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■はじめに 

 この報告は、土居廓中の住民で構成する「ふるさと土佐土居廓中保存会（以下、保存会と記す）」が、

平成２２年度「第６回住まいのまちなみコンクール優秀賞受賞」による新たな取組支援の「維持管理活

動に関する調査費（活動費含む）」を活用した平成２３年度活動内容を記すものである。 

 

 平成２２年度「第６回住まいのまちなみコンクール表彰式」は平成２３年６月２日に東京で開催され、

６月１５日の地元新聞にこのことが記事になり、広く住民に知られることにもなった。 

 保存会では、優秀賞受賞を報告する場を７月２日に持ち、優秀賞になった評価内容、今後期待される

ことを表彰式出席者より聞き、「住まいのまちなみ」に関する活動に着手。平成２３年度の活動期間は、

報告会実施日より提示のあった２月末までの以下の期間とした。 

  ※実施期間：平成２３年 ７月 ２日 ～ 平成２４年 ２月２９日 

 

 今回の受賞は、保存会３７年間の積み重ねと取り組んできたことへの評価であり、それを受けて安芸

城跡大手門石垣横にある「ふるさと宣言碑」をあらためて見ると感慨深いものがある。 

土居廓中の風景が後世に受け継がれていくためにも、３ヶ年の基本方針の検討及び本年度の活動計画

の実践を通し、昔から今に伝わる「武家町」としての思いを今後に示すあらたな一歩としたい。 
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１ 住まいのまちなみ活動計画づくり 

 

①平成２３年度から２５年度までの３ヶ年の活動基本方針（その課題を選んだ理由） 

 ※提案の経緯  

住まいのまちなみコンクールで保存会は、以下のことが評価され受賞となった。 

江戸時代に武家屋敷として地割りされ、当時の道幅や土用竹、生垣を残しつつ現在に続くまち

なみが形成された地区において、地域の方たちが主体となって伝統的文化の街を保存、再生し、

後世に伝えようとしていること。 

また受賞にあたり、以下のことが期待されている。 

我が国の歴史地区には共通した悩み（歴史的遺産を積極的に活用して活性化をはかりたいと望

む一方、観光地化による喧噪の街にしたくないこと。高齢化が進む中で維持管理を継続するこ

とが困難になりつつあること）がつきまとう。保存会ではこの課題を克服するモデルケースに

なり得る。この地区で長年培われてきた地域力を生かし、新たな保存活動に向けて今後もチャ

レンジされることに期待。 

 

【８月５日開催の検討会の内容（出席者 １４名）】 

・ふるさと土佐土居廓中保存会の歴史 

安芸城跡に建立している宣言の碑に書かれている文を最初に読み上げた。保存会発足に至る

経緯や発足当時のこと、発足後の会の活動の記録を年度ごとに整理した資料を作成し、保存会

が取り組んできた活動を振り返る。 

 

発足に至る経緯   昭和４９年３月に「ふるさと土佐」の現地調査があり、同年１１月に

ふるさと地区指定について懇談会が行われ「ふるさと地区保存計画書」

を策定。そこには保存の目的、土居廓中の特色、保存対象や計画などが

記され計画の中に保存会の設置が位置づけられている。 

発足と取り組み   高知県知事が視察に来た翌日の昭和４９年１１月２８日、保存会が結

成された。翌１１月２９日に安芸市と保存会が協定書を取り交わし、同

年１２月１４日に高知県知事より安芸市土居廓中をふるさと地区の指

定があった。昭和５０年４月の会では各戸の生垣の手入れは各人が行い、

押しぶちの取替は保存会が助成することなどが話し合われ、その後、押

しぶちの取替、石垣修理、濠のしゅんせつ、生垣の管理などを行った。 

今に続く活動    平成３年度より安芸城跡周辺の清掃をはじめこのスタイルが現在に

至る。平成６年度には龍野市と意見交換会、平成１８年度には町並み勉

強会を実施した。 

昭和３０年代の土居周辺の地図、昭和６０年頃の安芸城跡のお堀の写真と現在の写真を提示

し、当時を知る人、はじめて見る人が語り合った。お堀は昔からある風景だが、西側に蓮があ

った頃のこと、水がなくなり草が生えていた頃のこと、その後の対策のこと、現在のことなど、

身近な風景の移り変わりを知ることができた。 
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・土居小学校６年生「風景学習」の取組内容（風景を後世に伝える事例として報告） 

安芸市立土居小学校では地域の歴史を学習する年間計画があり、地元の市民団体が協力して

６年生が「風景学習」を７月に室内学習、１１月にフィールドワークを実施している。 

今年で５年目。活動に至る経緯と企画文書、各年度の学習内容資料を提示し報告。児童たち

の感想より、土居の風景や歴史への関心が高まったことを感じる。保存会においても児童たち

が学習する様子を見守り、後世に伝えることに協力をお願いしたい思いを話された。 

 

・安芸市制１０周年記念の映像（昭和３９年制作） 

  １５分に編集（平成２１年３月にＤＶＤに再収録）したものを見る。話で聞いていたことを

当時の映像で実際に見ることができ、懐かしくもあり心穏やかになれるひとときとなった。 

 

・活動計画の検討（話題提供した内容） 

「土居廓中の歴史を大事にしたい」。このことを伝えるものを作成し活用してはいかがか。 

    案①：ガイドブックのようなもので、古くから記録に残る塀や生け垣について記し、昔と今の

まちなみの写真を集めて、歴史を知り伝えていくことに活用。 

案②：いろいろな方たちの意見をうかがっていき勉強していく資料に生かせ、意見を引き出し

て活動の方向性を出していく意見交換の場（ワークショップ）を設ける。 

 

検討会では話題提供した方向で進めることを了解し、後日、検討会の報告を地区の全世帯に提示。 

  
８月５日検討会の様子 

 

【１１月２５日開催の検討会の内容（出席者 ９名）】 

・８月５日検討会の案①、案②の計画案に関したことの協議 

案①は、昭和の頃より当時を知る方、今までに聞いた話、実際にしてきたことの聴き書きを

行い、あわせて記録に残る古い時代の内容、残っている当時の記録やメモより書き起こした内

容を記していけたらと考える。公的機関が保管する廓中の写真を今一度把握するとともに、地

区の全世帯に廓中の昔の風景写真をあらためて呼びかけをし、写真の活用に差し支えなければ

ご協力いただき、昔と今のまちなみの写真を集めていく。 

案②は、年度毎に実践活動の呼びかけをし、実施と検証を積み重ね、土居廓中の歴史を伝え

地区の共有財産としての意識をより高めていくことをねらいとしてはとそれぞれ提示し協議。 

ここで一度フィードバックし、方向性をより明確にした中での活動計画づくりとなる。 

土居小学校６年生の学習に関しては、保存会の協力は地域の方たちとの交流が図られるとと

もに、学習を支える部分がより充実し、継続の可能性もより高まることを提示した。 
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  ※３ヶ年活動基本方針  

コンクールでの評価と期待をふまえ３ヶ年の活動基本方針を検討、提示。 

年度 活動基本方針（案） 
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   これを基本に報告会や検討会での意見を今一度、思い起こして地区全体に寄与できる平成２３年

度活動計画を作成。 

私たちの３７年間の取り組みを今後もつなげ、直面する課題に取り組むためにも、 

他県の武家町にお住まいの方の取り組みを見てみてはどうか。（視察・交流） 

 

※土居廓中と似た規模、特徴のある地区へうかがいたい 

  ・長い歴史を持ち、武家町の形（城山、区割り、石垣や竹垣など）を今に継承していること 
  ・地元の方たちが長年、努力されていること（保存会というような会があること） 
  ・武家町の形が歴史的価値として評価されていること   
  ・観光地のように全国的に地名が知られていない、静かな暮らしをしていること 
  ・安芸から現地へ行くのに、移動の負担がなるだけ少ないこと   等 

 
   ３ヵ年を考えた際、直面する課題に取り組んでみる２年目（平成２４年度）が大事と考える。初

年度の本年度にこれらを持ち合わせている地区をたずね、その地に住み続ける方たちと交流し次年

度の活動に生かせたらと検討。 

候補地（案）：「神代小路（こうじろくうじ）」長崎県雲仙市国見町 

 

 

保存会が３７

年間、培ってき

たことを把握

する 

地区全体で町

並みについて

共有できるも

のを持つ 

町並みを構成

するもの（塀、

生け垣など）の

変遷を知り、今

を把握する 

地区の長い歴

史の中で、暮ら

しの中で住ま

いに関連する

ことを知る 

実践の場や意見交換会を持ち、背景を捉えた上で今後の維持管理活動への可能性を探る 

長年実施して

いる地区活動

の継続 

長年実施して

いる地区活動

の継続 

長年実施して

いる地区活動

の継続 

地区の長い歴史の中で暮らしの

中で住まいに関連すること、町並

みを構成するものの把握、町並み

について共有できるもの等は継

続して地道に行う 

安芸城跡を中心にした地区全体

を視野に入れ、地区全体で培っ

てきたことを基に、今後も継続

したら良いこと、課題があるこ

とを把握する 

実践の場をより多く持ち、地区全体で直面する課題に可能なことより取り組んでみる 

地区の長い歴史の中で暮らしの中で住まいに関連すること、町並みを構

成するものの把握、町並みについて共有できるもの等をまとめて冊子に

し、後世に伝えることや今後の維持管理活動等に活用し、直面する課題

への取り組みを通した実践の場の試みとあわせて、継続できる維持管理

活動となる地域コミュニティ構築を目指す 



平成 23 年度 土居廓中・住まいのまちなみ活動計画 

ふるさと土佐土居廓中保存会 6 

【１月下旬ごろ】視察・交流（視察先（案）：長崎県雲仙市国見町） 

          ↓   

【２月上旬ごろ】実践活動（塀の話、造園職指導の生垣の現地講習）（実施箇所：土居廓中） 

          ↓   

【２月中旬ごろ】意見交換会（視察･交流の報告、実践活動の振り返り、他）（会場：土居公民館） 

 

※平成２３年度活動計画  

 【視察・交流 】 

ねらい 保存会の３７年間の取り組みを今後もつなげ、直面する課題に取り組むためにも、 

他県の武家町にお住まいの方の取り組みを知り今後に生かす。 

視察先 長崎県雲仙市国見町 神代小路 

と き 平成２４年 １月２８日（土） ～ １月３０日（月） ２泊３日（車中１泊） 

日 程 

 

※1/28（土） 早朝  安芸市発（午前 6時 30分まで土居公民館前に集合） 

       夕方  雲仙市着             （ホテル泊） 

※1/29（日） 午前９時～ 神代小路 現地視察、まちなみ保存会交流 

       午後～   島原市武家屋敷見学 他   帰路（車中泊） 

※1/30（月） 早朝  安芸市着（解散）   

【現地講習】 

ねらい 今ある塀や生垣の素材や構造、手入れのポイントなどを知り、今後の手入れに生かし、 

廓中全体の調和と連続性を守り育てていく活動につなげていく。 

講 師 造園職 ２名 

日 時 
平成２４年 ２月 ４日（土） ９：００～１２：００ 

 ※集合場所：安芸城跡のお堀からの入口（大手門）（保存会石碑前あたり） 

内 容 

 

 9:00～（約 30分） 塀の話（資料使用） 

 9:40 ～12:00  生垣の現地講習（今回は竹の生垣で実施） 

  【意見交換会】 

ねらい  視察交流に参加された方より見たこと、感じたこと、現地講習に参加された方より講

習を振り返り今後の活動につながる可能性を発表。その後、意見を出し合う。 

日 時  平成２４年 ２月 １８日（土） １３：３０～１６：００ 

会 場  土居公民館 １階 和室 

内 容 

 

 １） 視察・交流の報告   

２） 現地講習の振り返り 

 ３） 意見交換 

   

聞き書きや写真については、まずは写真について公的な機関が保管するものから順次あたっていき、

その後、各世帯に無理のない範囲で協力の呼びかけを行い、集まった写真を随時整理し「写真リスト

一覧」を作成する。 
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【平成２３年度 収入】 

項  目 内       訳 

活動支援金 平成 22 年度優秀賞 活動支援分 

参加費 視察･交流参加者負担金（参加希望者数 9名程度の概算） 

計  

【平成２３年度 支出】 

項  目 内       訳 

事務用品費 用紙、インク（黒）（ｶﾗｰ）、ファイル、他 

視察･交流費１ 往復交通費､保険料､関連施設入館料を活動支援より支出 

視察･交流費２ 宿泊費、食費等を参加費より支出 

活動費 現地講習使用道具類 

通信運搬費 視察先、関係機関等資料送付 

傷害保険費 ボランティア行事用保険 

報償費 実践活動講師謝金 

委託費 作業及び資料作成、まとめ 

計  

 

 以上のことをまとめた資料を作成し、簡易ファイルに綴じて土居廓中全世帯に配布した。 

    「３ヶ年の方針と本年度活動計画資料」 

    （活動計画提案書、ふるさと土佐土居廓中保存会の歴史、７/２報告会・８/５検討会各報告） 

      ・土居廓中全世帯（５４世帯）各世帯１部 ・安芸市立土居公民館       １部 

      ・住まいのまちなみ事務局     ２部 ・視察先（神代小路まちなみ保存会）１部 

      ・安芸市教育委員会        ２部 
 

このようなことに取り組むにあたり、課題として選んだ理由を以下に記す。 

課題を選んだ理由 

・住まいのまちなみコンクール優秀賞受賞のこのタイミングは、土居廓中の歴史や保存会が

積み重ねてきたことを再認識し、日頃の維持管理に関して現状の把握に取り組む機会にな

ることから、住民への呼びかけと集まる場づくりの新たな一歩になり得る。 

 ・個々が日頃より感じていることをテーマを持った会や活動を通して話せる機会になる。 

 ・土居廓中全体の視点を持ち、調和と連続性の呼びかけができる。 

・まちなみ保存の意識は住民のコミュニティが欠かせないから、地域のコミュニティ発展に

寄与できるものと考える。 

・「土居廓中に昔から今に伝わる大切にしたいもの、残したいもの、誇りたいもの」（保全す

ること）「今の暮らしで使い維持しているもの」（維持する、育てること）「これからの暮ら

しを考えたら必要なもの」（創ること） 

  いつの時代もこれらの調和が大切。その支えあう仕組みを今後、検討していくときにある

と思い、目に見えているもの（風景）を支える、目に見えない見えにくい部分を共有でき

るのではないか。 
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②平成２３年度活動計画 

１）住まいに関することの呼びかけ【土居廓中の風景写真】 

活動の中に、写真で見る土居廓中の移り替わりと題し、昔の廓中の風景写真を見て、当時を知る

人、はじめて見る人が語り合う場を設けて、あわせて今とを比較し意識を高めていき、いろいろな

意見を出し合い引き出す意見交換の場を設ける予定。 

   そのために公的機関が保管する廓中の写真を今一度把握するとともに、住民に風景写真をお持ち

でないか呼びかけをし、その写真の使用に差し支えなければ協力いただき、昔と今のまちなみの写

真を集めていけたらと考える。 

 公的機関が保管する写真を見ており、「写真・撮影した場所・おおよその年代・写真保管者のお

名前・使用したい場合の手続き」等を明記したリストを作成し、保存会保管の基礎データとする。 

   無理のない範囲で協力賜りたい。 

公開して差し支えない写真はパネルにして、公民館や市民の方が集う施設に期間を定めて提示す

るように活用し、意見交換を行うことで、地区全体が共有できるものを持ちあわせ、今後の保存会

の活動に反映していく。 

貸していただきたい写真について 

・撮影年代は問わない。 

  ・写真の撮影エリアは、廓中周辺とする。 

   （東は安芸川、南は土居小、西は農免道路、北は天神坊橋あたりを目安） 

  ・写真はデータ化した後に速やかに返却する。 

  ・公開して差し支えない写真は、今後の活動に活用。 

  ・人物が入っていない風景写真が良いが、写真に人物が入っている場合は、写っている方の

了解を必ずいただいくようお願いする。 

写真の預かりについて 

・平成２４年 ２月１８日（土）に土居公民館で意見交換会を予定。用紙に記入し、切り取

り線で切って、写真と一緒に持ってきていただくよう呼びかけ。 

写真を借用するにあたり、写真使用についてたずねる項目について 

・写真の公開について、公開していいかどうか 

・公開が構わない方には、公開するにあたり手続きなどの希望があればうかがう 

      使用目的、期間などを事前の連絡の有無、 

      公開するとき写真提供者もしくは撮影者の氏名を記入の有無 

      特に手続きの必要はない、他 

   

   土居廓中周辺では、安芸川右岸に県道バイパスの整備が昭和６０年よりはじまり、橋を含む現在

の道路になったのは平成１１年ごろ。土居廓中の風景が「今の風景」になったのは平成１１年ごろ

ではないかと考え、道路整備年度を目安として集まった写真は以下のように整理してみる。 

     ・平成１１年ごろ以前に撮影された写真＝「むかし」編に入れる 

     ・平成１１年ごろ以降に撮影された写真＝「いま」編に入れる 

 

 



平成 23 年度 土居廓中・住まいのまちなみ活動計画 

ふるさと土佐土居廓中保存会 9 

２）町並みについて地区で共有する活動【視察交流】 

  視察先は、候補地だった長崎県雲仙市国見町の神代小路とした。 

神代小路は武家町の区割りが残され、城跡、屋敷、石垣、竹垣、屋敷林、水路がある地区で、住

民がこのまま放っておいたらなくなると危機感を持ち保存会が発足し、努力が実り武家町として平

成１７年度に重要伝統的建造物群保存地区に選定され、翌年には「美しい町並み大賞」にもなって

いる地区である。神代小路ってどんな所か、保存会はどんな取り組みをされているか、取り組んで

どうだったか、今後どのようにされる予定なのか等、うかがってみたいことを事前に送り、有効に

活用する。参加者は意見交換会内で報告を行う。 

うかがいたい内容は以下の通り。視察先ではまとめて話す内容もあるかと思い差し支えない範囲

で構わないのでお聞かせ下さるようお願いする。 

 

①神代小路への思い 

町並み保全維持管理活動につなが

るエネルギーの源になること 

昔から今に伝わる大切にしたいこと（保全） 

伝えたいこと、今の暮らしで維持していること（育成） 

これからの暮らしを考えると創ること（創造） 

 

②神代小路まちなみ保存会（貴保存会

と記します）発足について 

発足の背景 

脈々と続く歴史の中にあるものから引き出したこと 

貴保存会の構成する方たち 

 

③貴保存会の取り組みについて 

維持管理活動（年間の回数、内容、

年齢層、など） 

発足時の取り組みとよかったこと 

現在の取り組みとよかったこと 

今後の計画で取り組みたいこと 

 

④地区のコミュニケーションについ   

 て 

普段からのこと、定期的なこと 

集まる場づくりで工夫されていること 

地区のお祭 

 

⑤重要伝統的建造物群保存地区（重伝

建と記します）の選定について 

重伝建になる前の町並みへの思いと活動 

重伝建をめざす頃の町並みへの思いと活動 

重伝建になった後の町並みへの思いと活動 

 

⑥重伝建での選定評価とそれを維持保

全する内容について 

評価に基づく保存計画づくり 

維持保存の方針 

計画と維持管理活動と暮らし 

 

⑦うまく機能していること、発展させたいこと 

 

⑧歴史と文化、自然で神代小路を 

訪れることについて 

 

地域の子どもたちの学習 

生涯学習 

観光 
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⑨連携について お住まいの方たちの維持管理の支えあい 

周辺との連携（維持管理活動、学習、観光、など） 

行政とのかかわり 

観光ガイド組織の有無と貴保存会とのかかわり 

 

⑩目指したいところ 

 

※視察・交流 要旨  

・と き：平成２４年 １月２９日（日）午前９時 ～ 午後１時 

・ところ：長崎県雲仙市国見町 神代小路 まちなみ交流館 

・出席者：神代小路まちなみ保存会 ４名、ふるさと土佐土居廓中保存会 ８名 

 

■①ふるさとへの思い ②会の発足 ～よく似たもの同士が持つ思いの共感～  

（神代小路まちなみ保存会より主な話の内容） 

・ここは神代村と言っていた。平成１１年 9月に長崎新聞が県内で次世代に残そう長崎百景につい

て住民応募を行い、それぞれのふるさと自慢が集まった。その歴史部門で 3位になった。 

・他の方より此処は良いところと聞くようになり保存会を作ろうとした。保存会を作ろうとなって

も皆がよくわからない。会は７名で発足。ここの保存会は地区の世帯のほぼ全員。隣の地区の方

もいる。 

・現在の駐車場に紡績工場があってそこが売却となり、後がどういったものになるか、その署名が

1,500 人集まり、それが一つになり、そして重要伝統的建造物群のことがあるかどうかといいう

動きになっていった。 

・ここは観光地でも何でもないところ。このような町が世の中の注目になるとは思ってもいなかっ

たこと。このままではボロボロになっていくと思っていた。 

・何故したか。気づきです。自分のところを見て気づき始めた。 

・失敗もしている。説明が足らないところもある。 

・紆余曲折もあるだろうが廓中保存会はキャリアがある。おたくとウチは良く似ている。歴史的背

景が良く似ている。土居廓中は土佐の中でも少し離れた場所。ここも島原半島でここだけ佐賀藩。 

・守るような形があり計画された社会的目的を持ったつくり。神代氏があり島津藩について神代氏

は亡くなると九州征伐の国分けになり佐賀の用地とした。神代の人は言葉は佐賀弁で周囲と違う。 

・神代の世帯（６０世帯）のうち半分は入ってきた人。考え方が違うところもある。１００年たっ

ている建築物は１３。広さは９．８ヘクタール。 

 

⇒土居廓中の世帯数は５４世帯。広さは９．４ヘクタール。歴史的背景、世帯数、本当に良く似て

いる。保存会からも、保存会についてやふるさと土佐、伝建についての状況等を話す。 

 

■③神代保存会の取組  

  ・活動内容一覧や「会報まちなみ」の資料を提示いただいた。 
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■④コミュニケーション、⑤重伝建の選定、⑥重伝建の維持保存、⑦うまく機能していること 

～目指すのは「意識の伝承」「人を呼び戻す活動」～  

（神代小路まちなみ保存会より主な話の内容） 

・伝統を失わない手法として、ハード面では伝建は有効と思う。代々受け継いでいるが住みもしな

い家は何軒も修理できない。今住んでいる人は、ソフト面として、全体の制約や危機感はある。

伝建では外観は良くなるが、家の中とあわせて保存しないと本当の保存はできない。古い家の中

は寒いし不便。 

・今に続く景観を自分のものと受け取れる人はなかなかいない。なりにくい。どこでも問題は同じ。

それを恐れていては保存できない。ここに人を住まわしていく。定住のために保存会をしている。

共通認識はなかなかいかない。実際にそういった認識を持つのは数名だけ。なんで明治村を作る

のか、なんで江戸村を作るのかと言われる。活性化と話すがなかなか理解されない。 

・以前に歴史文化の専門家の講演を聴き、ここにそういったものが残っていることを誇りに思う。

古びて無くなったら何も無い。その価値を認識した。 

・価値を残す。それは本物であること。保存への意識付けは公民組織の地域住民のコミュニティの

発展がないとできない。それは保存会があろうがなかろうが、ソフト面で保存会というものがす

るものではないだろう。 

・生垣の管理は個人個人が行っている。個人ができなければそこの家主さんが雇って刈っている。

ちょうど今は正月明けだから整っているが 6月、7月は伸びる。 

・竹の生垣を伝統的な生垣として指定。年 6 回刈る中で２回は奨励金が出る。伝建になる前は各個

人で刈っていた。放っているところは今は無い。話をうかがう中で、ここもやがて廓中みたいな

ことになりそう。ここもこのままでいけないと感じる。鹿児島県知覧町では一斉にする方法を導

入している。出水市は表側のみ。景観要素は最も目につく。統一して年 2 回するとか景観条例を

模索中。一斉でやると次はウチもしてくれとなる。手を差し上げすぎると依存する。自分もこの

景観に関わっているんだということ。ゆかりのある人がいるうちは良い。人の住まない町はない。

呼び戻すことも考える。生垣のコンクールもしてみたい。 

・ここの取組でいいこととしては、今ここに居なくてもゆかりの人はおり、その方がどこにお住ま

いか私たちは分かっている。その方たちと連絡をとっている。今の時代で失くしてしまうのは恥

という意識がある。ただ、今の代では良いが次の世代ではわからない。 

 

⇒生垣を刈るのは個人というのは廓中も同じ。廓中も初夏はよく伸びる。提示の資料に会報があり、

これはいつから発行しているかたずねる。 

 

（神代小路まちなみ保存会より主な話の内容） 

・会報は発足当時より発行。地区の人、ゆかりの人にふるさとの情報発信でお送りしている。ゆか

りの人には Uターンの手法としての思いもある。１０号までは年 6回発行していたが今は年 2回。 

・伝建では良いことばかり言っていた。支援と制約がある。手続きは済んでいるが住民は全てわか

らない。やっているうちにわかってくる。良いことばかりの話だから意見が後から出てくる。だ 

が伝建は全国どこでもできるものではない。国も価値のあるところに選定するもの。 
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・武家町に人を呼び戻すのは難しい。今の暮らしに合うようにしないといけないが内部を改造しに

くい。中々合致しない。直してどう活用するか。長い目でみないといけない。正月に帰って来た

ときに、まちなみ交流館で会う場（帰ってこらした会）を設けている。気の長い話。 

 

⇒意識の伝承が大事かと問う。即座に「そう」と話された。 

 

■④コミュニケーション、⑧訪れる、⑨連携、～これからつなげていくこと～  

（神代小路まちなみ保存会より主な話の内容） 

・ヒカンザクラ（緋寒桜）を植えた。鍋島邸のシンボルでその苗木４０本を地区内に植樹。情報発

信の一つと考える。武家町の保存会は戦いという人もいる。 

・活性化してどうするのか、何のエネルギーのためにするのか、楽しかったで終わっていいのか等、

会の中でも意見もある中でのこと。それでもいいと思いながらでもいる。 

・住民同士で意見交換の場が少ない。武家町は出来にくいか。誰かが言えばついていく。また突出

すれば足を引っ張る。役員の中に若い人たちがいて少しずつ来るが、場の設定などに費用も伴う。 

地区と保存会では目的が違うから、ねじれもある。伝建をはじめ国土交通省、長崎県でまちなみ

関係が入っているといろいろと制約がある。 

・廓中保存会は継続性がある。キャリアがある。地区の会が保存会と同じことは、良いことと重た

いことがあるでしょう。毎年役が変わる方針とのこと。意識の違いもあるが継続性が個人に担保

されている。ここにはない良いこと。廓中保存会の今のスタイルで、古い良いものが今後も維持

できるのであれば、制約の無い中で、お行きになる方がベターと思う。古い町で伝建に入ってい

ない地域もある。そこは自らの、言わばファンドを持つ。町は伝建で変わるし良くなる。武家町

を良くしていくのですれば伝建が良い。ただ個人が大変。何でするのか。どこに幸せを感じるか。

その価値観があわないといけない。 

・観光地について思うこともある。ある映画監督が来たことがあり「感幸」と話されていた。この

方は感性の方だと感じた。ここは三々五々、車で来てブラブラ歩くのが良いと思う。ここは観光

団体はいらない。来る人は拒まないが呼ばない。訪ねて来る人は温かく迎える、それは浸透して

いる。門前町などではビジネスにつながるから、今住んでいる人たちも統一した目的を持ちでき

るが武家町はそうはいかない。周辺からいくと雲仙、小浜のワンクッションとして神代小路を観

光に入れたい意向と思う。 

・子どもは増えた。最近になって家を建てたところがある。伝建になると現状維持なので家を建て

るのも大変。鍋島邸が重要文化財になり神代小路は国が価値を認める存在となった。歴史文化の

専門家に感謝している。 

 

⇒視察先では地区の会と保存会とが違う構成で目的が違うので努力されていること、その方たちよ

り土居廓中は地区の住民がそのまま保存会を構成していることが良いといった主旨の話をうか

がい、土居廓中の保存会発足の先人たちの取り組んだ方向性は、他県の武家町の方から見たら、

保存会ならではの財産になっていることを知った。このことは今後の大きな励みとなると感じた。 
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⇒武家町を観光に入れたいのは安芸市も同じと感じる。 

（平成１８年３月安芸市総合計画には、土居廓中は歴史文化財ではなく観光で掲載となっている） 

 

■⑩目指したいこと～放っていたらどうなっていたか、後世に残す伝える生かせる制度とチャンス～ 

（神代小路まちなみ保存会より主な話の内容） 

・伝建になると災害があったときに優先される。悪くはない制度。町の形態によるものと思う。こ

こも徐々にできているものもある。もしなかったらと思う。伝建に入ってから三分の一が公共用

地になった。前は全て民有地だった。これはその用地が伝統に準じたことができることになる。

国土交通省の事業がある。（「まちかん」と呼ぶ）個人は伝建で行い、公共のことは「まちかん」

制度を使っている。 

・外側を保存して中は何でもありではどうかとも感じる。武家町では保存する家と住まう家は別に

した方が良いという考えを個人的には持っている。ただ地区内でも考えはいろいろあり、このよ

うな考えを持つ人はそういないのも現実。 

・カレンダー、ビデオなどを Uターンで帰った人に配った。映像は数ヶ月かけ素人で作成。この映

像が「まちなみ大賞」受賞となった。 

【その映像を皆で見る】 

幅の広い通りは昔から広い道だった。かつては馬ぞろえをしたのだろうか。神代小路の伝建は最

後のチャンスだった。ギリギリでそれより遅かったら駄目だったと思う。 

 

【この後、神代小路まちなみ保存会の案内で地区を巡る】 
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■神代小路まちなみ保存会よりの資料 

※まちなみ保存会及び雲仙市による主な神代小路の事業展開 

年度 主な内容 

平成 12年度 神代小路まちなみ保存会 設立 

地域内の閉鎖された企業跡地の町有化運動 

長崎百景入選記念事業の手づくり史跡案内掲示板の設置 

今昔比較古写真展及び町並保存の文化的重要性の学術講演会 

来訪者を対象とする町並みガイドの実施（～平成 22年度） 

平成 13年度 地区内の電柱等の移設及び街灯の設置 

鶴亀城跡本丸の古井戸の修復整備 

町並み保存思想高揚のための視察（～平成 21年度） 

 杵築市、出水市、萩市、八女市、甘木市、丹波篠山市、近江八幡市、 

 鹿島市、嬉野市、平戸大島、湯平、等 

平成 14年度 神代鍋島邸のシンボルである緋寒桜の苗木（実生）約 40本を地域を緋寒桜

の郷にするために地区内に植樹する（14年度及び平成 16年度） 

町から大学等に委託の伝統的建造物群対策調査の支援活動（～平成 15年度） 

長崎県地域文化大賞 

平成 15年度 関東方面への地域出身者との故郷へ Uターンについて、現地懇談会 

広報まちなみ発行（平成 15年度～22年度、年５～4回）現在２１号 

還れ故郷へ！コール事業ターン促進の情報発信・ふるさとカレンダー等 

平成 16年４月 雲仙市国見町伝統的建造物群保存地区保存条例公布 

平成 16年度 地区内生垣剪定推進・剪定ボランティア（～平成 22年度） 

重伝建地区内生垣剪定推進市委託業務 

地区内の池泉式庭園・疎水（水路）の大学による水系調査報告会 

神代小路地区内の子供スケッチ大会 

長崎県町づくり景観遺産【景資第１－６号】 

帰ってこらした会の実施（～毎年度） 

地区内の池泉式庭園、疎水（水路）の土砂除去作業（トラック２３台） 

平成 17年度 重要伝統的建造物群保存地区への取組及び将来展望講演会の開催 

文化財保護法の重要伝統的建造物群保存地区に選定 

国見町閉庁に伴う功労団体表賞 

重要伝統的建造物修理・修景指導（～平成 23年度） 

（伝建制度適用件数８件、まちなみ景観制度適用８件） 

重伝建シンポジウムの開催 

平成 18年度 国土交通省美しい町並み大賞（都市景観大賞）受賞 

平成 19年度 島原半島地域文化賞 受賞 

定住化促進 Uターン事業【故郷大使派遣事業】 

国際ボランティア（ナイス）交流会町並み清掃（～毎年度） 
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年度 主な内容 

平成 19年度 緋寒桜の郷まつり（郷土芸能大会、お茶会、灯篭まつり、俳句大会） 

（～毎年度） 

旧神代中学校校舎修理、修復（～平成 21年度） 

平成 20年度 江戸ツバキ展 

活動拠点まちなみ保存会事務所及びまちなみ交流館の開設 

神代小路美しい観光のための町づくり整備計画懇談会（平成 20年度から） 

平成 21年度 環境美化（毎月第 2日曜日）小路地区内ゴミ拾い（～平成 22年度） 

重伝建地区内小路中央防火水槽の整備（規模 100トン） 

平成 22年度 鍋島邸の修復、修景みのつる川護岸工事（～平成 24年度） 

みのつる川のコンクリート護岸を自然石の石垣改築工事（～平成 24年度） 

神代小路まちなみ交流館庭園補修 

国指定重要文化財神代鍋島邸住宅（鍋島邸）の３ヶ年計画による１５０年ぶ

りの修復。長屋門・お北（隠居棟等）解体修理・修復。お座・お蔵等の修理、

修復。（平成２５年７月完工） 

 

※「会報まちなみ」第２１号（平成２３年１０月１０日発行） 

    掲載内容：平成２３年度神代小路まちなみ保存会定期総会 

         平成２２年度緋寒桜の郷まつりについて 

         神代小路の今と昔のあれこれ！ 

          －はじめに神代小路の名称－ 

          －神代小路重要伝統的建造物群の保存物件のあらまし－ 

          －神代小路の現状－ 

          －子供の頃の終戦前後の神代小路－ 

          －神代小路らしさと家並み－ 

          －「赤手蟹」の思い出― 

          －次世代に向かってー 

         事務局だより 

         伝建関係街づくりミニ情報 

         国際ワークキャンプ IN KUNIMI（神代小路で外国の大学生と交流の輪） 

         平成２４年帰ってこらした会 ご案内 
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【出発前作成の視察・交流日程表】 

１月２８日（土） １月２９日（日） １月３０日（月） 

～6:30 土居公民館前集合 

6:40 出発 

 7:30 南国 IC 

（高知自動車道） 

    （松山自動車道） 

    （途中トイレ休憩） 

 9:50 大洲 IC 

11:50 三崎港発 

    （フェリー（昼食）） 

12:40 佐賀関港着 

13:00 宮河内 IC 

    （大分自動車道） 

    （長崎自動車道） 

    （途中トイレ休憩） 

16:20 諫早 IC 

16:50 ホテル着 

 

    夕食時に打合せ 

 

【ホテル泊】 
政府登録日本観光旅館  

雲仙スカイホテル 
〒854-0621  

雲仙市小浜町雲仙 323-1 TEL 

0957-73-3345 
 

 8:00～8:25 ホテル発 

 

9:00～ 

神代小路まちなみ保存会 

交流及び現地視察 

 

12:30～ 

  島原市武家屋敷見学、他 

  （島原市内で昼食） 

15:10～ 

  普賢岳災害記念館見学、他 

  （途中休憩含む） 

18:35 諫早 IC 

    （長崎自動車道） 

19:10 

川登 SA（各自夕食） 

19:40 川澄 SA発 

    （九州自動車道） 

    （途中トイレ休憩） 

    （関門橋） 

21:40 

  下関 SA（休憩） 

22:00 下関 SA発 

    （中国自動車道） 

    （山陽自動車道） 

    （途中トイレ休憩） 

【車中泊】 

   （山陽自動車道） 

   （瀬戸大橋） 

   （高松自動車道） 

   （途中トイレ休憩） 

   （高知自動車道） 

4:10 南国 IC 

5:00 土居公民館着 

    （解散） 

 

１月２９日の視察交流はもっと話していたいぐらい話していたので予定より１時間過ぎた。 

その後の日程はそのまま１時間ずれる形となり、到着は１月３０日の午前６時となる。 

 

【費用について】 

移動にかかる費用（貸切自動車、船舶）、保険料などを本活動支援で対応。宿泊費用、食事

料などは各自負担（参加費）でお願いし振り分けた。 
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３）町並みを構成するものの把握【現地講習】 

今ある塀や生垣の素材や構造、手入れのポイントを知り、今後の手入れに生かし、廓中全体の

調和と連続性を守り育てていく活動につなげていくことをねらいとする。今回は竹の生垣で実施。 

生け垣の手入れで現在では刈り込み鋏、電動バリカンを使って刈っており、刈り込み鋏、電動

バリカンの使う時のポイントの他に、鋏とバリカンの併用した使い方もあわせて実践する。 

今後も地区全体で直面する課題に可能なことから取り組めるように実践の場を持ち、維持管理

活動の展開を考えていく。 

そのためにも保存会自ら使用できる道具を持ち合わせることにより、住民参加で呼びかける維

持管理活動実践に対応できるようにしたいと判断し、本活動費を活用して準備することにした。 

【使用道具】 

    ・刈り込みハサミ （刃の長さ １９ｃｍ）２本 

    ・刈り込みハサミ （刃の長さ １３ｃｍ）２本 

   ・電動生垣バリカン（刈込幅  ３５ｃｍ）１台 

   ・電動生垣バリカン（刈込幅  ４０ｃｍ）１台（刈り取った枝葉を集める装備付きタイプ） 

    （電動生垣バリカンの作業時に使う保護メガネ、皮手袋（Lサイズ、Mサイズ）を各装備） 

   ・その他 

竹ぼうき３本、手ぼうき３本、てみ４個、運搬車（収納も兼ねる）１台、潤滑油１個 

 

準備した電動バリカンはコード式。バッテリー式のコードレスもあり今回の準備でも検討した

が使用時間や充電時間、予備バッテリーなどコード式と比較し、保存会の活動に沿うものとして

コード式を選択した。使用の際は電源確保となる。今回は発電機を準備。 

 

※現地講習   

・と き：平成２４年 ２月 ４日（土）午前９時 ～ １１時 

・ところ：土居廓中 

・出席者：１４名 （この日は他に住まいのまちなみ事務局と関係者計５名が現地見学） 

 

■塀の話  

実践に先立ち、今ある塀の話として資料を提示する計画でいた。土居廓中の一般公開している屋

敷内には瓦を使った練塀があり、他の場所でも見られる。平成５年３月に「廓中ふるさと館」が完

成し、敷地の東側に瓦の練塀が設置されており、周辺にある瓦の練塀では新しいものであり、図面

を借用したいと関係機関に相談していた。 

この塀はどのような構造なのか、古くからある作り方を継続しているのであればどういったこと

なのか、使用した瓦や工事にかかった期間、外からは見えない工夫など知ることができると思った

が、図面が現在では見当たらないとのことで、当日は資料を提示することができなかった。このた

め別の要件で瓦の練塀がある家の方に聞く機会があったときにうかがった話をした。 

今後、実践の場を持つにあたり、資料を引き続き探し、左官の職人に講師に来ていただくなどし

ていきたい。 
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■生垣を眺めながら歩いて移動  

   保存会が建立した石碑をあらためて見た後、廓中を巡るコースを歩き、道路沿いや道から見える

生垣を眺めながら実施場所に移動した。 

 

■刈り込みの実践  

   実施場所は事前に了解をいただいた場所を予定していたが、より実践の場に向いた場所があると

意見があり、その家の方に相談し了解をいただき、そこで実施することになった。 

講師は造園職の方。今回、準備した道具の個々の説明をし、刈りこみ鋏と電動バリカンの基本的

な使い方を実際に刈りながら参加者が実践していく。実践の主な内容を以下に記す。 

 

※刈り込み鋏について 

 ・片方の手を動かさず片方の手を動かすと切れる。 

 ・生け垣の上を横に刈る時は、目線に刈る高さを持ってくる。高い時は脚立を使う。そうすると

仕上がりが違ってくる。 

 ・側面から先に刈るか、上を先に刈るかは、幅の広さで判断している。幅の広い生け垣の場合は、

上を先に刈っている。厚みのない生け垣の場合は、先に側面より刈ると上を刈る時に作業の邪

魔にならない。 

 ・側面は上から下に向けて刈っている。立ち位置は横に立ち面を見ながら刈る。正面に立ってす

ると面が確認しづらい状況になる。 

 

  ※電動バリカンについて 

   ・下から上に向けて刃を斜めにあてながら刈っていく。テクニックというより慣れと思う。 

   ・コード式はコードを切らないようにコードを確認しながらの作業となる。 

  

  ※刈り込み鋏と電動バリカンの併用、共通することについて 

   ・電動バリカン使用の方は、鋏を使ってきたが負担を感じるようになってバリカンを使われる方

が多いと思うので鋏も所有と思う。先に電動バリカンで刈って、仕上げに鋏で刈ると良いと思

う。手入れの際は鋏でもバリカンでも、手ぼうきで刈った所を掃うとより仕上がりが良い。 

   ・道具について大事なのは使った後のこと。鋏もバリカンも刃の部分に潤滑油をつけておくこと。 

   

  ※参加者が実践してみてのコメント 

   ・刈り込み鋏を両手で刈っていたので片手で動かすことを初めて知った。なるほどと思った。手

ぼうきも店で買ってきて使ってみる。 

   ・鋏もバリカンも指導に沿ってやってみるが、やはり講師の方の仕上げは違う。 

 

  ※指導側からのコメント 

   ・今まで自分がやってきた刈り方がその人に合っていることもある。より合った刈り方に参考に

なればと思う。多少の切り損ねは考えずにしたら良い。 
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  ※実践して気づいたこと 

   ・コード式なので発電機を準備したが、２機同時に使用したら発電機が使用不可になってしまい、

その後も使えなかったので急きょ近隣の家に電源を借用して行った。次回より電動バリカンを

２機使用するときは注意する。 

 

  
   ■了解をいただいた生け垣で実践指導（鋏）  ■電動バリカンの実践指導 

 

  
   ■電動バリカンの実践指導          ■参加者が鋏、バリカンの実践 

 

■横位置より面を見ながら刈る  
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４）今後の維持管理活動の可能性を探る活動【意見交換会】 

１月２９日の長崎県雲仙市神代小路視察交流の報告や２月４日の生垣手入れの現地講習を振

り返り、今後の活動の可能性につながるいろいろな意見を出し合っていく。会に先立ち、記念植

樹を行うことにした。 

 

※意見交換会   

・と き：平成２４年 ２月１８日（土）午後１時３０分 ～ ４時 

・ところ：安芸市立土居公民館 １階 和室 

・出席者：１４名  

 

■記念植樹について ～緋寒桜（ひかんざくら）～  

「神代小路まちなみ保存会」より、土居廓中と神代小路は歴史的な背景、規模といい、よく似た

特徴を持つ武家町であることから、保存会同士の交流として、国指定重要文化材の鍋島邸前庭ある

緋寒桜の実生の苗木をいただいた。 

緋寒桜の成長に互いが暮らす町を思い、花が咲くようになれば、その花を楽しむと同時に、まち

なみ保存の励みになる。その思いを重ねたり、共有したりすることができるようにしたく、保存会

だけでなく広く地域の方たちに観覧していただけるよう、関係各位の了解を得て、土居公民館南側

に植樹。植える苗木は２年生。本数は１本。高さは４５ｃｍほどなので、花が咲くのはまだ先にな

るが、出席者一人一人が苗木に土をかけ成長を願った。植栽後も保存会で木の成長を見守っていく。 

 

   
神代小路まちなみ保存会 ふるさと土佐土居廓中保存会 交流記念植樹 

 

■１）視察・交流の報告  

地図を使って雲仙市の場所と安芸市よりの往復のコース 

を地図上で追いながら提示。 

 資料には以下のことを記して出席者に配布した。 

  ・視察先にうかがいたいことの項目一覧 

  ・視察先より提示のあった活動内容一覧 

  ・土居廓中と神代小路の主な通りの形 
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   参加者よりの報告の要旨を以下に記す。（７名より報告） 

（視察先との話の経過を報告）まちなみの制約が多い中、大事にしないといけない意識を持っ

ている。活動の成果や反省はこうだったと聞き、日々努力していることを感じた。 

行ってみると現地はまちなみが良くなっていることがわかる。 

 地元の人よりの意見を聞いて、どういった制約がかかるのか説明が大事と感じた。 

 保存会の組織が母体から違っていた。廓中は地区会と保存会が同じだが、神代小路は保存し

たい人が入っていた。地区外の人もいた。吉良川も有志の人が入っている会。神代小路へ行っ

て廓中は全世帯が入っていることを評価された。廓中全世帯でしている保存会が大事というこ

とを認識した。皆でしていること保存会が大事。全世帯が入っていることが強み。 

 保存活動は戦いであるということが印象に残った。 

 行った価値があった。町のつくりが似ていることもそう感じた。生け垣の保全を個人でして

きた経緯は同じだということ。神代小路は補助金が入るようになり多少は負担軽減になってい

るとは感じた。保存していくには個人では限界もあるのかと感じている。 

住んでいたら当たり前になってくる中、自分たちが住むところを新鮮に思った。 

 視察先の保存会は、武家町ということ、伝建でもあること、何のためにまちなみ保全をして

いるか明確な目的を持っている。それは人が住むこと。地区の出身者に住んでもらいたい。会

報を出して人が住むまちを目指している。出身者、ゆかりのある人を把握し連絡をとっている。

まちなみの映像をナレーション付きで自分たちで作っていた。それを出身者に送っている。元

日には帰省した人と交流している。定年後になったら帰るということが励みになっているとう

かがう。成果を急いではいけない。廓中の組織にお褒めの言葉をいただいた。 

 武家町は特に飾りはないが、そのシンプルな形に美しさがあると感じた。それは廓中も同じ

と思う。県外の武家町の方からみたら、廓中の保存会は地区の会と同じ構成でそれは良いこと

と話されたことに気づかされた思いだった。励みになる。 

 

   出席者よりの質問と返答の要旨を以下に記す。 

生け垣を維持したくてもできなくなっていることへの対応はなかったか。支援しあうこと。 

⇒そこまでは聞いていない。伝建で構造物の指定となっている個所かもしれないが、年６回手

入れをして２回奨励金があると聞いた。 

⇒宮崎県に南九州大学があり、そこは造園の学科がある。その大学生が生垣ボランティアで来

ていたとうかがった。 

今後、廓中で取り組んだら良いと思ったことはなかったか。 

⇒地区の出身者や子どもに送っているという意味で会報は良いと思う。映像も作っていた。以

前、押しぶちの取替は映像に残そうと話していた。映像で残せるものは残していきたい。 

⇒つながりができる、継続ができる。そのことに重く考えなくて良いと思う。 

⇒神代小路は何年もかけて１０ヶ所以上も視察に出かけており、それでも自分たちは十分でな

いと思っている。私たちも視野を広く持つ必要もあると感じた。 

⇒視察先では若い人に参加してほしいという話があり、若い人が出てくるには夜なべ談義がい

いと話された。私たちが行ってお会いしたら「若い」と言われた。 
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   世代に関する話題が出たところで以下の話がでた。 

 廓中には現在約１８０人が暮らしている。年代別にみてみた。 

・２０歳未満 （３０人） ・２０歳代 （１４人） ・３０歳代 （１６人） 

・４０歳代  （１６人） ・５０歳代 （２９人） ・６０歳代 （２５人） 

・７０歳以上 （４４人） 

 平均年齢でみたら５０歳代ではないか。今後もより若い世代が参加する活動にしていきたい。 

 

■２）現地講習の振り返り  

   気のついたことの意見の要旨を以下に記す。 

・上を横に刈る時は目線でとの話だった。今後の活動に備えて洗車に使うような立つ部分が横

に長めで横に移動できる脚立を構えておいてはどうか。 

・個人で手入れしたときは個人で処理をしているが、協働で刈ったものの処理は決めておいた

方が良いと思う。 

 ・生け垣が真っ直ぐではなくカーブしている区間がある。原因は何だろうか。 

・廓中に今から４０～５０年ぐらい前に住み始めた方から竹の生け垣の手入れについて、その

方が住み始めた当時に地区の者から聞いた話があり実際にしているということを最近にな

って聞いた。刈る高さを決めたら鋏で軽く横に刻んで印をつけてから刈るというもの。道路

と自宅の境の場合のみのことだが、直線の目安を入れたら上の部分はやや斜めに自宅側に向

けて道路側より刈る。そうすると道路側から見たとき、刈った上の部分がきれいに見える。

他に言い伝えなどで聞いた話はないだろうか。 

・現地講習でわかったことを見える形にしていく。 

（出席者よりの主なコメント） 

⇒脚立は次年度の活動とあわせて計画したら良いと思う。協働で刈ったものの処理方法もあわ

せて地区の会で提示していきたい。 

⇒竹にはしなりがあり、曲がり出した生け垣は、おそらく押しぶちの杭が直線になっていなか

ったのではないか。 

⇒生け垣の言い伝えでは、刈る時には離れて見ること。真っ直ぐに刈る場合、家の軒先や窓を

目安に刈ると直線が得られるやり方もある。 

⇒現地講習や活動を通してわかったことは３カ年の活動でまとめていけたらと考える。 

 
現地講習を振り返る 
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■３）意見交換  

視察報告や現地講習で出た話を基にしながら、今後の活動への可能性やできそうなことをグルー

プ協議。その後、各グループより発表した。協議の際、「これからも続けたら良いこと」「取り組ん

でみたら良いこと」を基本にしてみた。３つに配置しており、発表も３つの各グループより行った。 

   各グループよりの意見を以下に記す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

先輩方に習う次世代を担う私たちの責務って 

 
 
 
 
 
 
 
 

１００年、３００年先の廓中の姿を考える    

廓中住民を知ろう会！ 

廓中交流ノートはいかが 

お母さん会を開き 
活動をしたらいかが 

若い人が来やすい 
交流の場を作る 

 

廓中料理教室を開こう！ 
 

７月に生垣を刈って 
たなばた会を！ 
子ども会も一緒に 

 

奥さん会復活 
 

生け垣講習の後は 
お疲れ会を！ 

（お母さんが料理を） 
 

グループ① 住まいのまちなみをコミュニティから考える 

グループ② 住まいのまちなみを 

生垣を通した将来像 ⇔ 地域の交流 ⇔ 皆で一緒に から考える 

管理は先ず個人で！ 
（生垣） 生垣のある風景の保全 

公的な支えあい 
地域の支えあい 支えあいの地域づくり 

（お互い様）の地域づくり 
 

生垣の講習を兼ねて 
刈り込みを助けたら 

いいのでは 
 

城山の手入れ 

地域での交流を増やす 
（お客、節句） 

若い世代（２０～３０代）の

交流の場をもったらどうか 

子ども会との交流の場づくり

はできないだろうか 
 

学生の学びの場 
としての活用 

 

継続は皆の力で！！ 歴史を超えて評価される

こと（みんなで考えたい） 
 

竹の堆肥化はできないか 
 

コミュニティビジネス？ 
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今回、出た意見は可能なところより今後の活動に反映していくようにしていく。 

  
  ■各グループで意見を出し合う        ■グループ内で出た意見を披露 

 

    
  ■グループ内で出た意見を披露 

 

  

   視察参加者が神代小路視察で映像を撮影しており、それを１５分程に編集した映像を視察参加者

よりの報告後、スクリーンに映した。 

配布資料に記した神代小路の主な通りの図で映像の場所を示し、うかがった話や報告の補足をし

ながら皆で映像を見て、お会いした方たちや静かなたたずまいの武家町の雰囲気を、意見交換会出

席者は感じることができた。 

 

 

 

先ず、側溝の石を 
整然とすること 

 

カラー舗装が途中から 
途切れて見栄えが悪い 

安芸城跡の東側の堀より東に 
流れる水路の石垣が砕けている 

グループ③ 住まいのまちなみをハード面から考える 
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③平成２３年度収支（収支内訳） 

   平成２３年度活動費を以下に記す。 

【収入】 

科 目 備考 

活動支援金   

参加費   

   

合 計  

 

【支出】 

科 目 備考 

事務用品費  内訳１ 

視察交流費①  内訳２ 

活動費  内訳３ 

通信運搬費  内訳４ 

傷害保険費  内訳５ 

報償費  内訳６ 

委託費  内訳７ 

   

計  

   

視察交流費②  内訳 A 

   

合 計  

 

  支出の科目の内訳を以下に記す。 

科 目 項 目 備 考 

事務用品費 コピー用紙（A3 500枚入り）  

製本ファイル（5 冊入り×12袋）  

コピー用紙（A4 500枚入り）  

マット紙ラベル（A4 20枚入り）  

印字カートリッジ  

クリアホルダー（A4 60枚）  

意見交換会準備品（ふせん、ｽﾌﾟﾚｰ、杭）  

意見交換会、まとめ  

  

計 内訳１ 
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科 目 項 目 備 考 

視察交流費① 視察旅費（貸切自動車代、船泊）保険料  

  

計 内訳２ 

活動費 てみ（幅 430mm）２個  

てみ（幅 340mm）２個  

竹ぼうき ３本  

手ぼうき ３本  

刈り込み鋏（刃 130mm）２本  

刈り込み鋏（刃 190mm）２本  

ガーデンスタンドバッグ  

バーク堆肥、赤玉（中）  

皮手袋（Ｍサイズ）２人分  

皮手袋（Ｌサイズ）２人分  

電動バリカン（刈込幅 350mm）  

電動バリカン（刈込幅 400mm）  

意見交換会に係る準備  

保護メガネ ２人分  

潤滑油  

視察資料１（道路地図）２冊  

視察資料２（DVD 編集）  

二輪カート  

視察資料３（DVD 編集）  

  

計 内訳３ 

通信運搬費 封筒 A3（100枚入り）  

封筒 A4 三ツ折り  

郵便代（４通分）  

郵便代（１通、速達）  

  

計 内訳４ 

傷害保険費 2月 4日実施傷害保険費  

  

計 内訳５ 

報償費 2月 4日講師謝金 ２名  

  

計 内訳６ 
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科 目 項 目 備 考 

委託費 資料作成、成果まとめ 支払予定 

  

計 内訳７ 

 

  参加費分の支払いを以下に記す。 

科 目 項 目 備 考 

視察交流費② 視察旅費（宿泊料、食事料、他）  

  

計 内訳 A 

 

④平成２３年度成果と次年度への展開（成果と残された課題） 

   活動基本方針に掲げた「実践の場や意見交換会を持ち、背景を捉えた上で今後の維持管理活動へ

の可能性を探る」ことについては達成できたと感じている。 

   課題として選んだ理由に掲げたことについても、このタイミングを生かして住民への呼びかけと

集まる場づくりの新たな一歩になった。またテーマを持った会や活動を通して日頃より感じている

ことを話せる機会も作ることができた。 

   継続が大事なので、この一歩を次につなげ、平成２４年度の活動基本方針に掲げる「実践の場を

より多く持ち、地区全体で直面する課題に可能なことより取り組んでみる」の達成となるよう展開

を図っていく。 

   課題として、平成２３年度の活動計画の検討の後、実践活動が冬場となったことは寒さも影響し

たかと思う。次年度よりは年間を通した活動計画となるよう早めの計画を立て、実践の場をより多

くしていきたい。 

   後世に伝える事例報告で土居小学校６年の風景学習があり、平成２３年度は任意で参加協力を行

った。これも活動の一環として位置づけられると、より活動の幅も広がるものとなる。 

 

３ 「武家町」としての思いと目指すもの（近い将来、取り組む課題） 

   近い将来をイメージすることとしては、平成２５年度の活動基本方針に掲げる「継続できる維持

管理活動となる地域コミュニティ構築を目指す」の達成となるよう、より良い提案には臨機応変に

対応していきたい。 

   「武家町」への思いとして、昔から今に伝わるものを大切にし、今の暮らしで維持しているもの

を育て、これからの暮らしを考えたら創ることも出てくる。それらの調和がいつの時代も大切であ

る。安芸城跡を中心とした武家町の簡素な街路は土居廓中の歴史の重みを感じるものであり、地区

全体で調和と連続性を守り育てていくよう地道に取り組んでいくことが、コンクール受賞の期待

（歴史地区の共通した悩みを克服するモデルケース）にそうことになると現時点で考える。 
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■終りに 

 安芸城があった時代や今の武家町が形づけられた時代から見たら、私たちは今、その遠い未来を生き

ていることになる。 

 土居廓中をフィールドに風景学習を行った安芸市立土居小学校の児童たちの感想文が協力している

市民団体に届いている。見る機会があり、児童たちの反応を記した先生のコメントには以下のようなこ

とを記していた。 

 「郷土の良さ、すばらしさを学べる貴重な学習となりました。社会の変化とともに様々な変化があっ

たことに気づき、同時に古く歴史ある文化も多く存在し、それらを大切にしていきたいという気持ち

も強まったようです。」 

児童の感想にもそれぞれが感じた土居を大切にしたい思いが込められている。 

  

保存会発足当時の方たち、諸先輩方の尽力により３７年間の積み重ねとなり、武家町の形を受け継い

できた。３０年後、５０年後に暮らす方たちも廓中の武家町を受け継ぐまちなみとなるよう、今を生き

る私たちができることを、足元をしっかり見つめて取り組んでいきたい。 

 

 平成２４年 ２月       

ふるさと土佐土居廓中保存会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この報告書は平成２３年度住まいのまちなみ優秀賞活動支援金       

「維持管理活動に関する調査費（活動費含む）」を活用して作成しています。 
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