が、重点
区域として適切に設定されていないということが予想される。
しかし、線的・面的な広がりをもつ歴史的風致の範囲と、設
定された重点区域との空間関係を明らかにした研究はなされ
ていない。また、その他の景観形成に関する施策との関係を、
各法令に基づく指定区域との空間的関係からみた研究はみら
れない。
そこで本研究では、重点区域において線的に展開される「巡

行型祭礼(3)」に着目し、歴史的風致の区域と、設定された重点
区域の関係を明らかにした上で、重伝建地区と重点区域との空
間関係とそこでの景観整備の状況を明らかにすることを目的
とする。
2 研究方法
重伝建地区の選定をうけている市町村のうち、歴まち法に基
づく歴まち計画の認定を受けている市町村の計画について巡
行型祭礼の巡行ルートと重伝建地区と重点区域との空間関係
を明らかにしたうえで、景観整備の現地調査を行い、歴史的風
致を取り巻く環境の実態を把握する。
3 調査結果
(1) 対象地の分類
平成26 年3 月時点で重伝建地区のある市町村のうち、歴史ま
ちづくり法に基づく歴まち計画の認定を受けている 19 市町を
対象地とした。林ら(1 の研究に基づき、重伝建地区に対する重
点区域の指定範囲を分類した結果を表1 に示す。重伝建地区に
対し重点区域の範囲が当該市町村の中心エリアを中心に設定
されている中心指定型が最も多くみられた。
(2) 歴まち計画に基づく取組の分類
歴まち計画に基づき重点区域内で行われる事業は多岐にわ
たり、ハード面では文化財などの歴史的建造物の修復や復原、
既存の建築物の修景、道路の美化など、ソフト面では伝統芸
能・工芸の後継者育成支援や、イベントの開催、パンフレット
の作成などが実施されている。対象 19 市町の計 429 事業につ
いて、事業種類の分類を行った結果を図1 に示す。文化財等の
保存修復に関する事業が最も多く、119 件であった。次に道路
舗装の美装化や無電柱化などの道路・交通整備事業が多く、88
件であった。ソフト面に関する事業では、伝統芸能等の伝承や
保存に関する事業が多くみられ、50 件であった。

表1 重点区域の指定範囲の類型
類型
広域指定型

特徴
市町村名
重伝建地区に対し、重点区域の範囲が当該市町村内の
金沢市、恵那市、三好市
広域エリアにわたって設定されているもの。

中心指定型

重伝建地区に対し、重点区域の範囲が当該市町村の中 弘前市、桜川市、川越市、高岡市、高山市、美濃市、郡上市、
心エリアを中心に設定されているもの。
京都市、津和野町、津山市、高梁市、竹原市、萩市、日南市

核周辺部指定型

重伝建地区に対し、重点区域の範囲が重伝建地区の周
東御市
辺部の狭い範囲で設定されているもの。

街道指定型

重伝建地区に対し、重点区域の範囲が街道沿道に設定
亀山市
されているもの。
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表2 対象地におけるルート記載巡行型祭礼

(3) 巡行型祭礼の位置付けに関する分析
対象 19 市町の歴まち計画において、維持向上すべき歴史的
風致として記載されている祭礼のうち、地域を巡行する祭礼で
且つそのルートが記載されている 53 の祭礼を表 2 に示す。巡
行ルートが重点区域内にない 15 祭礼は分析から除外した。
巡行ルート全長に対する重点区域及び重伝建地区の割合を分
析した。それぞれ巡行ルートの長さを図2 に示す。総延長の平
均は約4.1km で、最も長いものは岡山県津山市の津山だんじり
で約 16.6km、最も短いもので島根県津和野町の津和野踊で約
180m であった。
重伝建地区及び重点区域の両方を通過するものは、26 の祭礼
であることがわかった。また、25 の祭礼において巡行ルート全
てを重点区域または重伝建地区に含んでいることがわかった。
一方で総延長が長いものにおいて、巡行ルートの一部が重点区
域外を通過する傾向がみられた。巡行ルートの一部が重点区域
外を通過する13 の祭礼のうち10 の祭礼はルートの5 割以上が
重点区域に含まれていることが分かった。

市町名
祭礼名
青森県弘前市 1ねぷた、2松森町津軽獅子舞、お山参詣*
茨城県桜川市 3祇園祭
埼玉県川越市 4神幸祭
富山県高岡市 5御車山奉曳、6伏木曳山
石川県金沢市 長野県東御市 祇園祭神輿巡行*
岐阜県高山市 7屋台曳行
岐阜県美濃市 8花みこし巡行、ヒンココ祭*、桜曳き*
9岩村町秋祭行事神輿渡御行列、10岩村町秋祭行事
岐阜県恵那市 獅子舞、武並神社例大祭神輿渡御*、明知の祭礼余興
団渡御行列及び太鼓奉納*、御所の前の送り神*
11岸剣神社の大神楽、12日吉神社大神楽、13小野八
岐阜県郡上市
幡神社祭礼 、七日祭神輿*、戸隠神社九頭の祭り*
14関の山車、15神輿巡行、16阿野田かんこ踊り、17川
三重県亀山市
合かんこ踊り
京都府京都市 18祇園祭、19葵祭、20時代祭
21鷺舞、22津和野踊、23花まつり、24乙女峠まつり、25
島根県津和野町
奴行列、日原奴道中*、青原奴道中・網代*
岡山県津山市 26津山だんじり
27松山踊り、28御前神社祭礼、29八幡神社祭礼、30神
岡山県高梁市
輿・渡り拍子巡幸
31住吉祭竹原やっさ踊り、32磯宮八幡神社例大祭蒲団
広島県竹原市 太鼓巡幸、33住吉祭神輿巡幸、高崎明神龍巡幸*、福
田町秋祭り神輿巡幸*、忠海祇園祭神輿巡幸*
山口県萩市
34住吉祭、35天神祭大名行列、お供行列*

(4) 富山県高岡市旧高岡町往来地区における現地調査
重点区域の類型で最も多かった中心指定型である、富山県高
岡市の重点区域「旧高岡町往来地区」
（図3）を対象とし、平成
26 年 1 月 28 日に道路の整備事業の実施状況に関する調査を行
った。高岡市は、認定都市において多く実施されている道路整
備事業を、複数実施していること、さらに巡行型祭礼において
重伝建地区と重点区域の両方を山車が通過すること、総延長が
平均とほぼ同じ約4.1km であることから対象地とした。

徳島県三好市 36飫肥城下町パレード、37弥五郎⼈形⾏程、38神輿・
宮崎県日南市
獅子舞⾏程
*重点区域外の祭礼

図1 実施事業の件数（事業数429）

図2 巡行ルートの総延長と指定区域別構成比
合
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旧高岡町往来地区における道路整備に関する事業内容
を表3 に示す。
重伝建地区および事業実施道路を中心に重点区域内の
一部道路を対象とした。調査対象道路を図4 に示す。調査
道路を直線ごとに重伝建地区 32、重点区域を 25 の計 57
区分に分け、道路の路面状況について目視による現地調査
を実施した。調査項目は歩道の有無、歩道の色、車道の色、
車線数、側溝位置、側
溝部の色、側溝の形状、排水箇所、散水除雪設備形状の
9 項目である。調査結果を図5 に示す。重伝建地区と重点
区域を比較した結果、車道の色に関して、重伝建地区では
カラー舗装などの特異な舗装が 2 割程度行われているの
に対し、重点区域ではほとんど行われていないことがわか
った。高岡市の歴まち計画における道路事業のすべてが重
伝建地区の道路を対象と含むものであることから、整備状
況に差が生まれている。また、側溝の形状については、重
伝建地区では独自にデザインされたグレーチングやスリ
ット側溝のような質の高い側溝が一部において用いられ
ているのに対し、重点区域では鉄板であったり、コンクリ
ート側溝蓋とグレーチングを組み合わせたものであった
りするものが7 割近くを占め、整備の質的な差が生まれ線
的な歴史的風致が展開される重点区域において街路空間
における連続性の損失が考えられる。
図3 旧高岡町往来地区の位置

4 考察・まとめ
重伝建地区を含む重点区域を持つ市町の歴まち計画で
は、重点区域を市町の中心エリアを中心に設定している中
心指定型が多いことがわかった。しかし、巡行型祭礼の巡
行ルートは、一部の市町では重点区域に含まれていなかっ
たり、一部の巡行ルートが含まれていなかったりすること
がわかった。特に巡行ルートの総延長が長く、広域にわた
るものほど巡行ルートの一部が重点区域に含まれておら
ず、本来巡行ルートが一体となった歴史的風致の維持向上
を図る上で重点区域の範囲が不十分であると考えられる。
また、高岡市の事例からは、巡行型祭礼の巡行ルートが
重点区域に含まれていても、歴まち計画に位置付けられた
街路環境の整備事業の実施区域が巡行ルート全域をカバ
ーしていないことがわかった。さらに街路環境の整備が行
われている範囲においても、重伝建地区以外の重点区域で
は街路空間の整備の質に差があることが多いことがわか

図4 調査対象道路の位置

表3 旧高岡往来地区における道路整備事業
① 山町筋道路整備事業
②

片原町本郷一丁目線
道路整備事業

社会資本整備総合交付金（道路事業）
平成23年度 山町筋電線共同溝整備事業と合わせた、道路修景整備
地方特定道路整備事業
社会資本整備総合交付金（道路事業） 平成23年度 1街区分の側溝や舗装の修景整備

③ 坂下町大町線道路整備事業 社会資本整備総合交付金（道路事業） 平成23年度 山町筋電線共同溝整備事業と合わせた、１街区分の側溝や舗装の修景整備
社会資本整備総合交付金
平成25④ 山町・金屋町道路整備事業
カラー舗装や側溝布設替などの修景整備
（街なみ環境整備事業）
27年度

った。
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図5 旧高岡往来地区の道路状況調査
補注
(1)歴史的風致とは、地域におけるその固有の歴史及び伝統 を
反映した人々の活動と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と定義されている。
(2)重点区域は、核となる重要文化財や、重要伝統的建造物群保
存地区（以下重伝建地区）内の土地が含まれなければならな
いとされているなどの条件が定められている。
(3)神輿や山車、人などが町中を巡行する祭礼を指す。
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