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はじめに

• 2015年3月まで、千葉大学工学部
建築学科に勤めていた。担当は、
都市計画、アーバンデザイン 

• 2000年から2014年まで、断続的
に小諸で活動した。多くの学生
が、小諸での楽しい思い出を胸に
卒業していった



これまでかかわってきたまちなか再生

★川越一番街 
町並み委員会 
1986 

★長浜まちなか 
株式会社黒壁 
1988 

★高松丸亀町 
高松丸亀町まちづ
くり株式会社 
1998 

★石巻まちなか 
株式会社街づくり
まんぼう 2001 
株式会社あすまち 
2016



千葉大学を定年退官（2015.3）したあと

•（株）まちづくりカンパニー・ 
シープネットワーク 
西郷真理子さん主宰のまちづくりコンサルタント
＆設計事務所 

•（NPO）全国町並み保存連盟 
全国で町並み保存に取り組む市民・住民団体の全
国組織。毎年各地町並みゼミを開催。昨年は長
野・松代で第41回大会。 
https://www.machinami.or 

•（一社）クリエイティブタウン推進機構 
震災復興を機にクリエイティブタウン推進会議を
開始、2016年7月設立。地方創生カレッジに講義
を提供 
http://creative-town.com 

•（一社）讃岐ライフスタイル研究所 
高松丸亀町でライフスタイル・ブランド化の旗艦
店「まちのシューレ・963」を運営 
http://www.schule.jp 

•  CIVVIH 
International Committee on Historic Towns and 
Villages, Voting Member 

•  VJU/MIE 
Vietnam Japan University/Master Course of 
Infrastructure Engineering, Lecturer

http://www.schule.jp


クリエイティブタウン・モデル 
＊歴史を生かし、まちの中心から地方を蘇らせる

★ライフスタイル産業革命 
産業都市モデルから 
クリエイティブタウン・モデルへ 

★地方の活性化は「まちなか」から 

★３ポイント・アプローチ 

• ビジネス：地域のライフスタイルを守り、
育み、発信する 
• デザイン：歴史的な都市組織（Urban 
Fabric）を受け継ぐ 
• スキーム：住民・市民のまちづくり会社が
主体になる 
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小諸とのかかわり

• 1999（H11）：清水屋→本町町屋館 

• 2000（H12）～2001（H13）：町並み調査 

• 2002（H14）.1：小諸調査報告会「小諸本町の町家（調査報告編）」「ま
ち・みせ・住まいづくり「20の知恵」（提案編）」→街並み環境整備事業＋
歴道事業（1999-2008） 

• 2006（H18）：「小諸駅周辺整備基本計画」 

• 2007（H19）：『信州小諸・町並みデザインブック』 

• 2013（H25）：小諸，大手・市町町並み魅力アップ調査（学生） 
松屋新聞→与良館 
小諸脇本陣（粂屋）の調査と提案→2014.6「脇本陣の活用に向けた調査報告
会」 

• 2015.3：定年退官
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ここ数年の動きと課題

• シビックセンターの整備が進んだ 

• 伝統的な建物を活用したお店ができ始めた 

＊＊＊ 

① 伝統的な建物を活用したいという「需要」が高まっている（小諸はモテ期に
入った）が、「供給」が乏しい 

② 大型の建物（大型の町家、酒蔵・・・）を使いこなすことがむずかしい。空
地の活用も難題だ 

③ 建物を活用する人へ手渡していくわけだが、将来にわたり伝統的な建物の価
値を損なわないようにしたい 

④ 重伝建地区導入への機運が高まってきた 
が、重伝建地区は規制が厳しく、活性化の阻害するという意見も根強い
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あせらず、態勢（体制）を整えよう 
「供給」も課題だが、「需要」のコントロールも課題

• 空き店になっても、貸さない・売らない理由を取り除く。 

• いずれ動きがあった時、①建物がこわされないようにする、②建物を適切に
利用する人に利用してもらうようにする、という態勢を整えておく 

• 壊される時： 
①相続にあたって、財産を分けるため、取り壊した 
②東京へ行った息子に帰ってくるように言ったら、家を建て直すことが条件
と言われた（または、息子が結婚するので・・・） 
③資金が必要になり、土地建物を換金しようと不動産屋に相談したら、まず
更地にすることが必要と言われた 
④店子が権利を主張し、敷地を分割することになり、建物を取り壊さざるを
えなくなった 



「空地・空店舗が活用されない」問題 
中心市街地活性化が政策課題となった時からのテーマ

• 中心市街地活性化法 
1999年まちづくり三法（TMO） 
2006年新まちづくり三法（中心市街地活性化協議会） 

• 先立つ1986年ごろ、川越一番街で「コミュニティマート構想事業」の立案に
あたっていた時、空き家が上手に活用されていかない実態に気がついた。全
国の商店街の共通の現象であることにも気がついた 

• 「町づくり会社」というアイデアを思いついた 

• 全国で事例を調べていたところ、滋賀県の長浜では、株式会社黒壁が着々
と、空き店舗の活用を進めているという情報を得た



1976 1981 1986

1996

1988

1983 
蔵の会 

1987 
まちづくり規範
に関する協定 
町並み委員会

172017

 

第２期計画 

 

令和３年３月認定 

 

計画期間 

令和３年度から令和 12 年度 

 

1996 
重伝建地区 
選定 

2015



町づくりの二本柱 
コミュニティマート報告書（1987.3）で骨格が構想され、 
NIRA助成研究（1988.3）で具体化された

町づくり会社 
（市民ディベロッパー）

合意形成のシステム 開発のシステム

ナショナル・トラスト

×町づくり規範 
と 

町並み委員会

• コミュニティに根ざしたデベロッパー： 
• 空き地・空き店舗を活用して、積極的に町
づくりにふさわしい利用を図っていく 
• 核になる施設を企画・運営する



1.  地域商業集積促進事業として平成元年度に制度化され、平成2年3
月、新潟県中里村で第一号の街づくり会社（パートIII）が立ち上げ
られた。地元の中小小売商と自治体が共同出資しして公益法人又は
会社をつくり、それに対して中小企業高度化融資を行い、地域商業の
再生を図ろうとした。後のタウンマネージメント機関（TMO）の原
型とも言える。 
2. もともとの発想は、埼玉県川越市の川越一番街商店街での実験に
はじまるとされる。空き店舗になっても、家主が店舗を賃貸しよう
としない。その理由を問いただすと、当時の借地借家法の下では「貸
してしまえばとられたも同然」というほど、賃借人の権利が保護され
ていた事に由来することがわかった。要するに、民民の契約に対する
不安が強く存在したわけで、行政や商工会議所のような公的機関が
中に介在すれば賃貸に応じてもいいという家主は結構あったとい
う。そこから不動産の運用を図りながら町を動かすというアイデアが
生まれ、それが国の政策に取り込まれた。ちょうど地域商業に注目
が集まった時期で絶好のタイミングであった・・・

街づくり会社（口辞苑より）



黒壁ガラス館：取り壊されそうになった教会（もと明治銀行、1900年）を、地元企業8社と市が出資
した会社（株式会社黒壁）が買い取り、1989年7月にオープン。大きな成功をおさめた。さらに周辺
の町家の保存活用をすすめ、黒壁スクエアを形成。まちなか再生ディベロッパーの先駆として高く評
価されてきた。1990年、美術館開設を機に4.4億円へ増資。
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17號館／ラッテンベルグ館
ガラスに彫刻を施すエングレーヴィング技法の製品を販売しています。
18號館／カフェP.act（パクト）
ガラス張りの開放的な店内で、
サンドイッチやアイスクリームなどをどうぞ。
19號館／近江牛・毛利志満
近江牛のすきやきやしゃぶしゃぶをご賞味ください。
20號館／カフェ叶匠寿庵
オリジナル創作菓子と、お食事＆ギャラリー。
旬の最上の素材で作られた季節のお菓子をご賞味ください。
21號館／ゴブランギャラリーRococo
ベルギー製のタペストリーやハンカチなどが並びます。

22號館／そば八
挽きたて、打ちたてのそばが自慢。のっぺいで名高い「茂美志"や」の姉妹店です。
23號館／焼肉･ステーキ ぎおん
焼肉･ステーキに加えワイン･カクテルを、広く開放された店内でお楽しみください。
24號館／ほっこくがま
水茎焼の陶器を販売。最高120人収容の作陶体験教室も実施しています。
25號館／納安
祝をテーマとした特産品を販売。オリジナル菓子“ゴブラン焼”が好評のお店です。
26號館／アンティークギャラリー倫敦
英国のアンティーク家具やランプシェードなどを展示販売しています。
カフェカウンターでは数種類の紅茶やコーヒーもお楽しみ頂けます。
27號館／あゆの店 きむら
びわ湖にめぐむ自然の幸・あゆ料理の数々。
28號館／小牧かまぼこ
日本海で獲れた新鮮な魚を材料につくられるちくわやはんぺんをご賞味ください。
BIWAKO長浜オルゴール堂
昭和初期の銀行跡を利用した雰囲気あるスペースで様々なオルゴールの音色を
お楽しみ頂けます。万華鏡も販売しています。

1號館／黒壁ガラス館
世界各国の約3万点にのぼるガラス製品が展示・販売されています。
2號館／スタジオ・クロカベ
ガラス作家の実演を見学。オリジナルガラスの販売やガラス体験教室も行なっています。
3號館／オステリア・ウェ゙リータ
古い土蔵がおしゃれに変身。１階がショップ、２階がイタリアンレストラン。
4號館／なべかままんじゅう
ひとくちサイズ、黒糖仕立てのかわいいおまんじゅうのお店です。
5號館／札の辻本舗
和ガラスや長浜の特産品を販売。
６號館／グラスギャラリー・マヌー
ガラス作家のオリジナル作品を展示、販売。
企画展も開催しています。
7號館／古美術・西川
古美術や古民芸、アンティーク
ガラスなどが店内
ところ狭しと並びます。
8號館／翼果楼
湖北の郷土料理が堪能できます。
9號館／
黒壁インフォメーションセンター
黒壁スクエアの案内や黒壁パスポート
の発行をいたします。
10號館／黒壁美術館
古代から現代までのグラスアートを
ご鑑賞頂けます。
11號館／
ステンドグラスショップ
コールドグラススタジオ
ステンドグラスの
制作風景を見学。
体験教室もあります。

12號館／太閤ひょうたん
長浜名物の変わりひょうたん
が店内に多数、展示販売されています。
13號館／サンライズKoKo
手作りのガラスの小物・アクセサリーやとんぼ玉がずらりと並びます。
14號館／カフェレストラン洋屋
土蔵を改造した、明るくておしゃれなレストラン。
15號館／ナチュラルライフスタイル Crv（クルブ）
小粋な生活雑貨の店。強化耐熱ガラスの食器類やドライフラワーなど販売。
16號館／分福茶屋
揚げたてのつぶら餅や抹茶パフェなどがおいしい、街道の茶屋の甘味処。

〒526-0059 滋賀県長浜市元浜町12-38
Tel.0749-65-2330  Fax.0749-65-2333
URL：http://www.kurokabe.co.jp/

黒壁パスポート（2,000円又は
3,000円綴り）をお買い上げ頂くと、
5％分のサービスが付いてきます。
更に抽選で、素敵な黒壁オリジナ
ルガラスが当たる、お得な金券です。
是非ご利用ください。

お買物5％お得黒壁パスポートの
ご案内
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多様な事業手法

店舗等 入手方法 建物 利用

1. ガラス館、2. ガラス工房、 
10. 鑑賞館、14. 洋屋

所有権取得 改修・新築 自己使用

5. 札の辻本舗、6. ギャラリー、 
11. 第二工房

借家 改修 自己使用

7. 古美術、8. 郷土料理 所有権取得 改修・新築 売却

3. ビストロ 所有権取得 改修 貸与

9. 観光情報センター 媒介・斡旋



想定される体制（一商店街モデル）



どのような店に出てもらいたいか 
（出てもらいたくないか）

川越一番街の場合 
＊伝建調査時（1978）にあった店（移転した店を含む） 36 

◉コミュニティマート調査時（1984）にあった店 46 

◉川越市内および近在に本店のある店 7 

◉埼玉県・東京下町に本店のある店 8 

★全国区のチェーン店  21 

合計  82

-99-

◉観光協会（旧可児屋時計店＊）
◉アトリエ Coco（カフェ）
• 住宅

★杉養蜂園

◉Mio Casalo（ハム、レストラン）
◉重文大沢家住宅＊（履物店）
◉金笛（うどんレストラン）

★布遊舎

◉ Vanitoy Bagle（ベーカリー、カフェ）

★どんぐり共和国、★ 2F：ACカフェ
★洋品店、★ 2F：Te'PAN Le OMUS

◉まちかん古美術＊
★喜来々（和柄ハンカチ）

◉松岡種苗店＊
★豆吉
★菓寮花小路
◉熊重酒店＊

◉近長（豆腐処）＊（青果）
◉ ALPHALPHA（1000 円ショップ）
◉服部民俗資料館

◉ミリオン電気＊、２階：セサミ・キッチ
◉美鈴（ニットウエア）＊
◉宅配便取次
◉甘味喫茶かずが

◉埼玉りそな銀行川越支店
◉◉蔵づくり本舗（店舗＋喫茶）
★玉屋（小物雑貨）
★ぽ（袋物）
◉聞信会館

◉あとり絵（洋品雑貨）
◉武州無双工匠具白石藤兵衛商店＊

駐車場

◉上州屋（仏壇・仏具）＊
◉イシイの甘栗川越店／埼玉不動産鑑定所＊

空地
空地

◉亀屋（菓子）＊
＊松崎スポーツ◉

布遊舎★
カフェ・エルヴァート◉

保苅歯科医院◉

やきとりエース◉
＊町徳荻野銅鐡店◉

川越プリン★

てんあさ◉

椿の蔵（和物雑貨）★

右門（和菓子）◉
＊西川会計◉
駐車場

川越ショコラ★
空店舗（＊旧松崎薬局）◉

＊神田呉服◉

Kashichi（和菓子手作り体験）◉

＊相徳（洋品）◉
川越パターテ（ジェラート）★

寿庵（そば）◉
小江戸（漬物）◉

にっぽん CHACHACHA ★
＊中市（かつおぶし）◉

河村屋（漬物）◉
遊膳（箸＋レストラン）★
＊亀屋栄泉（和菓子）◉

風凛（レストラン）◉

2F：はるり銀華、＊陶舗やまわ◉
＊町勘金物店◉

＊深善美術表具店◉
＊銀巴里理髪店◉
＊太陽堂書店◉

茶和々（甘味処）★
芋の蔵（和菓子）◉

新井武兵衛商店（秩父味噌）◉
蔵造り資料館❖
＊津久井自転車◉

＊そうび木のアトリエ◉
小江戸横丁◉

亀屋◉
＊唐麺◉

川越まつり会館❖

＊栗原歯科医院◉
えぷろん亭◉

F Gallery ◉
住宅 •

＊川越元町郵便局◉
＊急式シート商会／彩菓庵おおき◉

長峰園（狭山茶）◉

★ごま福堂

◉ AZ（美容室）

★手づくりおかき

◉郷土グルメ開進亭

◉山崎美術館

し、個性を出す。
　各店舗が協力しあい、外部空間を、
デパート・スーパーとは違う形で客が
快適さを感じる環境となるよう整備し
ていく。
　あると望ましい業種の導入を図り、
ショッピングセンターとしての完成・
成熟をめざす。》

＊＊＊
個人商店をできるだけたくさん並べる
必要がある。そのことを保障する原則
としては次のようなものがある．[22.
鰻の寝床に町家］［27. 空地・空家を
手早く活用］［38. 併用住居としての
町家］［39. 基本としての個人商店（改
定後：ライフスタイルを商う）］・・・

＊＊＊
6）その後の経過
　一番街の商業環境は、町づくり規範
制定当初の想定と大きく変わった。「個
人商店が集まって商店街を作る」は、
「商店街 vs 大型店」という構図の中で
設定されたパタンである。大型店と同
じものを売って競争するのではなく、
商店街にしかできない役割や魅力を見
出し、賑わいを取り戻そうという趣旨
であった。そして現在、町並み観光地
としての賑わいをとりもどした。それ
は、個店の集まる商店街であることで
実現した。
　その象徴的な例が、一番街に複数の
店舗を出店する株式会社寺子屋（本社

鍛治小町堂（風呂敷）◉

＊伝建調査時（1978）にあった店（移転した
店を含む） ....................................................................36
◉コミュニティマート調査時（1984）にあっ
た店 ...............................................................................46
◉川越市内および近在に本店のある店 ............. 7
◉埼玉県・東京下町に本店のある店 ................. 8
★全国区のチェーン店 ...........................................21
合計 ...............................................................................82

＊辻の吉野家（精肉）◉

図 26-2　一番街商店街を構成する店舗

★杉養蜂園

株式会社寺子屋 
• どんぐり共和国 
• おかき処寺子屋本舗 
• ごま福堂 
• 茶和々 
• 遊膳 
• 布遊舎 
• 喜来々
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 1979 新築 1988 改装  伝（蔵造り） 2006 改装 重要文化財（蔵造り） 稲荷小路
2020 観光協会 アトリエココ 住宅 布遊舎 Mio Casalo 重要文化財大澤家住宅
1983 カニヤ時計店 アトリエココ 住宅 空店 空店 小松屋履物商
1978 カニヤ時計 アトリエココ 住宅 近常商店 岩崎 小松屋履物商・自然食品
1892 足袋商・時計商 足袋商 鐡物商 酒類卸（近常） 照降商 袋物商・
寿語録

 1995 新築 2005 新築 2010 改装 2014 改装 2014 新築 左同 木造 路地
2020 金笛醤油店 杉養蜂店 Vanitoy Bagle ごま福堂 どんぐり共和国 洋品店 杉養蜂店
1983 深和商事 深宇 夢屋 油庄寝具店 駐車場 明文堂 川越自然食品
1978 深和商事 深宇 足立屋 油庄寝具店 駐車場 明文堂 駐車場
1892 筆墨文具舗 荒物商  夜具布団蚊帳綿商  書肆 時計舗
寿語録      学校用品 時計商
      明文堂書舗 阪本屋商店

 伝（木露） 2000 新築（サンクス） 伝（木露） 伝（塗屋） 左同 伝（蔵造り） 鐘撞通り 
2020 まちかん古美術 喜来々・手づくりおかき 松岡種苗 豆吉 菓寮花小路 熊重酒店
1983 まちかん古美術 ガソリンスタンド 松岡種苗 望月薬局 倉庫 熊重酒店 
1978 まちかん古物商 ガソリンスタンド 松岡タネ 望月 車庫 熊重酒店 
1892 洋物商 荒物商 種子問屋 菓子卸商 美術小間物商 和洋酒舗 
寿語録

 伝（木露）  伝（塗屋） 左同 1981 新築  1979 空地 門    広場
2020 近長豆腐処 ALPHALPHA 服部民俗資料館 菓寮花小路 ミリオン電気 美鈴 宅配便 空地  甘味喫茶かすが 埼銀ＰＰ
1983 近長青果 ALPHALPHA 服部民俗資料館 倉庫 ミリオン電気 美鈴  松屋履物  白石大工道具 埼銀駐車場
1978 近長青果 日本火災 銀羊紳士服 ミリオン  美鈴  松屋履物  白石大工道具 埼銀駐車場
1892 青物魚店 小間物商山周 照降商（山新） 薬舗 呉服商 左同 夜具布団綿商 洋服裁縫所  下駄商  足袋・煙草・パン
寿語録 乾物青物魚商 小間物化粧品 下駄傘薬種商   呉服太物商 綿類夜具布団
 近長 山周小間物舗 山田屋服部新助  麻伊呉服店 高橋栄助 繰糸針商

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14

E15 E16 E17 E18 E19

E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29

✖
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 法善寺門前 1989.6 改装 1990 建替新築 駐車場 駐車場→取り壊し（）
2020  あとり絵 白石大工道具店 駐車場 駐車場
1983  相助 空き家 駐車場 太陽生命
1978  相助 蛇の目ミシン 駐車場 太陽生命
1892  袋物商 筆墨学校用具商 魚商 荒物商
寿語録  袋物商
  谷福

 1960 伝 伝（洋風）取壊→鍛冶町広場 空地 伝（蔵造り） 駐車場 仲町交差点
2020 甘栗 上州屋 左同 広場 空地 亀屋 駐車場
1983 武蔵野土地 上州屋 左同 キャバレークイーン 空店 亀屋 駐車場
1978 武蔵野土地 上州屋 左同 キャバレークイーン 福田 亀屋 明治生命
1892 畳表荒物兼馬具商 洋物商 足袋 荒物・小間物商 菓子舗 菓子舗 呉服太物商
寿語録     菓子舗 菓子舗 呉服商
     小松屋仁村福太郎 亀屋山崎嘉七 松屋呉服店

 伝（蔵造り）   伝（洋風蔵造り） 伝（RC造） 1991 取壊→プレファブ
2020 松崎スポーツ 蒟蒻しゃぼん 布遊舎 カフェ・エルヴァート 保苅歯科 やきとりエース
1983 松崎スポーツ 松崎スポーツ 駐車場 骨董店 キャバレー やきとりエース
1978 松崎スポーツ 松崎スポーツ  櫻井銃砲店 キャバレー やきとりエース
1892 砂糖粉名鰹節商 印刻師・煙草商 紙類筆硯学校用品商 鉄砲洋物自転車店 呉服太物商 和洋紙舗
寿語録 粉名砂糖鰹節塩   銃砲火薬洋品店 呉服太物商
 松崎屋徳次郎   櫻井半造 山田屋吉右衛門

 駐車場 伝（洋風） 伝（蔵造り） 2012 新築 ←伝 伝（洋風 9 法善寺参道
2020 りそな駐車場 埼玉りそな銀行 蔵造りもなか 玉屋  ぽ（袋物） 聞信会館 
1983 埼銀駐車場 埼玉銀行 蔵造りもなか 杉田家 国際電気 高健電気 近亀  
1978 埼銀駐車場 埼玉銀行 本陣古物 杉田家 国際電気  近亀  
1892 足袋・布団 第 85 銀行・陶器・洋物商 呉服太物卸問屋 箪笥商 足袋  美術貴金属商
寿語録  陶器類御盃焼付所 太物問屋    時計商 
  小高盃店 小林伍平    近亀 

E30 E31 E32 E33 E34 E35

E35 E36 E37 E38 E39

E40 E41 E42 E43 E44 E45

W43W44W45W46W47W48

✖

✖
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 1979 新築 1988 改装  伝（蔵造り） 2006 改装 重要文化財（蔵造り） 稲荷小路
2020 観光協会 アトリエココ 住宅 布遊舎 Mio Casalo 重要文化財大澤家住宅
1983 カニヤ時計店 アトリエココ 住宅 空店 空店 小松屋履物商
1978 カニヤ時計 アトリエココ 住宅 近常商店 岩崎 小松屋履物商・自然食品
1892 足袋商・時計商 足袋商 鐡物商 酒類卸（近常） 照降商 袋物商・
寿語録

 1995 新築 2005 新築 2010 改装 2014 改装 2014 新築 左同 木造 路地
2020 金笛醤油店 杉養蜂店 Vanitoy Bagle ごま福堂 どんぐり共和国 洋品店 杉養蜂店
1983 深和商事 深宇 夢屋 油庄寝具店 駐車場 明文堂 川越自然食品
1978 深和商事 深宇 足立屋 油庄寝具店 駐車場 明文堂 駐車場
1892 筆墨文具舗 荒物商  夜具布団蚊帳綿商  書肆 時計舗
寿語録      学校用品 時計商
      明文堂書舗 阪本屋商店

 伝（木露） 2000 新築（サンクス） 伝（木露） 伝（塗屋） 左同 伝（蔵造り） 鐘撞通り 
2020 まちかん古美術 喜来々・手づくりおかき 松岡種苗 豆吉 菓寮花小路 熊重酒店
1983 まちかん古美術 ガソリンスタンド 松岡種苗 望月薬局 倉庫 熊重酒店 
1978 まちかん古物商 ガソリンスタンド 松岡タネ 望月 車庫 熊重酒店 
1892 洋物商 荒物商 種子問屋 菓子卸商 美術小間物商 和洋酒舗 
寿語録

 伝（木露）  伝（塗屋） 左同 1981 新築  1979 空地 門    広場
2020 近長豆腐処 ALPHALPHA 服部民俗資料館 菓寮花小路 ミリオン電気 美鈴 宅配便 空地  甘味喫茶かすが 埼銀ＰＰ
1983 近長青果 ALPHALPHA 服部民俗資料館 倉庫 ミリオン電気 美鈴  松屋履物  白石大工道具 埼銀駐車場
1978 近長青果 日本火災 銀羊紳士服 ミリオン  美鈴  松屋履物  白石大工道具 埼銀駐車場
1892 青物魚店 小間物商山周 照降商（山新） 薬舗 呉服商 左同 夜具布団綿商 洋服裁縫所  下駄商  足袋・煙草・パン
寿語録 乾物青物魚商 小間物化粧品 下駄傘薬種商   呉服太物商 綿類夜具布団
 近長 山周小間物舗 山田屋服部新助  麻伊呉服店 高橋栄助 繰糸針商

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14

E15 E16 E17 E18 E19

E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29

✖
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 1979 新築 1988 改装  伝（蔵造り） 2006 改装 重要文化財（蔵造り） 稲荷小路
2020 観光協会 アトリエココ 住宅 布遊舎 Mio Casalo 重要文化財大澤家住宅
1983 カニヤ時計店 アトリエココ 住宅 空店 空店 小松屋履物商
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1892 足袋商・時計商 足袋商 鐡物商 酒類卸（近常） 照降商 袋物商・
寿語録

 1995 新築 2005 新築 2010 改装 2014 改装 2014 新築 左同 木造 路地
2020 金笛醤油店 杉養蜂店 Vanitoy Bagle ごま福堂 どんぐり共和国 洋品店 杉養蜂店
1983 深和商事 深宇 夢屋 油庄寝具店 駐車場 明文堂 川越自然食品
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1892 筆墨文具舗 荒物商  夜具布団蚊帳綿商  書肆 時計舗
寿語録      学校用品 時計商
      明文堂書舗 阪本屋商店

 伝（木露） 2000 新築（サンクス） 伝（木露） 伝（塗屋） 左同 伝（蔵造り） 鐘撞通り 
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 伝（木露）  伝（塗屋） 左同 1981 新築  1979 空地 門    広場
2020 近長豆腐処 ALPHALPHA 服部民俗資料館 菓寮花小路 ミリオン電気 美鈴 宅配便 空地  甘味喫茶かすが 埼銀ＰＰ
1983 近長青果 ALPHALPHA 服部民俗資料館 倉庫 ミリオン電気 美鈴  松屋履物  白石大工道具 埼銀駐車場
1978 近長青果 日本火災 銀羊紳士服 ミリオン  美鈴  松屋履物  白石大工道具 埼銀駐車場
1892 青物魚店 小間物商山周 照降商（山新） 薬舗 呉服商 左同 夜具布団綿商 洋服裁縫所  下駄商  足袋・煙草・パン
寿語録 乾物青物魚商 小間物化粧品 下駄傘薬種商   呉服太物商 綿類夜具布団
 近長 山周小間物舗 山田屋服部新助  麻伊呉服店 高橋栄助 繰糸針商

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14

E15 E16 E17 E18 E19

E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29

✖
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 1979 新築 1988 改装  伝（蔵造り） 2006 改装 重要文化財（蔵造り） 稲荷小路
2020 観光協会 アトリエココ 住宅 布遊舎 Mio Casalo 重要文化財大澤家住宅
1983 カニヤ時計店 アトリエココ 住宅 空店 空店 小松屋履物商
1978 カニヤ時計 アトリエココ 住宅 近常商店 岩崎 小松屋履物商・自然食品
1892 足袋商・時計商 足袋商 鐡物商 酒類卸（近常） 照降商 袋物商・
寿語録

 1995 新築 2005 新築 2010 改装 2014 改装 2014 新築 左同 木造 路地
2020 金笛醤油店 杉養蜂店 Vanitoy Bagle ごま福堂 どんぐり共和国 洋品店 杉養蜂店
1983 深和商事 深宇 夢屋 油庄寝具店 駐車場 明文堂 川越自然食品
1978 深和商事 深宇 足立屋 油庄寝具店 駐車場 明文堂 駐車場
1892 筆墨文具舗 荒物商  夜具布団蚊帳綿商  書肆 時計舗
寿語録      学校用品 時計商
      明文堂書舗 阪本屋商店

 伝（木露） 2000 新築（サンクス） 伝（木露） 伝（塗屋） 左同 伝（蔵造り） 鐘撞通り 
2020 まちかん古美術 喜来々・手づくりおかき 松岡種苗 豆吉 菓寮花小路 熊重酒店
1983 まちかん古美術 ガソリンスタンド 松岡種苗 望月薬局 倉庫 熊重酒店 
1978 まちかん古物商 ガソリンスタンド 松岡タネ 望月 車庫 熊重酒店 
1892 洋物商 荒物商 種子問屋 菓子卸商 美術小間物商 和洋酒舗 
寿語録

 伝（木露）  伝（塗屋） 左同 1981 新築  1979 空地 門    広場
2020 近長豆腐処 ALPHALPHA 服部民俗資料館 菓寮花小路 ミリオン電気 美鈴 宅配便 空地  甘味喫茶かすが 埼銀ＰＰ
1983 近長青果 ALPHALPHA 服部民俗資料館 倉庫 ミリオン電気 美鈴  松屋履物  白石大工道具 埼銀駐車場
1978 近長青果 日本火災 銀羊紳士服 ミリオン  美鈴  松屋履物  白石大工道具 埼銀駐車場
1892 青物魚店 小間物商山周 照降商（山新） 薬舗 呉服商 左同 夜具布団綿商 洋服裁縫所  下駄商  足袋・煙草・パン
寿語録 乾物青物魚商 小間物化粧品 下駄傘薬種商   呉服太物商 綿類夜具布団
 近長 山周小間物舗 山田屋服部新助  麻伊呉服店 高橋栄助 繰糸針商

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14

E15 E16 E17 E18 E19

E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29

✖
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 法善寺門前 1989.6 改装 1990 建替新築 駐車場 駐車場→取り壊し（）
2020  あとり絵 白石大工道具店 駐車場 駐車場
1983  相助 空き家 駐車場 太陽生命
1978  相助 蛇の目ミシン 駐車場 太陽生命
1892  袋物商 筆墨学校用具商 魚商 荒物商
寿語録  袋物商
  谷福

 1960 伝 伝（洋風）取壊→鍛冶町広場 空地 伝（蔵造り） 駐車場 仲町交差点
2020 甘栗 上州屋 左同 広場 空地 亀屋 駐車場
1983 武蔵野土地 上州屋 左同 キャバレークイーン 空店 亀屋 駐車場
1978 武蔵野土地 上州屋 左同 キャバレークイーン 福田 亀屋 明治生命
1892 畳表荒物兼馬具商 洋物商 足袋 荒物・小間物商 菓子舗 菓子舗 呉服太物商
寿語録     菓子舗 菓子舗 呉服商
     小松屋仁村福太郎 亀屋山崎嘉七 松屋呉服店

 伝（蔵造り）   伝（洋風蔵造り） 伝（RC造） 1991 取壊→プレファブ
2020 松崎スポーツ 蒟蒻しゃぼん 布遊舎 カフェ・エルヴァート 保苅歯科 やきとりエース
1983 松崎スポーツ 松崎スポーツ 駐車場 骨董店 キャバレー やきとりエース
1978 松崎スポーツ 松崎スポーツ  櫻井銃砲店 キャバレー やきとりエース
1892 砂糖粉名鰹節商 印刻師・煙草商 紙類筆硯学校用品商 鉄砲洋物自転車店 呉服太物商 和洋紙舗
寿語録 粉名砂糖鰹節塩   銃砲火薬洋品店 呉服太物商
 松崎屋徳次郎   櫻井半造 山田屋吉右衛門

 駐車場 伝（洋風） 伝（蔵造り） 2012 新築 ←伝 伝（洋風 9 法善寺参道
2020 りそな駐車場 埼玉りそな銀行 蔵造りもなか 玉屋  ぽ（袋物） 聞信会館 
1983 埼銀駐車場 埼玉銀行 蔵造りもなか 杉田家 国際電気 高健電気 近亀  
1978 埼銀駐車場 埼玉銀行 本陣古物 杉田家 国際電気  近亀  
1892 足袋・布団 第 85 銀行・陶器・洋物商 呉服太物卸問屋 箪笥商 足袋  美術貴金属商
寿語録  陶器類御盃焼付所 太物問屋    時計商 
  小高盃店 小林伍平    近亀 
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 法善寺門前 1989.6 改装 1990 建替新築 駐車場 駐車場→取り壊し（）
2020  あとり絵 白石大工道具店 駐車場 駐車場
1983  相助 空き家 駐車場 太陽生命
1978  相助 蛇の目ミシン 駐車場 太陽生命
1892  袋物商 筆墨学校用具商 魚商 荒物商
寿語録  袋物商
  谷福

 1960 伝 伝（洋風）取壊→鍛冶町広場 空地 伝（蔵造り） 駐車場 仲町交差点
2020 甘栗 上州屋 左同 広場 空地 亀屋 駐車場
1983 武蔵野土地 上州屋 左同 キャバレークイーン 空店 亀屋 駐車場
1978 武蔵野土地 上州屋 左同 キャバレークイーン 福田 亀屋 明治生命
1892 畳表荒物兼馬具商 洋物商 足袋 荒物・小間物商 菓子舗 菓子舗 呉服太物商
寿語録     菓子舗 菓子舗 呉服商
     小松屋仁村福太郎 亀屋山崎嘉七 松屋呉服店

 伝（蔵造り）   伝（洋風蔵造り） 伝（RC造） 1991 取壊→プレファブ
2020 松崎スポーツ 蒟蒻しゃぼん 布遊舎 カフェ・エルヴァート 保苅歯科 やきとりエース
1983 松崎スポーツ 松崎スポーツ 駐車場 骨董店 キャバレー やきとりエース
1978 松崎スポーツ 松崎スポーツ  櫻井銃砲店 キャバレー やきとりエース
1892 砂糖粉名鰹節商 印刻師・煙草商 紙類筆硯学校用品商 鉄砲洋物自転車店 呉服太物商 和洋紙舗
寿語録 粉名砂糖鰹節塩   銃砲火薬洋品店 呉服太物商
 松崎屋徳次郎   櫻井半造 山田屋吉右衛門

 駐車場 伝（洋風） 伝（蔵造り） 2012 新築 ←伝 伝（洋風 9 法善寺参道
2020 りそな駐車場 埼玉りそな銀行 蔵造りもなか 玉屋  ぽ（袋物） 聞信会館 
1983 埼銀駐車場 埼玉銀行 蔵造りもなか 杉田家 国際電気 高健電気 近亀  
1978 埼銀駐車場 埼玉銀行 本陣古物 杉田家 国際電気  近亀  
1892 足袋・布団 第 85 銀行・陶器・洋物商 呉服太物卸問屋 箪笥商 足袋  美術貴金属商
寿語録  陶器類御盃焼付所 太物問屋    時計商 
  小高盃店 小林伍平    近亀 

E30 E31 E32 E33 E34 E35

E35 E36 E37 E38 E39

E40 E41 E42 E43 E44 E45

W43W44W45W46W47W48

✖

✖
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 伝（洋木） 伝（木露） 1985 新築 駐車場 2016 新 伝（木露） 2008 改装 2013 新築
2020  右門 西川会計  川越ショコラ 空店 神田呉服 椿の蔵
1983 オカダ 市野屋（仏具） 西川 豊月人形 かすや 松崎薬局 神田呉服 住宅
1978 オカダ 市野屋（仏具） 西川 豊月人形 かすや 松崎薬局 神田呉服 住宅
1892 米穀問屋 太物商 照降商 陶器商 足袋商 太物商  呉服太物店
寿語録    陶器商
    釡屋武助

 伝（木露） 伝（木露） 修（木露） 駐車場 路地
2020 町勘萩野銅鐡店 川越プリン Kashichi 天あさ
1983 町勘萩野銅鐡店 大村屋  天あさ 
1978 町勘萩野銅鐡店 大村屋（古着） 車庫 滝島薬局 
1892 鐡物商 刺子半纏古着商 古本商 薬舗   
寿語録

 伝（塗屋） 1993 新築 2000 改装  行伝寺門前
2020 ＋川越バターテ 寿庵 小江戸漬物
1983 あいとく リッカーミシン 左同 
1978 あいとく リッカーミシン 左同 焼肉門
1892 呉服太物商 和洋紙舗 織物商 
寿語録

 伝（木露） 伝（木露） 1988 新築 2010 新築 伝（木露） 長喜院門前
2020 にっぽん CHACHACHA 中市 河村屋 遊膳 亀屋栄泉 
1983 斎たばこ店 中市 近滝 第一家電 亀屋栄泉 
1978 斎たばこ店 中市 近滝 第一家電 亀屋栄泉 
1892 提灯商 魚商 陶器漆器商 時計洋物袋物商 鰹節商  
寿語録  魚商
  中市
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 法善寺門前 1989.6 改装 1990 建替新築 駐車場 駐車場→取り壊し（）
2020  あとり絵 白石大工道具店 駐車場 駐車場
1983  相助 空き家 駐車場 太陽生命
1978  相助 蛇の目ミシン 駐車場 太陽生命
1892  袋物商 筆墨学校用具商 魚商 荒物商
寿語録  袋物商
  谷福

 1960 伝 伝（洋風）取壊→鍛冶町広場 空地 伝（蔵造り） 駐車場 仲町交差点
2020 甘栗 上州屋 左同 広場 空地 亀屋 駐車場
1983 武蔵野土地 上州屋 左同 キャバレークイーン 空店 亀屋 駐車場
1978 武蔵野土地 上州屋 左同 キャバレークイーン 福田 亀屋 明治生命
1892 畳表荒物兼馬具商 洋物商 足袋 荒物・小間物商 菓子舗 菓子舗 呉服太物商
寿語録     菓子舗 菓子舗 呉服商
     小松屋仁村福太郎 亀屋山崎嘉七 松屋呉服店

 伝（蔵造り）   伝（洋風蔵造り） 伝（RC造） 1991 取壊→プレファブ
2020 松崎スポーツ 蒟蒻しゃぼん 布遊舎 カフェ・エルヴァート 保苅歯科 やきとりエース
1983 松崎スポーツ 松崎スポーツ 駐車場 骨董店 キャバレー やきとりエース
1978 松崎スポーツ 松崎スポーツ  櫻井銃砲店 キャバレー やきとりエース
1892 砂糖粉名鰹節商 印刻師・煙草商 紙類筆硯学校用品商 鉄砲洋物自転車店 呉服太物商 和洋紙舗
寿語録 粉名砂糖鰹節塩   銃砲火薬洋品店 呉服太物商
 松崎屋徳次郎   櫻井半造 山田屋吉右衛門

 駐車場 伝（洋風） 伝（蔵造り） 2012 新築 ←伝 伝（洋風 9 法善寺参道
2020 りそな駐車場 埼玉りそな銀行 蔵造りもなか 玉屋  ぽ（袋物） 聞信会館 
1983 埼銀駐車場 埼玉銀行 蔵造りもなか 杉田家 国際電気 高健電気 近亀  
1978 埼銀駐車場 埼玉銀行 本陣古物 杉田家 国際電気  近亀  
1892 足袋・布団 第 85 銀行・陶器・洋物商 呉服太物卸問屋 箪笥商 足袋  美術貴金属商
寿語録  陶器類御盃焼付所 太物問屋    時計商 
  小高盃店 小林伍平    近亀 
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 伝（洋木） 伝（木露） 1985 新築 駐車場 2016 新 伝（木露） 2008 改装 2013 新築
2020  右門 西川会計  川越ショコラ 空店 神田呉服 椿の蔵
1983 オカダ 市野屋（仏具） 西川 豊月人形 かすや 松崎薬局 神田呉服 住宅
1978 オカダ 市野屋（仏具） 西川 豊月人形 かすや 松崎薬局 神田呉服 住宅
1892 米穀問屋 太物商 照降商 陶器商 足袋商 太物商  呉服太物店
寿語録    陶器商
    釡屋武助

 伝（木露） 伝（木露） 修（木露） 駐車場 路地
2020 町勘萩野銅鐡店 川越プリン Kashichi 天あさ
1983 町勘萩野銅鐡店 大村屋  天あさ 
1978 町勘萩野銅鐡店 大村屋（古着） 車庫 滝島薬局 
1892 鐡物商 刺子半纏古着商 古本商 薬舗   
寿語録

 伝（塗屋） 1993 新築 2000 改装  行伝寺門前
2020 ＋川越バターテ 寿庵 小江戸漬物
1983 あいとく リッカーミシン 左同 
1978 あいとく リッカーミシン 左同 焼肉門
1892 呉服太物商 和洋紙舗 織物商 
寿語録

 伝（木露） 伝（木露） 1988 新築 2010 新築 伝（木露） 長喜院門前
2020 にっぽん CHACHACHA 中市 河村屋 遊膳 亀屋栄泉 
1983 斎たばこ店 中市 近滝 第一家電 亀屋栄泉 
1978 斎たばこ店 中市 近滝 第一家電 亀屋栄泉 
1892 提灯商 魚商 陶器漆器商 時計洋物袋物商 鰹節商  
寿語録  魚商
  中市
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 伝（洋木） 伝（木露） 1985 新築 駐車場 2016 新 伝（木露） 2008 改装 2013 新築
2020  右門 西川会計  川越ショコラ 空店 神田呉服 椿の蔵
1983 オカダ 市野屋（仏具） 西川 豊月人形 かすや 松崎薬局 神田呉服 住宅
1978 オカダ 市野屋（仏具） 西川 豊月人形 かすや 松崎薬局 神田呉服 住宅
1892 米穀問屋 太物商 照降商 陶器商 足袋商 太物商  呉服太物店
寿語録    陶器商
    釡屋武助

 伝（木露） 伝（木露） 修（木露） 駐車場 路地
2020 町勘萩野銅鐡店 川越プリン Kashichi 天あさ
1983 町勘萩野銅鐡店 大村屋  天あさ 
1978 町勘萩野銅鐡店 大村屋（古着） 車庫 滝島薬局 
1892 鐡物商 刺子半纏古着商 古本商 薬舗   
寿語録

 伝（塗屋） 1993 新築 2000 改装  行伝寺門前
2020 ＋川越バターテ 寿庵 小江戸漬物
1983 あいとく リッカーミシン 左同 
1978 あいとく リッカーミシン 左同 焼肉門
1892 呉服太物商 和洋紙舗 織物商 
寿語録

 伝（木露） 伝（木露） 1988 新築 2010 新築 伝（木露） 長喜院門前
2020 にっぽん CHACHACHA 中市 河村屋 遊膳 亀屋栄泉 
1983 斎たばこ店 中市 近滝 第一家電 亀屋栄泉 
1978 斎たばこ店 中市 近滝 第一家電 亀屋栄泉 
1892 提灯商 魚商 陶器漆器商 時計洋物袋物商 鰹節商  
寿語録  魚商
  中市

W25W26W27W28W29

W30W31W32

W32W33W34W35W36W37W38

W39W40W41W42

✖

✖
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 伝（洋木） 伝（木露） 1985 新築 駐車場 2016 新 伝（木露） 2008 改装 2013 新築
2020  右門 西川会計  川越ショコラ 空店 神田呉服 椿の蔵
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1892 米穀問屋 太物商 照降商 陶器商 足袋商 太物商  呉服太物店
寿語録    陶器商
    釡屋武助

 伝（木露） 伝（木露） 修（木露） 駐車場 路地
2020 町勘萩野銅鐡店 川越プリン Kashichi 天あさ
1983 町勘萩野銅鐡店 大村屋  天あさ 
1978 町勘萩野銅鐡店 大村屋（古着） 車庫 滝島薬局 
1892 鐡物商 刺子半纏古着商 古本商 薬舗   
寿語録

 伝（塗屋） 1993 新築 2000 改装  行伝寺門前
2020 ＋川越バターテ 寿庵 小江戸漬物
1983 あいとく リッカーミシン 左同 
1978 あいとく リッカーミシン 左同 焼肉門
1892 呉服太物商 和洋紙舗 織物商 
寿語録

 伝（木露） 伝（木露） 1988 新築 2010 新築 伝（木露） 長喜院門前
2020 にっぽん CHACHACHA 中市 河村屋 遊膳 亀屋栄泉 
1983 斎たばこ店 中市 近滝 第一家電 亀屋栄泉 
1978 斎たばこ店 中市 近滝 第一家電 亀屋栄泉 
1892 提灯商 魚商 陶器漆器商 時計洋物袋物商 鰹節商  
寿語録  魚商
  中市

W25W26W27W28W29

W30W31W32
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W39W40W41W42

✖

✖
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 伝（蔵造り） 伝（蔵造り） 伝（蔵造り） 伝（木露）  伝（木露）
2020 やまわ陶舗 まちかん 深善 銀巴里 太陽堂 茶和々
1983 やまわ陶舗 まちかん 深善 銀巴里 太陽堂 富士屋
1978 やまわ陶舗 まちかん 深善 銀巴里 太陽堂 富士屋
1892 呉服商 度量枡物差鐡物商 太物卸問屋 糸繭製茶煙草問屋 洋物商
寿語録 呉服太物商  太物問屋
 足立屋山本呉服店  高山仁兵衛

 伝（木露） 2011 新築 伝（蔵造り）  伝（木露） 養寿院門前
2020 芋の蔵 新井武平商店 蔵造り資料館 ぷらっと 津久井自転車 
1983 空店 鳴海印刷 蔵造り資料館  津久井自転車
1978 旭建材 鳴海印刷 蔵造り資料館  津久井自転車
1892 玩具・荒物商 （水路） 煙草問屋（万文） 洋服洋物商  
寿語録 洋品商  煙草問屋  洋品商
 岩崎育太郎  萬屋小山文蔵  足立屋洋服舗

 伝（木露） 1992 建替え新築 伝（木露） 伝（木露） 2003 新築   2001 新築
2020 そうび 小江戸横丁 亀屋 唐麺 川越まつり会館 左同 栗原歯科
1983 商店創美 中央魚類 大畑家 唐麺 空地 島村洋品 栗原歯科 駐車場
1978 商店創美 中央魚類  北海道ラーメン 島村洋品 栗原歯科 駐車場
1892 洋物店・呉服商 和洋酒舗 運送店 魚商 小間物商 薬舗 足袋商 呉服商
寿語録  酒類販売      岸薬局
  泉屋善左衛門

 空地 伝（木露） 2003 新築 1999 新築 1999 新築 2011 改装
2020 空地 えぷろん亭 F Gallery 住宅 川越元町郵便局 急式シート 長峰園 
1983 小林印房 空店 空地  川越元町郵便局 急式シート 藤井呉服店
1978 小林印房 空店 空地 二十一番館 川越元町郵便局 急式シート 藤井呉服店
1892 玩具・荒物商 洋物舗 太物問屋 足袋商 酒店 陶器店 紙荒物店
寿語録  洋物類洋服裁縫 太物問屋
  近江屋太助 菅間正作
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 伝（蔵造り） 伝（蔵造り） 伝（蔵造り） 伝（木露）  伝（木露）
2020 やまわ陶舗 まちかん 深善 銀巴里 太陽堂 茶和々
1983 やまわ陶舗 まちかん 深善 銀巴里 太陽堂 富士屋
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寿語録 洋品商  煙草問屋  洋品商
 岩崎育太郎  萬屋小山文蔵  足立屋洋服舗

 伝（木露） 1992 建替え新築 伝（木露） 伝（木露） 2003 新築   2001 新築
2020 そうび 小江戸横丁 亀屋 唐麺 川越まつり会館 左同 栗原歯科
1983 商店創美 中央魚類 大畑家 唐麺 空地 島村洋品 栗原歯科 駐車場
1978 商店創美 中央魚類  北海道ラーメン 島村洋品 栗原歯科 駐車場
1892 洋物店・呉服商 和洋酒舗 運送店 魚商 小間物商 薬舗 足袋商 呉服商
寿語録  酒類販売      岸薬局
  泉屋善左衛門

 空地 伝（木露） 2003 新築 1999 新築 1999 新築 2011 改装
2020 空地 えぷろん亭 F Gallery 住宅 川越元町郵便局 急式シート 長峰園 
1983 小林印房 空店 空地  川越元町郵便局 急式シート 藤井呉服店
1978 小林印房 空店 空地 二十一番館 川越元町郵便局 急式シート 藤井呉服店
1892 玩具・荒物商 洋物舗 太物問屋 足袋商 酒店 陶器店 紙荒物店
寿語録  洋物類洋服裁縫 太物問屋
  近江屋太助 菅間正作
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 伝（蔵造り） 伝（蔵造り） 伝（蔵造り） 伝（木露）  伝（木露）
2020 やまわ陶舗 まちかん 深善 銀巴里 太陽堂 茶和々
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寿語録 呉服太物商  太物問屋
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 伝（木露） 2011 新築 伝（蔵造り）  伝（木露） 養寿院門前
2020 芋の蔵 新井武平商店 蔵造り資料館 ぷらっと 津久井自転車 
1983 空店 鳴海印刷 蔵造り資料館  津久井自転車
1978 旭建材 鳴海印刷 蔵造り資料館  津久井自転車
1892 玩具・荒物商 （水路） 煙草問屋（万文） 洋服洋物商  
寿語録 洋品商  煙草問屋  洋品商
 岩崎育太郎  萬屋小山文蔵  足立屋洋服舗
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2020 そうび 小江戸横丁 亀屋 唐麺 川越まつり会館 左同 栗原歯科
1983 商店創美 中央魚類 大畑家 唐麺 空地 島村洋品 栗原歯科 駐車場
1978 商店創美 中央魚類  北海道ラーメン 島村洋品 栗原歯科 駐車場
1892 洋物店・呉服商 和洋酒舗 運送店 魚商 小間物商 薬舗 足袋商 呉服商
寿語録  酒類販売      岸薬局
  泉屋善左衛門

 空地 伝（木露） 2003 新築 1999 新築 1999 新築 2011 改装
2020 空地 えぷろん亭 F Gallery 住宅 川越元町郵便局 急式シート 長峰園 
1983 小林印房 空店 空地  川越元町郵便局 急式シート 藤井呉服店
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W1W2W3W4W5W6W7

W8W9W10W11W12W13W14W15

W16W17W18W19

W20W21W22W23W24

✖

-106-

 伝（蔵造り） 伝（蔵造り） 伝（蔵造り） 伝（木露）  伝（木露）
2020 やまわ陶舗 まちかん 深善 銀巴里 太陽堂 茶和々
1983 やまわ陶舗 まちかん 深善 銀巴里 太陽堂 富士屋
1978 やまわ陶舗 まちかん 深善 銀巴里 太陽堂 富士屋
1892 呉服商 度量枡物差鐡物商 太物卸問屋 糸繭製茶煙草問屋 洋物商
寿語録 呉服太物商  太物問屋
 足立屋山本呉服店  高山仁兵衛
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1892 玩具・荒物商 （水路） 煙草問屋（万文） 洋服洋物商  
寿語録 洋品商  煙草問屋  洋品商
 岩崎育太郎  萬屋小山文蔵  足立屋洋服舗

 伝（木露） 1992 建替え新築 伝（木露） 伝（木露） 2003 新築   2001 新築
2020 そうび 小江戸横丁 亀屋 唐麺 川越まつり会館 左同 栗原歯科
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寿語録  酒類販売      岸薬局
  泉屋善左衛門

 空地 伝（木露） 2003 新築 1999 新築 1999 新築 2011 改装
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  近江屋太助 菅間正作
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 1979 新築 1988 改装  伝（蔵造り） 2006 改装 重要文化財（蔵造り） 稲荷小路
2020 観光協会 アトリエココ 住宅 布遊舎 Mio Casalo 重要文化財大澤家住宅
1983 カニヤ時計店 アトリエココ 住宅 空店 空店 小松屋履物商
1978 カニヤ時計 アトリエココ 住宅 近常商店 岩崎 小松屋履物商・自然食品
1892 足袋商・時計商 足袋商 鐡物商 酒類卸（近常） 照降商 袋物商・
寿語録

 1995 新築 2005 新築 2010 改装 2014 改装 2014 新築 左同 木造 路地
2020 金笛醤油店 杉養蜂店 Vanitoy Bagle ごま福堂 どんぐり共和国 洋品店 杉養蜂店
1983 深和商事 深宇 夢屋 油庄寝具店 駐車場 明文堂 川越自然食品
1978 深和商事 深宇 足立屋 油庄寝具店 駐車場 明文堂 駐車場
1892 筆墨文具舗 荒物商  夜具布団蚊帳綿商  書肆 時計舗
寿語録      学校用品 時計商
      明文堂書舗 阪本屋商店

 伝（木露） 2000 新築（サンクス） 伝（木露） 伝（塗屋） 左同 伝（蔵造り） 鐘撞通り 
2020 まちかん古美術 喜来々・手づくりおかき 松岡種苗 豆吉 菓寮花小路 熊重酒店
1983 まちかん古美術 ガソリンスタンド 松岡種苗 望月薬局 倉庫 熊重酒店 
1978 まちかん古物商 ガソリンスタンド 松岡タネ 望月 車庫 熊重酒店 
1892 洋物商 荒物商 種子問屋 菓子卸商 美術小間物商 和洋酒舗 
寿語録

 伝（木露）  伝（塗屋） 左同 1981 新築  1979 空地 門    広場
2020 近長豆腐処 ALPHALPHA 服部民俗資料館 菓寮花小路 ミリオン電気 美鈴 宅配便 空地  甘味喫茶かすが 埼銀ＰＰ
1983 近長青果 ALPHALPHA 服部民俗資料館 倉庫 ミリオン電気 美鈴  松屋履物  白石大工道具 埼銀駐車場
1978 近長青果 日本火災 銀羊紳士服 ミリオン  美鈴  松屋履物  白石大工道具 埼銀駐車場
1892 青物魚店 小間物商山周 照降商（山新） 薬舗 呉服商 左同 夜具布団綿商 洋服裁縫所  下駄商  足袋・煙草・パン
寿語録 乾物青物魚商 小間物化粧品 下駄傘薬種商   呉服太物商 綿類夜具布団
 近長 山周小間物舗 山田屋服部新助  麻伊呉服店 高橋栄助 繰糸針商
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E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29

✖
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 法善寺門前 1989.6 改装 1990 建替新築 駐車場 駐車場→取り壊し（）
2020  あとり絵 白石大工道具店 駐車場 駐車場
1983  相助 空き家 駐車場 太陽生命
1978  相助 蛇の目ミシン 駐車場 太陽生命
1892  袋物商 筆墨学校用具商 魚商 荒物商
寿語録  袋物商
  谷福

 1960 伝 伝（洋風）取壊→鍛冶町広場 空地 伝（蔵造り） 駐車場 仲町交差点
2020 甘栗 上州屋 左同 広場 空地 亀屋 駐車場
1983 武蔵野土地 上州屋 左同 キャバレークイーン 空店 亀屋 駐車場
1978 武蔵野土地 上州屋 左同 キャバレークイーン 福田 亀屋 明治生命
1892 畳表荒物兼馬具商 洋物商 足袋 荒物・小間物商 菓子舗 菓子舗 呉服太物商
寿語録     菓子舗 菓子舗 呉服商
     小松屋仁村福太郎 亀屋山崎嘉七 松屋呉服店

 伝（蔵造り）   伝（洋風蔵造り） 伝（RC造） 1991 取壊→プレファブ
2020 松崎スポーツ 蒟蒻しゃぼん 布遊舎 カフェ・エルヴァート 保苅歯科 やきとりエース
1983 松崎スポーツ 松崎スポーツ 駐車場 骨董店 キャバレー やきとりエース
1978 松崎スポーツ 松崎スポーツ  櫻井銃砲店 キャバレー やきとりエース
1892 砂糖粉名鰹節商 印刻師・煙草商 紙類筆硯学校用品商 鉄砲洋物自転車店 呉服太物商 和洋紙舗
寿語録 粉名砂糖鰹節塩   銃砲火薬洋品店 呉服太物商
 松崎屋徳次郎   櫻井半造 山田屋吉右衛門

 駐車場 伝（洋風） 伝（蔵造り） 2012 新築 ←伝 伝（洋風 9 法善寺参道
2020 りそな駐車場 埼玉りそな銀行 蔵造りもなか 玉屋  ぽ（袋物） 聞信会館 
1983 埼銀駐車場 埼玉銀行 蔵造りもなか 杉田家 国際電気 高健電気 近亀  
1978 埼銀駐車場 埼玉銀行 本陣古物 杉田家 国際電気  近亀  
1892 足袋・布団 第 85 銀行・陶器・洋物商 呉服太物卸問屋 箪笥商 足袋  美術貴金属商
寿語録  陶器類御盃焼付所 太物問屋    時計商 
  小高盃店 小林伍平    近亀 
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E35 E36 E37 E38 E39
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✖
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 1979 新築 1988 改装  伝（蔵造り） 2006 改装 重要文化財（蔵造り） 稲荷小路
2020 観光協会 アトリエココ 住宅 布遊舎 Mio Casalo 重要文化財大澤家住宅
1983 カニヤ時計店 アトリエココ 住宅 空店 空店 小松屋履物商
1978 カニヤ時計 アトリエココ 住宅 近常商店 岩崎 小松屋履物商・自然食品
1892 足袋商・時計商 足袋商 鐡物商 酒類卸（近常） 照降商 袋物商・
寿語録

 1995 新築 2005 新築 2010 改装 2014 改装 2014 新築 左同 木造 路地
2020 金笛醤油店 杉養蜂店 Vanitoy Bagle ごま福堂 どんぐり共和国 洋品店 杉養蜂店
1983 深和商事 深宇 夢屋 油庄寝具店 駐車場 明文堂 川越自然食品
1978 深和商事 深宇 足立屋 油庄寝具店 駐車場 明文堂 駐車場
1892 筆墨文具舗 荒物商  夜具布団蚊帳綿商  書肆 時計舗
寿語録      学校用品 時計商
      明文堂書舗 阪本屋商店

 伝（木露） 2000 新築（サンクス） 伝（木露） 伝（塗屋） 左同 伝（蔵造り） 鐘撞通り 
2020 まちかん古美術 喜来々・手づくりおかき 松岡種苗 豆吉 菓寮花小路 熊重酒店
1983 まちかん古美術 ガソリンスタンド 松岡種苗 望月薬局 倉庫 熊重酒店 
1978 まちかん古物商 ガソリンスタンド 松岡タネ 望月 車庫 熊重酒店 
1892 洋物商 荒物商 種子問屋 菓子卸商 美術小間物商 和洋酒舗 
寿語録

 伝（木露）  伝（塗屋） 左同 1981 新築  1979 空地 門    広場
2020 近長豆腐処 ALPHALPHA 服部民俗資料館 菓寮花小路 ミリオン電気 美鈴 宅配便 空地  甘味喫茶かすが 埼銀ＰＰ
1983 近長青果 ALPHALPHA 服部民俗資料館 倉庫 ミリオン電気 美鈴  松屋履物  白石大工道具 埼銀駐車場
1978 近長青果 日本火災 銀羊紳士服 ミリオン  美鈴  松屋履物  白石大工道具 埼銀駐車場
1892 青物魚店 小間物商山周 照降商（山新） 薬舗 呉服商 左同 夜具布団綿商 洋服裁縫所  下駄商  足袋・煙草・パン
寿語録 乾物青物魚商 小間物化粧品 下駄傘薬種商   呉服太物商 綿類夜具布団
 近長 山周小間物舗 山田屋服部新助  麻伊呉服店 高橋栄助 繰糸針商
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✖
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 1979 新築 1988 改装  伝（蔵造り） 2006 改装 重要文化財（蔵造り） 稲荷小路
2020 観光協会 アトリエココ 住宅 布遊舎 Mio Casalo 重要文化財大澤家住宅
1983 カニヤ時計店 アトリエココ 住宅 空店 空店 小松屋履物商
1978 カニヤ時計 アトリエココ 住宅 近常商店 岩崎 小松屋履物商・自然食品
1892 足袋商・時計商 足袋商 鐡物商 酒類卸（近常） 照降商 袋物商・
寿語録

 1995 新築 2005 新築 2010 改装 2014 改装 2014 新築 左同 木造 路地
2020 金笛醤油店 杉養蜂店 Vanitoy Bagle ごま福堂 どんぐり共和国 洋品店 杉養蜂店
1983 深和商事 深宇 夢屋 油庄寝具店 駐車場 明文堂 川越自然食品
1978 深和商事 深宇 足立屋 油庄寝具店 駐車場 明文堂 駐車場
1892 筆墨文具舗 荒物商  夜具布団蚊帳綿商  書肆 時計舗
寿語録      学校用品 時計商
      明文堂書舗 阪本屋商店

 伝（木露） 2000 新築（サンクス） 伝（木露） 伝（塗屋） 左同 伝（蔵造り） 鐘撞通り 
2020 まちかん古美術 喜来々・手づくりおかき 松岡種苗 豆吉 菓寮花小路 熊重酒店
1983 まちかん古美術 ガソリンスタンド 松岡種苗 望月薬局 倉庫 熊重酒店 
1978 まちかん古物商 ガソリンスタンド 松岡タネ 望月 車庫 熊重酒店 
1892 洋物商 荒物商 種子問屋 菓子卸商 美術小間物商 和洋酒舗 
寿語録

 伝（木露）  伝（塗屋） 左同 1981 新築  1979 空地 門    広場
2020 近長豆腐処 ALPHALPHA 服部民俗資料館 菓寮花小路 ミリオン電気 美鈴 宅配便 空地  甘味喫茶かすが 埼銀ＰＰ
1983 近長青果 ALPHALPHA 服部民俗資料館 倉庫 ミリオン電気 美鈴  松屋履物  白石大工道具 埼銀駐車場
1978 近長青果 日本火災 銀羊紳士服 ミリオン  美鈴  松屋履物  白石大工道具 埼銀駐車場
1892 青物魚店 小間物商山周 照降商（山新） 薬舗 呉服商 左同 夜具布団綿商 洋服裁縫所  下駄商  足袋・煙草・パン
寿語録 乾物青物魚商 小間物化粧品 下駄傘薬種商   呉服太物商 綿類夜具布団
 近長 山周小間物舗 山田屋服部新助  麻伊呉服店 高橋栄助 繰糸針商
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✖

-103-

 1979 新築 1988 改装  伝（蔵造り） 2006 改装 重要文化財（蔵造り） 稲荷小路
2020 観光協会 アトリエココ 住宅 布遊舎 Mio Casalo 重要文化財大澤家住宅
1983 カニヤ時計店 アトリエココ 住宅 空店 空店 小松屋履物商
1978 カニヤ時計 アトリエココ 住宅 近常商店 岩崎 小松屋履物商・自然食品
1892 足袋商・時計商 足袋商 鐡物商 酒類卸（近常） 照降商 袋物商・
寿語録

 1995 新築 2005 新築 2010 改装 2014 改装 2014 新築 左同 木造 路地
2020 金笛醤油店 杉養蜂店 Vanitoy Bagle ごま福堂 どんぐり共和国 洋品店 杉養蜂店
1983 深和商事 深宇 夢屋 油庄寝具店 駐車場 明文堂 川越自然食品
1978 深和商事 深宇 足立屋 油庄寝具店 駐車場 明文堂 駐車場
1892 筆墨文具舗 荒物商  夜具布団蚊帳綿商  書肆 時計舗
寿語録      学校用品 時計商
      明文堂書舗 阪本屋商店

 伝（木露） 2000 新築（サンクス） 伝（木露） 伝（塗屋） 左同 伝（蔵造り） 鐘撞通り 
2020 まちかん古美術 喜来々・手づくりおかき 松岡種苗 豆吉 菓寮花小路 熊重酒店
1983 まちかん古美術 ガソリンスタンド 松岡種苗 望月薬局 倉庫 熊重酒店 
1978 まちかん古物商 ガソリンスタンド 松岡タネ 望月 車庫 熊重酒店 
1892 洋物商 荒物商 種子問屋 菓子卸商 美術小間物商 和洋酒舗 
寿語録

 伝（木露）  伝（塗屋） 左同 1981 新築  1979 空地 門    広場
2020 近長豆腐処 ALPHALPHA 服部民俗資料館 菓寮花小路 ミリオン電気 美鈴 宅配便 空地  甘味喫茶かすが 埼銀ＰＰ
1983 近長青果 ALPHALPHA 服部民俗資料館 倉庫 ミリオン電気 美鈴  松屋履物  白石大工道具 埼銀駐車場
1978 近長青果 日本火災 銀羊紳士服 ミリオン  美鈴  松屋履物  白石大工道具 埼銀駐車場
1892 青物魚店 小間物商山周 照降商（山新） 薬舗 呉服商 左同 夜具布団綿商 洋服裁縫所  下駄商  足袋・煙草・パン
寿語録 乾物青物魚商 小間物化粧品 下駄傘薬種商   呉服太物商 綿類夜具布団
 近長 山周小間物舗 山田屋服部新助  麻伊呉服店 高橋栄助 繰糸針商

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14

E15 E16 E17 E18 E19

E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29

✖
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 法善寺門前 1989.6 改装 1990 建替新築 駐車場 駐車場→取り壊し（）
2020  あとり絵 白石大工道具店 駐車場 駐車場
1983  相助 空き家 駐車場 太陽生命
1978  相助 蛇の目ミシン 駐車場 太陽生命
1892  袋物商 筆墨学校用具商 魚商 荒物商
寿語録  袋物商
  谷福

 1960 伝 伝（洋風）取壊→鍛冶町広場 空地 伝（蔵造り） 駐車場 仲町交差点
2020 甘栗 上州屋 左同 広場 空地 亀屋 駐車場
1983 武蔵野土地 上州屋 左同 キャバレークイーン 空店 亀屋 駐車場
1978 武蔵野土地 上州屋 左同 キャバレークイーン 福田 亀屋 明治生命
1892 畳表荒物兼馬具商 洋物商 足袋 荒物・小間物商 菓子舗 菓子舗 呉服太物商
寿語録     菓子舗 菓子舗 呉服商
     小松屋仁村福太郎 亀屋山崎嘉七 松屋呉服店

 伝（蔵造り）   伝（洋風蔵造り） 伝（RC造） 1991 取壊→プレファブ
2020 松崎スポーツ 蒟蒻しゃぼん 布遊舎 カフェ・エルヴァート 保苅歯科 やきとりエース
1983 松崎スポーツ 松崎スポーツ 駐車場 骨董店 キャバレー やきとりエース
1978 松崎スポーツ 松崎スポーツ  櫻井銃砲店 キャバレー やきとりエース
1892 砂糖粉名鰹節商 印刻師・煙草商 紙類筆硯学校用品商 鉄砲洋物自転車店 呉服太物商 和洋紙舗
寿語録 粉名砂糖鰹節塩   銃砲火薬洋品店 呉服太物商
 松崎屋徳次郎   櫻井半造 山田屋吉右衛門

 駐車場 伝（洋風） 伝（蔵造り） 2012 新築 ←伝 伝（洋風 9 法善寺参道
2020 りそな駐車場 埼玉りそな銀行 蔵造りもなか 玉屋  ぽ（袋物） 聞信会館 
1983 埼銀駐車場 埼玉銀行 蔵造りもなか 杉田家 国際電気 高健電気 近亀  
1978 埼銀駐車場 埼玉銀行 本陣古物 杉田家 国際電気  近亀  
1892 足袋・布団 第 85 銀行・陶器・洋物商 呉服太物卸問屋 箪笥商 足袋  美術貴金属商
寿語録  陶器類御盃焼付所 太物問屋    時計商 
  小高盃店 小林伍平    近亀 
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 法善寺門前 1989.6 改装 1990 建替新築 駐車場 駐車場→取り壊し（）
2020  あとり絵 白石大工道具店 駐車場 駐車場
1983  相助 空き家 駐車場 太陽生命
1978  相助 蛇の目ミシン 駐車場 太陽生命
1892  袋物商 筆墨学校用具商 魚商 荒物商
寿語録  袋物商
  谷福

 1960 伝 伝（洋風）取壊→鍛冶町広場 空地 伝（蔵造り） 駐車場 仲町交差点
2020 甘栗 上州屋 左同 広場 空地 亀屋 駐車場
1983 武蔵野土地 上州屋 左同 キャバレークイーン 空店 亀屋 駐車場
1978 武蔵野土地 上州屋 左同 キャバレークイーン 福田 亀屋 明治生命
1892 畳表荒物兼馬具商 洋物商 足袋 荒物・小間物商 菓子舗 菓子舗 呉服太物商
寿語録     菓子舗 菓子舗 呉服商
     小松屋仁村福太郎 亀屋山崎嘉七 松屋呉服店

 伝（蔵造り）   伝（洋風蔵造り） 伝（RC造） 1991 取壊→プレファブ
2020 松崎スポーツ 蒟蒻しゃぼん 布遊舎 カフェ・エルヴァート 保苅歯科 やきとりエース
1983 松崎スポーツ 松崎スポーツ 駐車場 骨董店 キャバレー やきとりエース
1978 松崎スポーツ 松崎スポーツ  櫻井銃砲店 キャバレー やきとりエース
1892 砂糖粉名鰹節商 印刻師・煙草商 紙類筆硯学校用品商 鉄砲洋物自転車店 呉服太物商 和洋紙舗
寿語録 粉名砂糖鰹節塩   銃砲火薬洋品店 呉服太物商
 松崎屋徳次郎   櫻井半造 山田屋吉右衛門

 駐車場 伝（洋風） 伝（蔵造り） 2012 新築 ←伝 伝（洋風 9 法善寺参道
2020 りそな駐車場 埼玉りそな銀行 蔵造りもなか 玉屋  ぽ（袋物） 聞信会館 
1983 埼銀駐車場 埼玉銀行 蔵造りもなか 杉田家 国際電気 高健電気 近亀  
1978 埼銀駐車場 埼玉銀行 本陣古物 杉田家 国際電気  近亀  
1892 足袋・布団 第 85 銀行・陶器・洋物商 呉服太物卸問屋 箪笥商 足袋  美術貴金属商
寿語録  陶器類御盃焼付所 太物問屋    時計商 
  小高盃店 小林伍平    近亀 
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 伝（洋木） 伝（木露） 1985 新築 駐車場 2016 新 伝（木露） 2008 改装 2013 新築
2020  右門 西川会計  川越ショコラ 空店 神田呉服 椿の蔵
1983 オカダ 市野屋（仏具） 西川 豊月人形 かすや 松崎薬局 神田呉服 住宅
1978 オカダ 市野屋（仏具） 西川 豊月人形 かすや 松崎薬局 神田呉服 住宅
1892 米穀問屋 太物商 照降商 陶器商 足袋商 太物商  呉服太物店
寿語録    陶器商
    釡屋武助

 伝（木露） 伝（木露） 修（木露） 駐車場 路地
2020 町勘萩野銅鐡店 川越プリン Kashichi 天あさ
1983 町勘萩野銅鐡店 大村屋  天あさ 
1978 町勘萩野銅鐡店 大村屋（古着） 車庫 滝島薬局 
1892 鐡物商 刺子半纏古着商 古本商 薬舗   
寿語録

 伝（塗屋） 1993 新築 2000 改装  行伝寺門前
2020 ＋川越バターテ 寿庵 小江戸漬物
1983 あいとく リッカーミシン 左同 
1978 あいとく リッカーミシン 左同 焼肉門
1892 呉服太物商 和洋紙舗 織物商 
寿語録

 伝（木露） 伝（木露） 1988 新築 2010 新築 伝（木露） 長喜院門前
2020 にっぽん CHACHACHA 中市 河村屋 遊膳 亀屋栄泉 
1983 斎たばこ店 中市 近滝 第一家電 亀屋栄泉 
1978 斎たばこ店 中市 近滝 第一家電 亀屋栄泉 
1892 提灯商 魚商 陶器漆器商 時計洋物袋物商 鰹節商  
寿語録  魚商
  中市
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 伝（蔵造り） 伝（蔵造り） 伝（蔵造り） 伝（木露）  伝（木露）
2020 やまわ陶舗 まちかん 深善 銀巴里 太陽堂 茶和々
1983 やまわ陶舗 まちかん 深善 銀巴里 太陽堂 富士屋
1978 やまわ陶舗 まちかん 深善 銀巴里 太陽堂 富士屋
1892 呉服商 度量枡物差鐡物商 太物卸問屋 糸繭製茶煙草問屋 洋物商
寿語録 呉服太物商  太物問屋
 足立屋山本呉服店  高山仁兵衛

 伝（木露） 2011 新築 伝（蔵造り）  伝（木露） 養寿院門前
2020 芋の蔵 新井武平商店 蔵造り資料館 ぷらっと 津久井自転車 
1983 空店 鳴海印刷 蔵造り資料館  津久井自転車
1978 旭建材 鳴海印刷 蔵造り資料館  津久井自転車
1892 玩具・荒物商 （水路） 煙草問屋（万文） 洋服洋物商  
寿語録 洋品商  煙草問屋  洋品商
 岩崎育太郎  萬屋小山文蔵  足立屋洋服舗

 伝（木露） 1992 建替え新築 伝（木露） 伝（木露） 2003 新築   2001 新築
2020 そうび 小江戸横丁 亀屋 唐麺 川越まつり会館 左同 栗原歯科
1983 商店創美 中央魚類 大畑家 唐麺 空地 島村洋品 栗原歯科 駐車場
1978 商店創美 中央魚類  北海道ラーメン 島村洋品 栗原歯科 駐車場
1892 洋物店・呉服商 和洋酒舗 運送店 魚商 小間物商 薬舗 足袋商 呉服商
寿語録  酒類販売      岸薬局
  泉屋善左衛門

 空地 伝（木露） 2003 新築 1999 新築 1999 新築 2011 改装
2020 空地 えぷろん亭 F Gallery 住宅 川越元町郵便局 急式シート 長峰園 
1983 小林印房 空店 空地  川越元町郵便局 急式シート 藤井呉服店
1978 小林印房 空店 空地 二十一番館 川越元町郵便局 急式シート 藤井呉服店
1892 玩具・荒物商 洋物舗 太物問屋 足袋商 酒店 陶器店 紙荒物店
寿語録  洋物類洋服裁縫 太物問屋
  近江屋太助 菅間正作
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2020 やまわ陶舗 まちかん 深善 銀巴里 太陽堂 茶和々
1983 やまわ陶舗 まちかん 深善 銀巴里 太陽堂 富士屋
1978 やまわ陶舗 まちかん 深善 銀巴里 太陽堂 富士屋
1892 呉服商 度量枡物差鐡物商 太物卸問屋 糸繭製茶煙草問屋 洋物商
寿語録 呉服太物商  太物問屋
 足立屋山本呉服店  高山仁兵衛

 伝（木露） 2011 新築 伝（蔵造り）  伝（木露） 養寿院門前
2020 芋の蔵 新井武平商店 蔵造り資料館 ぷらっと 津久井自転車 
1983 空店 鳴海印刷 蔵造り資料館  津久井自転車
1978 旭建材 鳴海印刷 蔵造り資料館  津久井自転車
1892 玩具・荒物商 （水路） 煙草問屋（万文） 洋服洋物商  
寿語録 洋品商  煙草問屋  洋品商
 岩崎育太郎  萬屋小山文蔵  足立屋洋服舗

 伝（木露） 1992 建替え新築 伝（木露） 伝（木露） 2003 新築   2001 新築
2020 そうび 小江戸横丁 亀屋 唐麺 川越まつり会館 左同 栗原歯科
1983 商店創美 中央魚類 大畑家 唐麺 空地 島村洋品 栗原歯科 駐車場
1978 商店創美 中央魚類  北海道ラーメン 島村洋品 栗原歯科 駐車場
1892 洋物店・呉服商 和洋酒舗 運送店 魚商 小間物商 薬舗 足袋商 呉服商
寿語録  酒類販売      岸薬局
  泉屋善左衛門

 空地 伝（木露） 2003 新築 1999 新築 1999 新築 2011 改装
2020 空地 えぷろん亭 F Gallery 住宅 川越元町郵便局 急式シート 長峰園 
1983 小林印房 空店 空地  川越元町郵便局 急式シート 藤井呉服店
1978 小林印房 空店 空地 二十一番館 川越元町郵便局 急式シート 藤井呉服店
1892 玩具・荒物商 洋物舗 太物問屋 足袋商 酒店 陶器店 紙荒物店
寿語録  洋物類洋服裁縫 太物問屋
  近江屋太助 菅間正作
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✖
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 伝（蔵造り） 伝（蔵造り） 伝（蔵造り） 伝（木露）  伝（木露）
2020 やまわ陶舗 まちかん 深善 銀巴里 太陽堂 茶和々
1983 やまわ陶舗 まちかん 深善 銀巴里 太陽堂 富士屋
1978 やまわ陶舗 まちかん 深善 銀巴里 太陽堂 富士屋
1892 呉服商 度量枡物差鐡物商 太物卸問屋 糸繭製茶煙草問屋 洋物商
寿語録 呉服太物商  太物問屋
 足立屋山本呉服店  高山仁兵衛

 伝（木露） 2011 新築 伝（蔵造り）  伝（木露） 養寿院門前
2020 芋の蔵 新井武平商店 蔵造り資料館 ぷらっと 津久井自転車 
1983 空店 鳴海印刷 蔵造り資料館  津久井自転車
1978 旭建材 鳴海印刷 蔵造り資料館  津久井自転車
1892 玩具・荒物商 （水路） 煙草問屋（万文） 洋服洋物商  
寿語録 洋品商  煙草問屋  洋品商
 岩崎育太郎  萬屋小山文蔵  足立屋洋服舗

 伝（木露） 1992 建替え新築 伝（木露） 伝（木露） 2003 新築   2001 新築
2020 そうび 小江戸横丁 亀屋 唐麺 川越まつり会館 左同 栗原歯科
1983 商店創美 中央魚類 大畑家 唐麺 空地 島村洋品 栗原歯科 駐車場
1978 商店創美 中央魚類  北海道ラーメン 島村洋品 栗原歯科 駐車場
1892 洋物店・呉服商 和洋酒舗 運送店 魚商 小間物商 薬舗 足袋商 呉服商
寿語録  酒類販売      岸薬局
  泉屋善左衛門

 空地 伝（木露） 2003 新築 1999 新築 1999 新築 2011 改装
2020 空地 えぷろん亭 F Gallery 住宅 川越元町郵便局 急式シート 長峰園 
1983 小林印房 空店 空地  川越元町郵便局 急式シート 藤井呉服店
1978 小林印房 空店 空地 二十一番館 川越元町郵便局 急式シート 藤井呉服店
1892 玩具・荒物商 洋物舗 太物問屋 足袋商 酒店 陶器店 紙荒物店
寿語録  洋物類洋服裁縫 太物問屋
  近江屋太助 菅間正作
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W20W21W22W23W24

✖

★ ★

★ ★

★ ★ ★



-105-

 伝（洋木） 伝（木露） 1985 新築 駐車場 2016 新 伝（木露） 2008 改装 2013 新築
2020  右門 西川会計  川越ショコラ 空店 神田呉服 椿の蔵
1983 オカダ 市野屋（仏具） 西川 豊月人形 かすや 松崎薬局 神田呉服 住宅
1978 オカダ 市野屋（仏具） 西川 豊月人形 かすや 松崎薬局 神田呉服 住宅
1892 米穀問屋 太物商 照降商 陶器商 足袋商 太物商  呉服太物店
寿語録    陶器商
    釡屋武助

 伝（木露） 伝（木露） 修（木露） 駐車場 路地
2020 町勘萩野銅鐡店 川越プリン Kashichi 天あさ
1983 町勘萩野銅鐡店 大村屋  天あさ 
1978 町勘萩野銅鐡店 大村屋（古着） 車庫 滝島薬局 
1892 鐡物商 刺子半纏古着商 古本商 薬舗   
寿語録

 伝（塗屋） 1993 新築 2000 改装  行伝寺門前
2020 ＋川越バターテ 寿庵 小江戸漬物
1983 あいとく リッカーミシン 左同 
1978 あいとく リッカーミシン 左同 焼肉門
1892 呉服太物商 和洋紙舗 織物商 
寿語録

 伝（木露） 伝（木露） 1988 新築 2010 新築 伝（木露） 長喜院門前
2020 にっぽん CHACHACHA 中市 河村屋 遊膳 亀屋栄泉 
1983 斎たばこ店 中市 近滝 第一家電 亀屋栄泉 
1978 斎たばこ店 中市 近滝 第一家電 亀屋栄泉 
1892 提灯商 魚商 陶器漆器商 時計洋物袋物商 鰹節商  
寿語録  魚商
  中市
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W30W31W32
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W39W40W41W42

✖

✖
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 法善寺門前 1989.6 改装 1990 建替新築 駐車場 駐車場→取り壊し（）
2020  あとり絵 白石大工道具店 駐車場 駐車場
1983  相助 空き家 駐車場 太陽生命
1978  相助 蛇の目ミシン 駐車場 太陽生命
1892  袋物商 筆墨学校用具商 魚商 荒物商
寿語録  袋物商
  谷福

 1960 伝 伝（洋風）取壊→鍛冶町広場 空地 伝（蔵造り） 駐車場 仲町交差点
2020 甘栗 上州屋 左同 広場 空地 亀屋 駐車場
1983 武蔵野土地 上州屋 左同 キャバレークイーン 空店 亀屋 駐車場
1978 武蔵野土地 上州屋 左同 キャバレークイーン 福田 亀屋 明治生命
1892 畳表荒物兼馬具商 洋物商 足袋 荒物・小間物商 菓子舗 菓子舗 呉服太物商
寿語録     菓子舗 菓子舗 呉服商
     小松屋仁村福太郎 亀屋山崎嘉七 松屋呉服店

 伝（蔵造り）   伝（洋風蔵造り） 伝（RC造） 1991 取壊→プレファブ
2020 松崎スポーツ 蒟蒻しゃぼん 布遊舎 カフェ・エルヴァート 保苅歯科 やきとりエース
1983 松崎スポーツ 松崎スポーツ 駐車場 骨董店 キャバレー やきとりエース
1978 松崎スポーツ 松崎スポーツ  櫻井銃砲店 キャバレー やきとりエース
1892 砂糖粉名鰹節商 印刻師・煙草商 紙類筆硯学校用品商 鉄砲洋物自転車店 呉服太物商 和洋紙舗
寿語録 粉名砂糖鰹節塩   銃砲火薬洋品店 呉服太物商
 松崎屋徳次郎   櫻井半造 山田屋吉右衛門

 駐車場 伝（洋風） 伝（蔵造り） 2012 新築 ←伝 伝（洋風 9 法善寺参道
2020 りそな駐車場 埼玉りそな銀行 蔵造りもなか 玉屋  ぽ（袋物） 聞信会館 
1983 埼銀駐車場 埼玉銀行 蔵造りもなか 杉田家 国際電気 高健電気 近亀  
1978 埼銀駐車場 埼玉銀行 本陣古物 杉田家 国際電気  近亀  
1892 足袋・布団 第 85 銀行・陶器・洋物商 呉服太物卸問屋 箪笥商 足袋  美術貴金属商
寿語録  陶器類御盃焼付所 太物問屋    時計商 
  小高盃店 小林伍平    近亀 
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✖
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 伝（洋木） 伝（木露） 1985 新築 駐車場 2016 新 伝（木露） 2008 改装 2013 新築
2020  右門 西川会計  川越ショコラ 空店 神田呉服 椿の蔵
1983 オカダ 市野屋（仏具） 西川 豊月人形 かすや 松崎薬局 神田呉服 住宅
1978 オカダ 市野屋（仏具） 西川 豊月人形 かすや 松崎薬局 神田呉服 住宅
1892 米穀問屋 太物商 照降商 陶器商 足袋商 太物商  呉服太物店
寿語録    陶器商
    釡屋武助

 伝（木露） 伝（木露） 修（木露） 駐車場 路地
2020 町勘萩野銅鐡店 川越プリン Kashichi 天あさ
1983 町勘萩野銅鐡店 大村屋  天あさ 
1978 町勘萩野銅鐡店 大村屋（古着） 車庫 滝島薬局 
1892 鐡物商 刺子半纏古着商 古本商 薬舗   
寿語録

 伝（塗屋） 1993 新築 2000 改装  行伝寺門前
2020 ＋川越バターテ 寿庵 小江戸漬物
1983 あいとく リッカーミシン 左同 
1978 あいとく リッカーミシン 左同 焼肉門
1892 呉服太物商 和洋紙舗 織物商 
寿語録

 伝（木露） 伝（木露） 1988 新築 2010 新築 伝（木露） 長喜院門前
2020 にっぽん CHACHACHA 中市 河村屋 遊膳 亀屋栄泉 
1983 斎たばこ店 中市 近滝 第一家電 亀屋栄泉 
1978 斎たばこ店 中市 近滝 第一家電 亀屋栄泉 
1892 提灯商 魚商 陶器漆器商 時計洋物袋物商 鰹節商  
寿語録  魚商
  中市
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 伝（洋木） 伝（木露） 1985 新築 駐車場 2016 新 伝（木露） 2008 改装 2013 新築
2020  右門 西川会計  川越ショコラ 空店 神田呉服 椿の蔵
1983 オカダ 市野屋（仏具） 西川 豊月人形 かすや 松崎薬局 神田呉服 住宅
1978 オカダ 市野屋（仏具） 西川 豊月人形 かすや 松崎薬局 神田呉服 住宅
1892 米穀問屋 太物商 照降商 陶器商 足袋商 太物商  呉服太物店
寿語録    陶器商
    釡屋武助

 伝（木露） 伝（木露） 修（木露） 駐車場 路地
2020 町勘萩野銅鐡店 川越プリン Kashichi 天あさ
1983 町勘萩野銅鐡店 大村屋  天あさ 
1978 町勘萩野銅鐡店 大村屋（古着） 車庫 滝島薬局 
1892 鐡物商 刺子半纏古着商 古本商 薬舗   
寿語録

 伝（塗屋） 1993 新築 2000 改装  行伝寺門前
2020 ＋川越バターテ 寿庵 小江戸漬物
1983 あいとく リッカーミシン 左同 
1978 あいとく リッカーミシン 左同 焼肉門
1892 呉服太物商 和洋紙舗 織物商 
寿語録

 伝（木露） 伝（木露） 1988 新築 2010 新築 伝（木露） 長喜院門前
2020 にっぽん CHACHACHA 中市 河村屋 遊膳 亀屋栄泉 
1983 斎たばこ店 中市 近滝 第一家電 亀屋栄泉 
1978 斎たばこ店 中市 近滝 第一家電 亀屋栄泉 
1892 提灯商 魚商 陶器漆器商 時計洋物袋物商 鰹節商  
寿語録  魚商
  中市
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✖
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 伝（洋木） 伝（木露） 1985 新築 駐車場 2016 新 伝（木露） 2008 改装 2013 新築
2020  右門 西川会計  川越ショコラ 空店 神田呉服 椿の蔵
1983 オカダ 市野屋（仏具） 西川 豊月人形 かすや 松崎薬局 神田呉服 住宅
1978 オカダ 市野屋（仏具） 西川 豊月人形 かすや 松崎薬局 神田呉服 住宅
1892 米穀問屋 太物商 照降商 陶器商 足袋商 太物商  呉服太物店
寿語録    陶器商
    釡屋武助

 伝（木露） 伝（木露） 修（木露） 駐車場 路地
2020 町勘萩野銅鐡店 川越プリン Kashichi 天あさ
1983 町勘萩野銅鐡店 大村屋  天あさ 
1978 町勘萩野銅鐡店 大村屋（古着） 車庫 滝島薬局 
1892 鐡物商 刺子半纏古着商 古本商 薬舗   
寿語録

 伝（塗屋） 1993 新築 2000 改装  行伝寺門前
2020 ＋川越バターテ 寿庵 小江戸漬物
1983 あいとく リッカーミシン 左同 
1978 あいとく リッカーミシン 左同 焼肉門
1892 呉服太物商 和洋紙舗 織物商 
寿語録

 伝（木露） 伝（木露） 1988 新築 2010 新築 伝（木露） 長喜院門前
2020 にっぽん CHACHACHA 中市 河村屋 遊膳 亀屋栄泉 
1983 斎たばこ店 中市 近滝 第一家電 亀屋栄泉 
1978 斎たばこ店 中市 近滝 第一家電 亀屋栄泉 
1892 提灯商 魚商 陶器漆器商 時計洋物袋物商 鰹節商  
寿語録  魚商
  中市
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 伝（蔵造り） 伝（蔵造り） 伝（蔵造り） 伝（木露）  伝（木露）
2020 やまわ陶舗 まちかん 深善 銀巴里 太陽堂 茶和々
1983 やまわ陶舗 まちかん 深善 銀巴里 太陽堂 富士屋
1978 やまわ陶舗 まちかん 深善 銀巴里 太陽堂 富士屋
1892 呉服商 度量枡物差鐡物商 太物卸問屋 糸繭製茶煙草問屋 洋物商
寿語録 呉服太物商  太物問屋
 足立屋山本呉服店  高山仁兵衛

 伝（木露） 2011 新築 伝（蔵造り）  伝（木露） 養寿院門前
2020 芋の蔵 新井武平商店 蔵造り資料館 ぷらっと 津久井自転車 
1983 空店 鳴海印刷 蔵造り資料館  津久井自転車
1978 旭建材 鳴海印刷 蔵造り資料館  津久井自転車
1892 玩具・荒物商 （水路） 煙草問屋（万文） 洋服洋物商  
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★ ★

★ ★

★ ★ ★

1.少なくとも、伝統的建物への視線、伝統
的建物の環境を犯さない 

2.伝統的建物を安易に真似ない。伝統的構
法に拠るときは、それに正確に従う 

3.そうでなければ、現代建築としてすぐれた
デザインをめざす



現行町づくり規範では・・・

24. 職住一体 26. 個人商店が集まって
商店街をつくる 

39. 基本としての個人商
店
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都市 K. 点的施設を配置する・。・(4)

39. ライフスタイルを商う

　ポスト・インバウンドの一番街の商業のあり方は？

✥✥✥

　地域の伝統的なライフスタイルに根ざしつつ、日本・世界の良きものを組み合わせ、新
しいライフスタイルを発信・提案する商いに取り組む。いきで古風な川越商業の特質を受
け継ぎ、発展させる。そこで商う質と趣味は厳しく選び抜き、「川越感覚」を磨き上げる。

1988 年 4 月 14 日町並み委員会決定／ 2021 年 2月 7日：タイトル・問題提起・結論改定、説明追加



ここ数年の動きと課題

• シビックセンターの整備が進んだ 

• 伝統的な建物を活用したお店ができ始めた 

＊＊＊ 

① 伝統的な建物を活用したいという「需要」が高まっている（小諸はモテ期に
入った）が、「供給」が乏しい 

② 大型の建物（大型の町家、酒蔵・・・）を使いこなすことがむずかしい。空
地の活用も難題だ 

③ 建物を活用する人へ手渡していくわけだが、将来にわたり伝統的な建物の価
値を損なわないようにしたい 

④ 重伝建地区導入への機運が高まってきた 
が、重伝建地区は規制が厳しく、活性化の阻害するという意見も根強い

あせらず、態勢（体制）を整えよう
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中心市街地の役割を再確認し、物販店以外の多様な土
地・建物の使い道を考えよう

๏ この問題にはふたつの側面（特に空地について） 

• 特に空地の発生は、多くの中心市街地、とくに歴史的町並みに共通の課題
で、これをどのように埋めていくか？ 

• 埋めるといっても、①どのように使うのか（どのような施設・機能で使うの
か？、そもそも必要なことなのか？、②必要な使い道があったとして、どの
ような仕組みで作るのか（誰が？、資金調達・・・）
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2006.12 
A 街区竣工

2007.7 
札の辻：ガラスドーム

2010.7 
BC 街区竣工

2001.3： A街区市街地再開発事業都市計画決定 
2003.10：都市再生特別措置法緊急整備地域 
2003.7： 範囲拡大 
2004.1： 都市再生特別地区（A街区、内町地区） 
2006.6： タウンマネジメント・プログラム決定 
2007.5： 中心市街地活性化基本計画・認定 
2008.3： 地区計画決定2011.3 

新アーケード完成

2012.4 
G 街区竣工



讃岐にようこそ 
街にようこそ
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Klasse ➌  
食と道具

Klasse ➍  
ギャラリー

Klasse ➎  
ミニギャラリー Klasse ➏  

手仕事・民芸

Klasse ➌  
食と道具：キッチンKlasse➊  

時を憩う： 
カフェ

Klasse ➐  
鳥と植物

Klasse ➋  
生活道具：ファッション

Offene Klasse  
庭マルシェ
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12.15 Steel Factory 槇塚登展（～ 12.24）：高松市で鉄工所を営みながら、
アーティストとしても活躍をつづける槙塚登
さんによる展示。瀬戸内生活工芸祭でひとき
わ目をひいていた「小屋」を再現。人気の灯
台バッジをはじめ、アクセサリーや小物が並
ぶ。薪ストーブも、もちろん槙塚さん作。
1.12 IFUJI MASASHI exhibition（～ 1.20）：
シェーカーの道具や家具の製作を行っている
井藤昌志さんの展示会。代表作「オーバルボックス」がずらり。シェーカー
の単純な再現だけでなく工夫を凝らした家具も。井藤さんは全日程在廊。
2.13 a.（エードット）春夏コレクション（～ 2.17）：テーマは『ちょっと
よく見えるのが好き』『気張らない着やすい服』『さりげないけどいい感じ
に見える』。初日は大橋歩さんも在廊しコーディネートをアドバイス。期間
中カフェ 963 では「a. パフェ」を提供。素材はすべて香川県産の、旬のい
ちごとつぶあん、フレッシュ牛乳のアイスクリームの上に「a」のクッキー。
2.22 盆栽展（～ 2.26）：高松市鬼無町の松盆栽展。鬼無の盆栽は、全国
をはじめ世界各国にも出荷されるほどの人気をほこる。シューレでは普段
は小さなものを中心に扱っているが、展示会では本格的な大きさの盆栽も
含め、約 100 点を展示・販売。会期中には、盆栽茶会、盆栽ワークショップ、
そして夕方5時からはBONSAI cafeを開催、高松駅前の人気店「アイリッシュ
パブ・ザ・クラック」が特別に仕入れた樽生ビールを提供。
3.1 日本のかご展（～ 3.10）：かごは石村由起子さんの得意分野で、今
回はその拡大版。東北の竹かご、あけびかご、
山ぶどうのかご、イタヤ細工、作家のかごが集結。
小澤典代さんによるワークショップ「日本のか
ごを巡るツアー」。小澤さん、岡本敬子さん、石
村由起子さんの「かご夜話」を開催。
4.7 巡る器 旅する（～ 4.14）：祥見知生さん
ディレクションの全国各地の 18 名の作家、そ
して総数約 1,000 点のうつわの展覧会。初日の
昨日、18 時からは吉田直嗣さんと祥見知生さんによるオープニングトーク
も開催。「巡る水」のテーマにあわせ、地元・川鶴酒造のお酒と「仕込み水」
をみなさまに味わっていただいた。
4.27 古道具と植物 antiques and plan（～ 5.6）：所狭しと並べられたア
ンティークと野性味溢れるランのコラボ。
5.10 evam eva 展（～ 5.19）：evam  eva は山梨県の近藤ニットでつくら
れている人気ニット。シューレでは定番となっており、年 2回の展示会も
恒例となった。今回は、その山梨県から、おいしいものがいろいろと届いた。
山角さんのクッキーとクマコーヒー、とろりと甘いトマトジュース、五味
醤油さんの味噌かりんとう、甲州やまご味噌、塩麹。五味醤油や甲州やま
ご味噌は、会期中の「シューレのランチ」でも使用。
8.4 AJI PROJECT（～ 8.18、小ギャラリー）：市内「八栗五剣山」から産

出される良質の花崗岩「庵治石」と石工（い
しく）の技術を結合する「AJI PROJECT」。
ブックエンド、フック、うつわ、花器など、
庵治石の特性と美しさを生かした生活道
具が、白い空間に並ぶ。
8.24 大橋 歩 a.（エードット）秋冬コレ
クション（～ 8.28）：テーマ「よりいい素
材の大人の普通の服」。会期中、カフェ 963 で香川県産の上質な素材を使っ
た黒蜜きなこパフェとクッキー（暖かいほうじ茶つき）を提供。
9.14 田淵太郎白磁展 it is there（～ 9.23）：高松市・塩江町に工房を構え
作陶されている田淵太郎さんの「窯変白磁」展。田淵さんの
道具を使ったお茶会「灰白茶会」を開催。
9.27 さとうゆき バッグとエプロン（～ 10.6）：香川在住の
布作家・さとうゆきさんのバッグとエプロン展。会期中 1日
だけ空想屋台で、白キクラゲと緑豆とかぼちゃ白玉のココナッ
ツ汁粉と黒米のデーツ餡にエスニックなスパイスを効かせた
カシューナッツプリンを提供。
10.12 吉村和美 -KAZUMI YOSHIMURA exhibition BLUE（～ 10.20）：青い
器をつくり続ける吉村和美さんの作品展。実はこの青が、瀬戸内芸術祭の
ポスターにもなっていた瀬戸内の空と海のブルーにピッタリ重なる。吉村
さんは、本展のために 880 点もの器を作り、栃木県・益子から自動車で運
んできた。吉村和美さんと祥見知生さんとのギャラリートーク、LIVE 器と
料理 in Takamatsu「吉村和美 × イチカワヨウスケ」など、催しも多彩。
10.26 evam eva 展（～ 11.4）：シューレでは恒例となった evam eva 展。
秋冬物テーマは「民族」
11.1 affordance 展（小ギャラリー）：affordance［アフォーダンス］の小
川弘記さんによる、鞄や財布、ポーチ等の革小物の展示。ワークショップ「革
のカードケースをつくろう」を開催。
11.23 SPOONFUL 北欧の暮らし展：代官山で北欧雑貨店 SPOONFUL を主
宰するおさだゆかりさんが集めた北欧の伝統的なハンドクラフトや北欧モ
ダンを感じさせるプロダクトの数々。シューレの定番・北欧ヴィンテージ
家具とコラボ。おさださんのトークイベント「わたしの住まいのつくりか
た ～北欧風リノベーションとインテリア～」は、北欧で親しまれているあ

たたかな飲み物つき。カフェ 963 でも北欧メニュー
を用意。
12.14 ことほぐ展（～ 1.5）：新しい年の訪れを歓び、
お祝いするためのものを集めた企画展。午年にちな
んだ玩具、香川の伝統菓子「おいり」、モダンな香
川漆器の新作お重、岡山の木工家・小林克久さんの
シェーカーオーバルボックス、３人の陶芸家、上野
剛児さん（香川）、田淵太郎さん（香川）、横山拓也
さん（多治見）の新年を囲む食卓にふさわしい器の
数々、などなど。

2012 ～ 14 年のギャラリー

39 38

12.15 Steel Factory 槇塚登展（～ 12.24）：高松市で鉄工所を営みながら、
アーティストとしても活躍をつづける槙塚登
さんによる展示。瀬戸内生活工芸祭でひとき
わ目をひいていた「小屋」を再現。人気の灯
台バッジをはじめ、アクセサリーや小物が並
ぶ。薪ストーブも、もちろん槙塚さん作。
1.12 IFUJI MASASHI exhibition（～ 1.20）：
シェーカーの道具や家具の製作を行っている
井藤昌志さんの展示会。代表作「オーバルボックス」がずらり。シェーカー
の単純な再現だけでなく工夫を凝らした家具も。井藤さんは全日程在廊。
2.13 a.（エードット）春夏コレクション（～ 2.17）：テーマは『ちょっと
よく見えるのが好き』『気張らない着やすい服』『さりげないけどいい感じ
に見える』。初日は大橋歩さんも在廊しコーディネートをアドバイス。期間
中カフェ 963 では「a. パフェ」を提供。素材はすべて香川県産の、旬のい
ちごとつぶあん、フレッシュ牛乳のアイスクリームの上に「a」のクッキー。
2.22 盆栽展（～ 2.26）：高松市鬼無町の松盆栽展。鬼無の盆栽は、全国
をはじめ世界各国にも出荷されるほどの人気をほこる。シューレでは普段
は小さなものを中心に扱っているが、展示会では本格的な大きさの盆栽も
含め、約 100 点を展示・販売。会期中には、盆栽茶会、盆栽ワークショップ、
そして夕方5時からはBONSAI cafeを開催、高松駅前の人気店「アイリッシュ
パブ・ザ・クラック」が特別に仕入れた樽生ビールを提供。
3.1 日本のかご展（～ 3.10）：かごは石村由起子さんの得意分野で、今
回はその拡大版。東北の竹かご、あけびかご、
山ぶどうのかご、イタヤ細工、作家のかごが集結。
小澤典代さんによるワークショップ「日本のか
ごを巡るツアー」。小澤さん、岡本敬子さん、石
村由起子さんの「かご夜話」を開催。
4.7 巡る器 旅する（～ 4.14）：祥見知生さん
ディレクションの全国各地の 18 名の作家、そ
して総数約 1,000 点のうつわの展覧会。初日の
昨日、18 時からは吉田直嗣さんと祥見知生さんによるオープニングトーク
も開催。「巡る水」のテーマにあわせ、地元・川鶴酒造のお酒と「仕込み水」
をみなさまに味わっていただいた。
4.27 古道具と植物 antiques and plan（～ 5.6）：所狭しと並べられたア
ンティークと野性味溢れるランのコラボ。
5.10 evam eva 展（～ 5.19）：evam  eva は山梨県の近藤ニットでつくら
れている人気ニット。シューレでは定番となっており、年 2回の展示会も
恒例となった。今回は、その山梨県から、おいしいものがいろいろと届いた。
山角さんのクッキーとクマコーヒー、とろりと甘いトマトジュース、五味
醤油さんの味噌かりんとう、甲州やまご味噌、塩麹。五味醤油や甲州やま
ご味噌は、会期中の「シューレのランチ」でも使用。
8.4 AJI PROJECT（～ 8.18、小ギャラリー）：市内「八栗五剣山」から産

出される良質の花崗岩「庵治石」と石工（い
しく）の技術を結合する「AJI PROJECT」。
ブックエンド、フック、うつわ、花器など、
庵治石の特性と美しさを生かした生活道
具が、白い空間に並ぶ。
8.24 大橋 歩 a.（エードット）秋冬コレ
クション（～ 8.28）：テーマ「よりいい素
材の大人の普通の服」。会期中、カフェ 963 で香川県産の上質な素材を使っ
た黒蜜きなこパフェとクッキー（暖かいほうじ茶つき）を提供。
9.14 田淵太郎白磁展 it is there（～ 9.23）：高松市・塩江町に工房を構え
作陶されている田淵太郎さんの「窯変白磁」展。田淵さんの
道具を使ったお茶会「灰白茶会」を開催。
9.27 さとうゆき バッグとエプロン（～ 10.6）：香川在住の
布作家・さとうゆきさんのバッグとエプロン展。会期中 1日
だけ空想屋台で、白キクラゲと緑豆とかぼちゃ白玉のココナッ
ツ汁粉と黒米のデーツ餡にエスニックなスパイスを効かせた
カシューナッツプリンを提供。
10.12 吉村和美 -KAZUMI YOSHIMURA exhibition BLUE（～ 10.20）：青い
器をつくり続ける吉村和美さんの作品展。実はこの青が、瀬戸内芸術祭の
ポスターにもなっていた瀬戸内の空と海のブルーにピッタリ重なる。吉村
さんは、本展のために 880 点もの器を作り、栃木県・益子から自動車で運
んできた。吉村和美さんと祥見知生さんとのギャラリートーク、LIVE 器と
料理 in Takamatsu「吉村和美 × イチカワヨウスケ」など、催しも多彩。
10.26 evam eva 展（～ 11.4）：シューレでは恒例となった evam eva 展。
秋冬物テーマは「民族」
11.1 affordance 展（小ギャラリー）：affordance［アフォーダンス］の小
川弘記さんによる、鞄や財布、ポーチ等の革小物の展示。ワークショップ「革
のカードケースをつくろう」を開催。
11.23 SPOONFUL 北欧の暮らし展：代官山で北欧雑貨店 SPOONFUL を主
宰するおさだゆかりさんが集めた北欧の伝統的なハンドクラフトや北欧モ
ダンを感じさせるプロダクトの数々。シューレの定番・北欧ヴィンテージ
家具とコラボ。おさださんのトークイベント「わたしの住まいのつくりか
た ～北欧風リノベーションとインテリア～」は、北欧で親しまれているあ

たたかな飲み物つき。カフェ 963 でも北欧メニュー
を用意。
12.14 ことほぐ展（～ 1.5）：新しい年の訪れを歓び、
お祝いするためのものを集めた企画展。午年にちな
んだ玩具、香川の伝統菓子「おいり」、モダンな香
川漆器の新作お重、岡山の木工家・小林克久さんの
シェーカーオーバルボックス、３人の陶芸家、上野
剛児さん（香川）、田淵太郎さん（香川）、横山拓也
さん（多治見）の新年を囲む食卓にふさわしい器の
数々、などなど。

2012 ～ 14 年のギャラリー

41



クリエイティブタウン・モデル 
地域の経済社会の再生を［コンパクト化（コミュニティ中心の再生）］と［ライ
フスタイルを守り・育み・発信する］の二本柱で実現

• 地域の経済社会の再生 
市街地のコンパクト化（シュリンク）という不可避の課題を、地域のライフスタイルのブランド
化（産業化）が支え、田園都市を再構築（スマート・シュリンク）そして地域経済の再生を実現

市街地のコンパクト化 
• 中核都市の中心市街地、そして周辺都

市、在郷町、基礎集落それぞれの中心部
を再生*。快適な公共空間、美しい町並み
を実現し、瑞々しい農地、豊かな自然を
保全する 

• 低炭素社会の実現（ 既成市街地再生は最
大のリサイクル、 自動車交通に起因する
CO2削減、農地・緑地の再生・保全） 

ライフスタイルを 
守り・育み・発信する 
• 市民生活・文化活動に不可欠な、中心市街

地ならではのサービスを提供する 
• 地域固有のライフスタイル（文化、風土、

生産物等）を中心市街地で産業化する 
• デファクト・スタンダード化した「西洋の

ライフ・スタイル」へのオルタナティブと
して世界に訴求。観光も推進
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市役所大通り商店会

橋通り商店街

アイトピア商店街

ことぶき通り商店街

寿町みなみ通り商店街

立町大通り商店街

駅前大通り商店会
穀町大通り商店会

★歓楽街★

B

B

B

B

商店街

元気マルシェ

B

H

立町2010
立町2018

中央三丁目2010
中央三丁目2018
アイトピア2010
アイトピア2018
ことぶき町2010
ことぶき町2018
寿町みなみ2010
寿町みなみ2018
橋通り2010
橋通り2018
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買い回り 最寄り サービス 飲食

立町
中央3丁目
アイトピア
ことぶき町
寿町みなみ
橋通り

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
存置建物 再開発 個別新築 2018空地 2010空地

立町二丁目５番地区再開発 
2016.10竣工

中央三丁目１番地区再開発 
2016.1竣工

いしのまき元気市場 
2016.6オープン



ライフスタイルショップの地域連携 
＊奈良▷高松▷石巻▷？





50 100m

進行中の６地区の優良建築物等整備事業（赤枠斜線）と商店街が協力し、既存の再開発地区を含め、石巻のまち
なかにウエルネス・タウンを整備、エリアマネジメント制度を活用して運営する

石巻まちなかウエルネス・タウン

立町二丁目５番地区** ❷ 立町一丁目５番（A2）地区*

・中央三丁目１番地区**

❻立町二丁目４番地区＊

❸ 立町一丁目３番（B）地区＊

❹ 中央二丁目３番（A1）地区*

中央二丁目４番地区*
❺ 中央二丁目３番（A2）地区*

中央二丁目7番地区＊

・中央二丁目地区***

・中央一丁目14・15番地区**

★萬画館*** 土地区画整理事業 
** 市街地再開発事業 
* 優良建築物等整備事業 
＊ 優良建築物等整備事業（含木造）

★いしのまき元気市場

・中央一丁目地区***

ことぶき町

立町大通り

橋通り

栄町通り

❶ 立町一丁目５番（A1）地区＊

ⓟ市営立体駐車場（約200台）



まちなか商業が担う役割 
＊地域のライフスタイルを守り、育み、発信する

地域経済の再生 
市街地のコンパクト化（シュリンク）という不可避の課題を、地域のライフスタイルのブランド
化（産業化）が支え、田園都市を再構築（スマート・シュリンク）そして地域経済の再生を実現

ウエルネス生活拠点 
•地域の人々が溜まり、老若男女が集え
る場所をつくる 

•健康寿命の増進に寄与する 
•地域文化の発展に寄与する 
•定住者を増やす（CCRC ） 
•すぐれたサービスで、域外の人も呼び
込む（ウエルネス・ツーリズム）

ライフスタイルのブランド化 
•地域固有の生活の誇り（文化、風土、
生産物等）を中心市街地で産業化 

✴商店街が食で農と商をつなぐ 
✴雑貨やクラフトで職人・工業と商をつなぐ 
✴ファッションで地場産業と商をつなぐ 
✴介護子育てサービスでコミュニティと商をつなぐ 

•デファクト・スタンダード化した「西
洋のライフ・スタイル」へのオルタナ
ティブとして世界に訴求。観光を促進

★ライフスタイルを守り・育む ★ライフスタイルを発信する

美しく快適な都市
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シンボルタワー 
展望台

ウインター
ガーデン

ホール

駐車場

健康食堂

C C R C

ワーケーション

温浴

Sing & Dance

Food Hall

クリニック

アウトドア＆ 
ライフスタイル 
ショップ

住宅

ウエルネス
ショップ

アルケッチャーノ 
レストラン

託児所 マルシェ・資源カフェ

２階回廊

メディカル
フィットネス

ギャラリ

クリニック 
入口

コワーキング
スペース

ツアーデスク

薬局

石巻まちなかウエルネス拠点

缶詰プロジェクト



まちなかに必要な 
生活サービスを集積

• クリニックは病気を治す
だけでなく、食事と運動
を処方する 

• 石巻の豊かな食材を活
用、医食同源の発に基づ
く食事の提供し、食品の
開発を行う 

• サ高住は、そのサービス
（資源カフェ、タイムス
トックなど）をまちじゅ
うに展開する 

• まちなかを、①市民のウ
エルネス生活拠点とし、
②ウエルネス・ツーリズ
ムへの展望を開く

レストラン

メディカル 
フィットネス

エンタメ 
温浴 
カラオケ

住宅 
サ高住

薬局 
ウエルネス
ショップ

クリニック

コワー 
キング 
スペース

ワーケー
ション

ライフ 
スタイル
ショップ アウトドア 

活動

〈ウエルネス生活拠点〉 
ライフスタイルを 
守り育む

〈ウエルネスツーリズム〉 
ライフスタイルを 
発信する

資源カフェ 
サードプレイス 
マルシェ 
ギャラリ 
ホール 

トリムコース 
… 

ポイントシステム



ここ数年の動きと課題

• シビックセンターの整備が進んだ 

• 伝統的な建物を活用したお店ができ始めた 

＊＊＊ 

① 伝統的な建物を活用したいという「需要」が高まっている（小諸はモテ期に
入った）が、「供給」が乏しい 

② 大型の建物（大型の町家、酒蔵・・・）を使いこなすことがむずかしい。空
地の活用も難題だ 

③ 建物を活用する人へ手渡していくわけだが、将来にわたり伝統的な建物の価
値を損なわないようにしたい 

④ 重伝建地区導入への機運が高まってきた 
が、重伝建地区は規制が厳しく、活性化の阻害するという意見も根強い

中心市街地の役割を再確認し、物販店以外の
多様な土地・建物の使い道を考えよう



ここ数年の動きと課題

• シビックセンターの整備が進んだ 

• 伝統的な建物を活用したお店ができ始めた 

＊＊＊ 

① 伝統的な建物を活用したいという「需要」が高まっている（小諸はモテ期に
入った）が、「供給」が乏しい 

② 大型の建物（大型の町家、酒蔵・・・）を使いこなすことがむずかしい。空
地の活用も難題だ 

③ 建物を活用する人へ手渡していくわけだが、将来にわたり伝統的な建物の価
値を損なわないようにしたい 

④ 重伝建地区導入への機運が高まってきた 
が、重伝建地区は規制が厳しく、活性化の阻害するという意見も根強い



コミュニティでまちづくりの目標やルールを共有し、
自分たちでマネジメントするようにしよう

• 現在は売買契約の特約で縛っている。次の人へ売却された時受け継がれる保
証はない（アメリカだと保全地役権の設定という方法がある） 

• 決定打は、次にふれる重伝建地区の設定である。コミュニティの主体性を重
視するなら、まず、コミュニティでまちづくりの目標やルールを共有し、自
分たちでマネジメントするようにすることが望ましい 

• かつての街並み環境整備事業の時にも協定があった 

• わが国の町並みでは、以下の三地区でこの体制をとっている：妻籠を守る住
民憲章（1971.7）、竹富島憲章（1986.3）、川越一番街「町づくり規範に関
する協定」（1987）。川越の例を紹介する。



町づくりの二本柱 
川越では、コミュニティマート報告書（1987.3）で骨格が構想され、 
NIRA助成研究（1988.3）で具体化された

町づくり会社 
（市民ディベロッパー）

合意形成のシステム 開発のシステム

ナショナル・トラスト

×町づくり規範 
と 

町並み委員会

• コミュニティに根ざしたデベロッパー： 
• 空き地・空き店舗を活用して、積極的に
町づくりにふさわしい利用を図っていく 
• 核になる施設を企画・運営する



川越一番街 
まちづくり規範と町並み委員会
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この協定書は、川越一番街の区域における町づくりの
目標ならびにそれを達成するための町づくり規範の制
定、およびその運用組織に関する基本的事項を定め自
律的な個人の行動と総合的な町づくりとの連動をはか
ることを目的とする。
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生活環境の改善

経済の活性化

文化財の保存

この協定書は、川越一番街の区域における町づくりの
目標ならびにそれを達成するための町づくり規範の制
定、およびその運用組織に関する基本的事項を定め自
律的な個人の行動と総合的な町づくりとの連動をはか
ることを目的とする。
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前条に定めた目標を達成するため、町づくりに関
する行為の規準とすべき、具体的な町づくりの原
則を集成した、「町づくり規範」を定める。

この協定書は、川越一番街の区域における町づくりの
目標ならびにそれを達成するための町づくり規範の制
定、およびその運用組織に関する基本的事項を定め自
律的な個人の行動と総合的な町づくりとの連動をはか
ることを目的とする。
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伝統的建物は原則としてこわさない。新しい建物は伝
統的建物を尊重し、それと共鳴しあってより豊かな町並
みを発展させていくような建築とする
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川越一番街 
町づくり規範

64

発会式（1987.4.10）

• 67パタンからなる 
• 1987.4.24 発効



• 有機的秩序の原理；小さ
な行為から徐々に全体が
あらわれる 

• 参加の原理 

• 漸進的成長の原理：小さ
なプロジェクトに重点を
おく 

• パタンの原理：パタンと
呼ばれる原則に導かれる

65

都市計画も建築家もな
しに、美しい全体が実
現している
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パタン 

**必須 

*可能なら

写真
問

解答

スケッチ

分類

決定日時
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町づくり規範

• 一番街の町づくりの原則集。67
の原則（パタン、キーワード）
を収める 

• 町づくりの、目標、方針、ルー
ルの性格をあわせもつ 

• 1997年に設立された町並み委員会
で約半年をかけて検討、1988年10
月に決定した 

• アメリカの建築家 C. アレクサ
ンダーが提唱する「パタン・ラ
ンゲージ」に拠った
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建物に関する 
主なパタン
41. 建物は一体でなく棟に分けて 

42. 高さは周囲を見て決める  

46. 外部空間が陽だまりになるように 

47. 中庭を生み出すよう棟を配置 

49. 棟（建物）は次々と連結する 

50. 四間・四間・四間のルール 

53. 屋根のある建築 

55. 建物の正面を連続させて街路空間を形づくる 

56. 庇下空間を開放し、連続させる 

62. 中庭を店づくりにいかす

Town

Building

69



�

�
�

��
�

� �	
�

�

�

��
�

��
�
��

�
�
�
�

�
����

�
��

� �

	



�

�

�

���
	

5?	� 6;� =-!�@�:9�# + + + ���

�� ��� �����
���	��

7<�E��� 
G �G��G E���D�C4F�>2/�0B��()*'&�$
8A��$

����

1B�7<��D.,�3&����"���% "���������
�
��

�

��
	

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�
�
�

s����t��
�����������	���������w�ra7*��e8+T9,:�;-:.�[Y,<2F.�f`=/	k�g>+:0?�@�,
-� � @ �A F!9E"B#C >$9#XR%9c�1�-����-�+�-�3�zD&:#E#:'WM#:{]z�l�$J#XSz�'iE#Az� $�>#F#E#F#G$H =#�'EF =zF#E#I'�E'E)=z�';#:z^z�dQ\��E#='Jz�q� -�2� z� .�M3V�>4 ������6xy��um@bjK Z~�o�N : v(J)PU����H|��h�_z���p� = # L#>#�O ��@n@}��5�

�� �� ������� ����
	���

����

�
�
�
�

�

Qh�� Q_�d>-)j"]U�3;<< ���

����� ���
�	��������

Qh�e?-&)� �5*Bu'x&��3@R�Sl"�3�

����

�
�
���

�
���

�

e?-")	 Nv	Y't	 Jask��4C=fg�%�%1%�0�&Gn
'Qh)L��/987:&^T6V���
o2&w��D�'XH")
 P[6Z.y�fg 0�&pm&W�!ri�

3 XI�`�%$'bc"\�+# ��(KF.� AlqE�,�02z�f
g 0�&OM����

���������� �
������	��� ��� � � � � � �� � � � ��� �� 	
���������� ���
�� �����	��
�������������

��
�	���

��
��

�

�fE}�C$�4�4�6 �/�u g�0�1�#uFh\IiF%G.Hu¡�2�3����^n¡�4�5�6	6
6�6
vo¢6	7�6�Yw�£¤8�9�x¥tG&I'J(VQ)K%G%I*Ly�7	6�«3:�6Zuq_�¥6�;�`sr5�<�z]u�D�<�2�=�6�4�a�¦�b�£�¥>�2�?p§@�4�4�@�4�4�:��+M,N)O*I%M-F%I{�jXI�¬c�A�4�0�7�=�k�?�A�6�4�@�0�I@P{�K;��d~lQmRiSF.J.T%U*V-Wu�¨ª[�6� �3�9�.�7J.V-Q-F���?�B�6�0!"x�©en§| 

��������� ����
	���

����

�	�
�
�

�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�

�

��
�

�

�

�

	

�

�

�

�

�

�
�

\n	� \jAf0~pB� �� ����

�����
	���������



�� ���

��
�

����
[1c]:�r�.�-J>=.�� %"*c]:0r�[��=2
 H3�

5��;�.;�
� ���

�

�

�

�

�
�

�

�
�
�
�




�

�
�
�
�



�

�

�

�

�

g1QN-"+� O/Z$+P@��<�&("� uy7�0[/i�^@s-
!.�9�� �?8<OKbo7|zbo@Y<�
'(#� Elu{:h�0aU1� �R�k�ev/Xt�i��  09�.a

U,1F0QN(�, LM.c(4:0W}m�@I< -1T�,�<� F0
QN@Vd-"))6� [@x�� �S`%0Gq@�?$< -�_w-.<�

����
�������

�� � � �� �� ���� �� � ��C ���� ��D
��

��� ���

����� �

�����������	��
�EF��0�G?<D�.���+*���;��)	A7123"8����%&9#'B,(4$/���!�6��
��5=-'>���@: C����

�������������
	��

�����

Th�� T_9Z!si::; ���

�� ��� 
��������	���

C�Z�Z!75u���]�-�*��Lpgu"@/-�
�� mt�rP
gu!^zA
�
*�� Lpgu�f[e�VD1(��,*��UW�,�
"���-#*
�.���

����

XFB!S1"�'���ln<QI��!Mqgu"� >SH!E$-�gu
��,*��Z2sj��
�� ��0�Mqgu1�T`�J�\Y� 4=6=
8����+E& � %/+!T_��?!gu��,*���,	
b�|!ORHXF�"� >S�yf�x$,*��� $�T`"XF�!Kc�

^{�vu1]��
*�� wG)lo�!Kd N��Ta3sk�,	

���

��
��

	

�
	

�� �� �
��

�� � ��

�������

���bA/cRS(B)
n2�3�4&���5¥���o�
I5�6�P*C+D-�,F/E��������	����\s�JeF¥7 @�8¥��]��mV��p��9�5�tfWZ[0q^�r<�4'?#"u�YGXdH-G,I0H.J/�I|��_�:$�;�<�=�<T< T}v`�w%!�� {�
���
 �k¡>�¥�aKz¢gLhM*N,O/B~£ix\�¢j�0P/P1B/E+�¤l�y�*O0Q*�U

������� �����	���


�����

�

�
���� ��	�

4<�� 4;+7�C>� ++ ���

�� ��� ��
��	������
������ �

�
�

4;�/B����!�� �@:�6-�AF&0��$!������


����
4;.,&85�"17�� 1B3��E�29�E�#�=�D�	 �%�

!?BG('*)H��!���

��
�
���
��
�
�

���
��

�� 
� 	� � ������ �� � ���

]�`UVB5RS6
8%"�|NdTWFzmLht{M�'�(�}JP_EHC,IAJ;-@QXYOGo�~��:vn� ewa��>0#cfp1����;i7*Z^\Kqj�kT�����[r&u�ly�=��/1!D�<.=��?2)��9�+�$	sgb����3�x������ >4�

������������
	���

�����

HW�� HS<O)cZ� �i �i ���

�� ��� ���	�����
����
���

HS/O�9:9;'H� 2$��$*�V>�8:9:$&2@?$-
�2	

����

�
�

���
M��HS*!�3d1� NF)HS%_X��3h �$�+�U=,)_Y�
^B4 2$�5"*� �)_Y6DJ�20�(M�HS6[�
 T(a\
R)P*� I]���fKbg� eG$_XfKeg�3

CLEA#.� O7Q�$`X��2�

H\&.�QIh<]RSb�TJ'8!(��	�
0X�7Uf%P9A�2B"�����c�#:V^e54�����)_F*`�1;k3l���n+-KCD,i$=?LMYGaZ����NE>�Wmj6@/O�[� dg

�	������ ��
��������

�

���

�����

_t�� _nDi1�uE E � ���

�� ��� �	� �	� �
������

Hrx}8l�1gW)2� VhW�+1`n�/�\1�uA?FB/b��
+/5%(� �L�1oY=Z8�%(�:
 "1i�v@?GC/&�(� �-
��*K{��%#s[�cz*�:�

����

y}8m�1gW=Qp�:/�#%(2	 *�;��9MI1s[0b���
~|�7��2� gW=�'3�/Rq�� `n2e��e~X+�: j1�
�)2� i>S/]!T=��:6�/�u�:� #$��� �fgW41a�>O
P/�d�<� "1k1��2Uw.�8^=JN1Rq, ;�

�������������
�

�
���� �!�!��t�,W �� �-�[.�/a/a0�-�1a2�0�3�4�UEb5b2�6�27�p� 89a6a6�1�:�;�<�2�3�,�2�4�y�c=d>e0d?r��Xq��;�7f@g7�;�A�|�{�"	#
$�%�&� �&�P�B�d��'�Q#T�|2 �2�4�2�;h1d��(�$	%�Y�iCj2a/iDdEh=kFh<l0m,lGhHcId2j7a;aV-aIiq�$�"�)��a��z;�;�JnKj.�4�.�\v��a��"� ��*�+�R�5�Lw�x��_`uZ];a2a7a;o�^���"K�K�M�/�K�}��&�S�K�Kn<a1g.a/�/iKd7gNj1a;a;n� W � Y s � 6 �K��#� �~��O�6

������� ������
	��

�����

��
�
�
���

�

[x�� [i.M*S>&,�� �� �� ���

�� �� �� ���������	
���
�
�
��

������
��wF¥

;<¥ �hi
E
G
�¥= >¥

�
�

�
��

� �

�
�

	
���
���
��
��
�

��� ���
��	



�
�
�����

������
�

�
�

�	

��

�

���� ����
�
�
��
�
��

���	

�� �� �
�[i*|�.�-�rm,t���9*[i�G�; -�3� |�>f�H-

*%'4	 k�.E�F~�(/
 o.58R-P8	 {$q�,��

����

|�*[j.L8N*.�-�sn,u�>��<06��JU1pa?BC�

@�:RO/	 cQ.�ew.V`-^�'� ��Z�k�� ���Q�k�	 k
�.A?>]��!:,+2=8-K}>��:� ,+.dg�y�7<:�
Yz)/ �bmYz*��l_*Dv�96�,\) h�X2#/";-I
=:�rt�>WT�:�

�	�� �� �� �


��
��
�
�
���

�

�����	
��
�
�


�:ne{���������/-,@(���x��~gY`�ao�t�^0�����s\p��}v��
��	���_|�#L�H1I4J�dDc�T��J� j�.$%�?&'�k�+b2¤�3��� #U4K5R5LB"CW�0qM6)VA*N�"#!�]cf�����#L7*RA#O4Zu�¡z�8P4Q9P�¢y�£��lXm�[rST4R

�������� ����
	���

�����

�
�

�

@S�� @O)9$>4!'�� �^ �^ ���

�� ��� ��������

&).�'?I4&).�(��0+��3��� ?I*\]4�)�$�@
T)N:P'QP4YD�0- $-=GP'KDWU#�0� �)@TGH)C
<4B1��'?I)A�F,��

� ���

?I*8E?I%�0	X*M�7��
?I*J�$(��0
 6W'J�/L�$V�52�"� �
?I*>ZR[(;� "V�53��

��[!X�������
BSG*T.�1H#(7@273�����N�'/8Y9:RC� ��U+A;7�,D�J>?0"O�LVZ<W������IEFP)�4�-=>$	%�&Q?K�5M6�

�������������
	���

�����

�

��
�

�

�

�

ar�� w{p7]�n��N�7mOki7X.1E@�4 � � � ���

����� �����
�����
�������	��

w|HTCVJ+	 _eW@�n�Hc)�'*�%lL;�`F((�E�

����
�{5��&Mz2Z�9� ,�E�D� Psl^7��5[�QuH�G#*
�K��
�{�B��7qV-9� �h��I3E:�(=E >���E/�9� �3

0� ~tfHR� E>7Hy�/A��
?<�"bjHd}�$EXU�  +6d}�*�EYU	 oW� 3049
 \

�8�tIR�!ESgxuHv�*���

_̂
`
�

��
a�

�

$�%�,%�&�i�\'	(
)'	*�'+�,jbt�-�.�0�''�/�kz�%0�'�$1�2%�%�.�33�%�4�.�''�5'
6�$7�l{�c%8)�'-�5'2
-�'�%�%'�&�'�'�'9�(33''�%�'9T� '
:�'�;�8%<=�m�� '0�2VX�<V�9�u|YZ5�e�fg}~��>%&?%�@A�B�v��|�d� � ��z�n�������50/�%�<'3�%8�C�%�D�%E�F�3G�%%�H�'&I�o�h� 
/�(J�(0�wzz�(�(�'�K�L%�9#�0'3M�p� �N�,'�/	$��9�.�%�%�.�xz�.�L�%9H�'2�3�O/�/�q� �%�'�<%'	%�'�y� �P�O�(�9�3/�9 /
'9/��$�%4�'Q3�r��%]�RS�'8�T8[�s�"�'5�O�5!/�8�U�VW'%�F�rz

�������� ������
	��

�����

��
��

��

p��� ���6f����U6�W}x5e02B=�3 Q R Q ���

�� ��� ��
��	�� ����� �

m�.8� o�� q{0��216[\�g���6�6� $61)?0<+�
2�Tb��dH�;'!-�%


����
y 6_]2oH+�=�� :%8$D3VGB<6Hnh#B� o6S8a�

X��j4��/�C��A�u�3#C� lw8$E@���"-��>�rt
�%�� �c3<�6��sHY,=�2Zv��H��-��� %'!	 oH�
k"2�i�"&MLJP6OIK� N3�*-8	 �7`^Hz|3�~#C�
0H��B9�(F��

��
�

>��0�uv°È�µ s��q{?�wx�������¢���/yz�� �@+[�A B�C�£!ef.D#�g�E¥1�2�34	5
1��¶·��ª¸¹³º ��»¼¶¦�GU�H§�UT�F hJ�½¾´¿º��Ê¶²¶ÀÊ�G FN�G H�IÊ�F�J iQ�ÁÂ!FjK"F]K#L$M F%¡É%GN&OPZ#Q G'RÊ�ÃÄ�GS�G'TUQÊ̈ Å±6�7�2��2��º �O�kF�U�FUÊ©82	9
:	;�:��«(V#W�~�¶®3�̄ 4�r<�=�l�º½�}V�N|�¤��"X$Y'Z)Z�[�\�]�ÆÇÆ $K^ F�J*� +̧_UJUJ�mjÊ�¸  ̧no&� ,̧`�a-Gp�I�G'K+IÊ�t6¬�b�c.d

������� �����	���


��

�����

41. 建物は一体でなく棟に分け

42. 高さは周囲を見て決める 

46. 外部空間が陽だまりになるように

47. 中庭を生み出すよう棟を配置

49. 棟（建物）は次々と連結する

50. 四間・四間・四間のルール

53. 屋根のある建築

55. 建物の正面を連続させて街路空間を形づくる

56. 庇下空間を開放し、連続させる

44. 主要な棟や建物を正面に 

48. 自然採光が得られるよう棟は細く長く

51. 玄関と街路の間に中間的空間 70



ここ数年の動きと課題

• シビックセンターの整備が進んだ 

• 伝統的な建物を活用したお店ができ始めた 

＊＊＊ 

① 伝統的な建物を活用したいという「需要」が高まっている（小諸はモテ期に
入った）が、「供給」が乏しい 

② 大型の建物（大型の町家、酒蔵・・・）を使いこなすことがむずかしい。空
地の活用も難題だ 

③ 建物を活用する人へ手渡していくわけだが、将来にわたり伝統的な建物の価
値を損なわないようにしたい 

④ 重伝建地区導入への機運が高まってきた 
が、重伝建地区は規制が厳しく、活性化の阻害するという意見も根強い

コミュニティでまちづくりの目標やルールを共有
し、自分たちでマネジメントするようにしよう



ここ数年の動きと課題

• シビックセンターの整備が進んだ 

• 伝統的な建物を活用したお店ができ始めた 
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② 大型の建物（大型の町家、酒蔵・・・）を使いこなすことがむずかしい。空
地の活用も難題だ 

③ 建物を活用する人へ手渡していくわけだが、将来にわたり伝統的な建物の価
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導入のメリットは計り知れない 
導入しないデメリットは計り知れない

歴史を活かした
まちづ くり

歴史的集落・
町並みを保存し、
活用する。

文化庁

伝統的建造物群保存地区制度のご案内



重要伝統的建造物群保存地区 
＊1975年、文化財保護法と都市計画法の改正で誕生

■ 集落 
■ 宿場の町並 
■ 港と結びついた町並 
■ 商家の町並 
■ 産業と結びついた町並 
■ 寺社を中心とした町並 
■ 茶屋の町並 
■ 武家を中心とした町並

• 自治体が定めた伝統的建造物群保存地区を、国が「選定」し「重要伝統的建
造物群保存地区」となる仕組み
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条例・規則・要綱 
＊川越の場合

• 川越市伝統的建造物群保存地区保存条例 

• 川越市伝統的建造物群保存地区保存審議会規則 

• 川越市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則（川越市規則） 

• 川越市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則（川越市教育委員会規則） 

• 川越市伝統的建造物群保存地区保存計画 

• 川越市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付規則



仕組み

• 条例で伝統的建造物群保存地区を決定する 

• 保存地区計画を定める（基準など） 

• 伝統的建造物、環境物件を特定する（リスト

アップする） 

• リストアップされた建造物は保存計画に従い

現状変更が規制される 

• 保存物件以外も、高さ等が規制される 

• 規制に従った修理等に補助金が支出される 

• 建築基準法の適用除外がある



Protection Districts of Groups of Important Historic 
Buildings in the land use zoning (blue line)

Listing of the historic buildings to be protected



町並み基準 
（伝統的建造物以外の建造物）

修理 
基準景観基準 修景基準

建
築
物

位
置
・
規
模

配
置

道理に面する壁面の位置は、周囲にあ
わせる。周囲及び自らの日照、通風を
保つために、隣家の状況を考慮して、
中庭等の空地を確保するよう努める。

道路に面した棟は、町並みの連続性を保つために、隣家との距離が離れすぎない
よう配慮する。ただし、敷地の形態・規模、道路の位置等により困難な場合は、
連続性を保つ修復措置を施す。 
道路に面する二階の壁面の位置は、周囲の町家の二階の壁面にあわせる。 
周囲及び自らの日照、通風を保つために、隣家の状況を考慮して、中庭等の空地
を確保するよう努める。

主として
外観を維
持するた
め、現状
維持又は
復元修理
とする。

高
さ 11m以下とする。

主要な通りにおいては、道路境界線上で地
上6mから10分の6の勾配をもつ斜線以内
に建築する。

伝統的建造物に準ずるものとする。

構造 歴史的風致を損なわないものとする。 歴史的風致と調和したものとする 伝統的建造物に準ずるものとする。

意匠 歴史的風致を損なわないものとする。

町並みと調和するように、伝統的建造物の
建築様式を踏まえ、質の高い意匠とする。
又、長大観を防ぐため、外観意匠は適宜分
節することとする。 
屋根は両側へ葺き降ろしの勾配屋根とす
る。ただし、保存地区の歴史的風致と支障
がないと認められる場合は、この限りでな
い。 
色彩は、無彩色又は茶系を基調とする。

伝統的建造物の建築様式に準ずるもの
とする。

門塀 歴史的風致を損なわないものとする。 歴史的風致と調和したものとする。 伝統的建造物に準ずるものとする。

看板 歴史的風致を損なわないものとする。 歴史的風致と調和したものとする。 伝統的様式に準ずるものとする。

建築 
設備 道路、公園、広場等公共の場所から容易に望見されないものとする。

工作物
土地に定着する建築物以外の工作物の高さは、11m以下とする。ただし、策の高さは2m以下とする。また、建築物に定着する建築物
以外の工作物（アンテナは除く）については、建築物を含めた高さを11m以下とする。アンテナについては建築物の高さを5m以下と
し、共同住宅等の場合は共聴アンテナとする。



• The max of height 
(upper) is 
mandatory,  

• The building 
arrangement (lower) 
is model for 
recommendation





町並み基準 
（伝統的建造物以外の建造物）

修理 
基準景観基準 修景基準

建
築
物

位
置
・
規
模

配
置
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上6mから10分の6の勾配をもつ斜線以内
に建築する。

伝統的建造物に準ずるものとする。

構造 歴史的風致を損なわないものとする。 歴史的風致と調和したものとする 伝統的建造物に準ずるものとする。
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建築様式を踏まえ、質の高い意匠とする。
又、長大観を防ぐため、外観意匠は適宜分
節することとする。 
屋根は両側へ葺き降ろしの勾配屋根とす
る。ただし、保存地区の歴史的風致と支障
がないと認められる場合は、この限りでな
い。 
色彩は、無彩色又は茶系を基調とする。

伝統的建造物の建築様式に準ずるもの
とする。

門塀 歴史的風致を損なわないものとする。 歴史的風致と調和したものとする。 伝統的建造物に準ずるものとする。

看板 歴史的風致を損なわないものとする。 歴史的風致と調和したものとする。 伝統的様式に準ずるものとする。

建築 
設備 道路、公園、広場等公共の場所から容易に望見されないものとする。

工作物
土地に定着する建築物以外の工作物の高さは、11m以下とする。ただし、策の高さは2m以下とする。また、建築物に定着する建築物
以外の工作物（アンテナは除く）については、建築物を含めた高さを11m以下とする。アンテナについては建築物の高さを5m以下と
し、共同住宅等の場合は共聴アンテナとする。

2/5 
以内 

300万円

3/5 
以内 

600万円

4/5 
以内 

1,600万円



導入のメリットは計り知れない 
導入しないデメリットは計り知れない

Q：20年前の街並み環境整備事業は効果がなかった 

A：①街並み環境整備事業の修理修景のレベルは残念ながら表層的。重伝建地区
では文化財としての調査にもとづき修理が行われる。専任職員がつきっきりにな
る。②街並み環境整備事業は時限的だが、重伝建地区は永久である。制度を導入
して数年すると町並みが見違えるほど美しくなる。 

Q：規制が多くて、活性化の妨げになる 

A：今行おうとしていることは、地域のライフスタイルをブランド化することに
よる活性化である。伝統的な町並みは、地域のライフスタイルのもっとも具体的
に表現されたもので、本日に講演のタイトルの通り、歴史的町並みは、地域をブ
ランディングする最大の手段である。



導入のメリットは計り知れない 
導入しないデメリットは計り知れない

Q：重伝建地区は地域の活性化につながるというが、私の見た範囲ではそういう
ところは少ない。重伝建地区では第一級と言われる今井町に行ってみたが、店は
なく、泊まるところもなく、食事にすら困るほどだった 

A：重伝建地区の多くは過疎地にあり、おっしゃる通り。しかし、都市部では重
伝建地区がきっかけに来訪者が増えた町は多い。なお、重伝建地区には、観光客
を歓迎しない町もある。代表例は奈良県の今井町。住民は、住宅としてして快適
な町であることを望んでいる。今井町でも、期間限定のイベントにはたくさんの
人が訪れる
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導入のメリットは計り知れない 
導入しないデメリットは計り知れない

Q：重伝建地区になったら町並み委員会など住民側組織は二重になるのでは？ 

A：いえ、重伝建地区がうまくいくためには、地域ごとに行政と住民が協力し
て、さまざまな工夫をこらす必要があります。町並み委員会のような、住民によ
る自律的なマネジメントもそのうちに入ります。別の例として、八女の場合を次
のページに示します。 

八女ではさらに、伝統建築技術集団の組織化をはかり、修理集計工事に発注を行
うとともに、建築士をはじめ、修復に携わる専門家の研修を行っています。 

修理にあたっては、「店舗等へ改修する場合、事業がうまくいかず撤退すること
も考慮して、住宅に戻せるように修理することを基本とし、基礎、床組、柱と梁
及びオリジナルの意匠などは原則残して歴史的建築物としてのクオリティーを維
持する 。」といった原則も定めています。
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伝建保存修理事業の体制及び活動の検証   

                        ～八女福島の現場から～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   2020.09.25作成：北島力 

１．〔八女福島の歴史と町並みの形成〕 

 

１）町並み保存継承に向けた制度導入と制度活用 

福岡県八女市の中心部（市街地）である福島地区は、

近世初期に整備された福島城の城下町の構成を残しつ

つ交通の要衝の地であったため、江戸から明治期に物

産の集散地として栄えた商家町である。度重なる大火を

経験して江戸後期に完成した、いわゆる防火構造の「居

蔵（いぐら）」と呼ばれる重厚な入母屋妻入り大壁土蔵の

町家をはじめとする江戸後期から昭和初期に建築され

た伝統的な建築物（町家建築）が、戦災や戦後の大規模

な開発から免れたのが幸いし、古い道である豊後別路

（＝旧往還道）沿いに連続して残っている。 

 Ｓ40 年代後半になると全国の地方都市と同様、市街地

に位置する福島地区の町並みの空洞化が顕著になり、

店の閉店や転居などにより空き家が増加した。追い打ち

を掛るように 1991（Ｈ3）年大型台風が二度北部九州を襲

い、町並みにも甚大な被害をもたらした。特に空き家とな

っていた町家は修復をあきらめ解体される現実に直面し、

通りに空地が目立つようになった。 

そこで、この貴重な文化資源をまちづくりに何とか活

かせないものかと地元の有志が集まり、勉強会を重ねる

中で、町並み保存運動が始まった。市民の町並み保存

運動の高まりは、行政を動かし、市は町家等の保存再生

にむけた支援制度を模索し、1993（Ｈ5）年から個人所有

の家屋に支援できる制度の「街なみ環境整備事業」（国

土交通省所管、事業期間 19 年）の導入を住民と共に取

組み、地元に住民組織「八女福島伝統的町並み協定運

営委員会」（以下「地元住民組織」という。2011年「八女福

島町並み保存会」に名称変更。）が発足する。 

 

 

 
写真：上・西宮野町、下・東宮野町 

行政としては、この文化資源を後世に継承していくた

め、総合的な支援の仕組みとして、より充実した半永久

◎団体名： ＮＰＯ法人八女町並みデザイン研究会 

◯代表者： 理事長 北島 力（きたじま つとむ） 

◯所在地：〒834-0031八女市本町246 西棟 

◯連絡先： �090-8413-6128 

◯E-mail： bynrt982@ybb.ne.jp 

◯URL： http://yame-machiya.net/about_machiya.html 

◯組織： 理事７名、会員数・正会員３６名（内訳、建築士１

４、工務店１５、職人等７）、年会費・正会員 6,000 円（会

員から活動協力金あり） 

○設立年月日・2000年（H12）年 4月 
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的な支援制度の検討を進める必要性から、八女福島の

学術的価値を明確にするため、地元住民組織と協働の

まちづくり推進して、1996～1997（Ｈ8～9）年にかけて伝

統的建造物群保存対策調査（文化庁所管）を行った。そ

の結果、学術的に高い評価を受けた。市はこの価値の

高い文化資源を貴重な「市民遺産」と位置づけ、重点施

策に位置付けた。そして、伝統的建造物群に対してより

質の高い保存修理事業を展開する必要性を地元住民組

織と共有し、支援制度を確立するため、2002（Ｈ14）年 5

月に国の重要伝統的建造物郡保存地区（＝重伝建地区）

の選定を受けた。 

２）町並み保存継承を持続可能にする仕組みづくり 

第一は、住民組織づくり。 

第二は、行政の体制づくり。 

第三は、行政と住民組織の協働の体制づくり。 

第四は、保存修理事業を担う組織と仕組みづくり。（地

元の伝統建築技術集団組織し、伝統建築の技術・技

能者の育成とその技術伝承も目指す。） 

第五は、空き家再生活用の組織と仕組みづくり。（地

域コミュニティを持続させる少子高齢化への対応。） 

以上の五つが、重要なテーマであり、それぞれ一つ

ひとつが実践を通して確立され、継続的に取組まれるこ

とで、次の世代に引き継がれていく。 

八女福島では、これらの取組みを実践する中で、

様々なテーマごとに多くのまちづくり団体が町並みを舞

台に活動を展開し、響きあい連携を強めている。 

その中で、ここでは、保存修理事業を担う組織と仕組

みづくりについて、まとめてみた。 

 

２．〔伝統建築技術集団の組織化とその意義〕 

～伝統的な建築物等の保存修理・修景事業を地元

の伝統建築技術集団が担う仕組みづくり～ 

八女福島地区は、町並み保存継承を取組む住民活

動を行政が支援する形で、伝統的な建築物の保存修

理事業を重点にした国の制度（国土交通省所管）「街

なみ環境整備事業」が1995年（Ｈ7）からが導入された。

そして、伝統的な建築物の保存修理事業のルールを

一元化するため、デザインコードを「まちなみ修理・修

景マニュアル」という形で、1997 年（Ｈ9）に作成して、

事業が本格的に推進された。 

このような状況を受けて、当時の市の担当者及び地

元建築士の 1 人が協力して、重伝建地区の保存修理

事業を担う地元伝統建築技術集団を組織化するため、

技術・技能者の集団である福岡県建築士会八女支部

に働きかけた。数回の準備会を重ね 2000 年（Ｈ12）4

月には伝統技法を駆使した町家の構造等を学び、地

元建築技術集団の立場から町並み保存継承のあり方

を考え、本物を残していくために「八女福島町並みデ

ザイン研究会」（当初は任意団体。福岡県建築士会八

女支部の八女市居住者の建築士や工務店等が参画

する。）を発足した。 

2004 年ＮＰＯ法人取得し、「八女町並みデザイン研

究会」に名称を変更し、社会的信用を獲得した。八女

福島の重伝建地区を中心に、伝統的な建築物の保存

修理事業等の住民相談活動をしながら、その事業実

施にあたっての設計監理及び施工を担っている。 

 

 

なお、本デザイン研究会の立ち上げ段階は、事務

局を市の町並み担当部署が支援して運営を行い、現

在は、自立して事務局を運営している。 

重要なことは、仕組みとして定着させていることであ

る。行政の職員は、担当してから数年経てば人事異動

がある。新しい担当者は、また壱から勉強しなければ

ならない。しかし、地元の建築士や大工等の職人が伝

統建築の技術・技能者として、住民の相談活動を含め

て伝統的な建築物の保存修理事業を継続的に担って

いけば、技術もおのずと継承されていくし、建築業に

おいて生業としても継承される。また、八女福島で、年

間約約４棟の保存修理事業がここ数年継続的に実施

されている。この事業に地元の多くの建築関係者が携



導入のメリットは計り知れない 
導入しないデメリットは計り知れない

Q：メリット、メリットっていうけど、ほかにメリットは？ 

A：建築基準法の適用が除外されるメリットが大きいです。具体的には、庇が道
路へ出ることが許容されたり、軒裏防火などの防火規定も除外されます。自治体
によっては固定資産税の減免も期待できます。



導入のメリットは計り知れない 
導入しないデメリットは計り知れない

Q：重伝建地区を絶賛しているようだが、それでほんとに小諸の歴史的環境を保
全できるのか？ 

A：いえ、絶賛していません。重伝建地区の範囲は、歴史的な地区の中でも、そ
のコアの部分に限定されがちです。従って、重伝建地区を定めると、その周辺で
は、歴史的な建物の保存が疎かになります。 

これに対し、重伝建地区を含む歴史年全体を保全・活性化するための歴史まちづ
くり法（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2008年に定
められています。
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倉敷：重伝建地区外にも沢山の伝統的建物

Surveyed by KURASHIKI Machiya Trust



歴史まちづくり法 
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 
Law on the Maintenance and Improvement of Historic Landscape in a Community, 2008 

3

歴史まちづくりを
重点的に進める区域
（重点区域）

事業の概要　～認定計画に基づく事業を支援します～

街なみ環境整備事業

◆  重点区域または街づくり協定等が結ばれた地区において、協
議会活動、建造物の修景、地区公共施設の整備等について、総
合的に支援します。

◆  歴史的風致形成建造物については、修理、買取り、移設、復原
についても支援します。（ただし、10年以上の一般公開を行う
ことが条件。交付率は、直接1/2、間接1/3）

【広島県竹原市】酒蔵（歴史的風致形成建造物）の保存修理

　　　　　　　　　 修理前 　　　　　　　　　　修理後

都市公園等事業
◆  古墳、城跡、旧宅等の遺跡及びこれらを復原した
もので歴史上または学術上価値の高いものが対
象となります。

◆  公園管理者以外の地方公共団体及び歴史的風致
維持向上支援法人に対しても支援します。

【石川県金沢市】河
か

北
ほく

門
もん

及び橋爪門の復原

復原された橋爪門

地域用水環境整備事業

◆  歴史的風致維持向上計画に位置付けられた農業水利施設等の
土地改良施設を整備の対象とすることができます。

【群馬県甘楽町】雄
お

川
がわ

堰
ぜき

の改修

　　　　　　　　　 改修前 　　　　　　　　　　改修後

法

4

歴史的風致活用国際観光支援事業費補助金

◆  歴史的風致活用国際観光整備計画に基づく訪日外国人の受入環境
に係るソフト・ハード両面の取組に対して総合的に支援します。

◆  訪日外国人受入のためのデータ収集、案内板等の多言語化、歴
史・文化ガイドリーダーの育成、体験プログラムの開発等に対し
て支援します。（補助率は、市町村1/2、民間1/3以内）

　  【岐阜県高山市】ガイド育成　  【青森県弘前市】体験プログラムの開発

日本遺産 
（Japan Heritage）

◆  文化庁では、地域の歴史的魅力や特色を通じて
我が国の文化・伝統を語るストーリーを「日本遺
産（Japan Heritage）」として認定し、ストー
リーを語る上で不可欠な魅力ある有形・無形
の様々な文化財群を総合的に活用する取組
を支援しています。

◆  歴史的風致維持向上計画が認定されると、日本遺産の「地域型」
に認定申請することができます。

都市再生整備計画事業
◆  認定計画に基づく事業を行う地区で一定の要
件を満たす場合には、交付率の上限を現行の
40％から45％に拡充します。

◆  古都及び緑地保全事業、電柱電線類移設、土
塁・堀跡の整備等の新たな基幹事業の追加に
より、市町村の創意工夫をより一層活かした取
組を支援します。

【茨城県水戸市】水戸城跡周辺地区内の道路美装化・無電柱化

　　　　　　　　　整備前 　　　　　　　　　　整備後

歴史的観光資源高質化支援事業

◆  観光の核となる歴史的建造物を含めた歴史的まちなみ全体の質
を向上させるため、歴史的なまちなみを阻害する建築物等の改
修・除却等を支援します。

◆  歴史的なまちなみを阻害する建築物の外観の改修、歴史的なまち
なみの連続性を損なう塀の除去等に対して支援します。（補助率は
1/3以内、観光庁が指定する地域において実施されるものが対象）

【改修・復元（イメージ）】
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重伝建地区周辺の歴史的建物が急速に失われている 
★制度を駆使して重伝建地区周辺（および伝建地区になりきれていない地区）の
歴史的建物を守ろう



• 重伝建地区の周辺に、都市景観形
成地域、歴史的風致維持向上計画 
重点地区を重ね、街なみ環境整備
事業でバックアップ。94の歴史的
風致形成建造物を指定 

• しかし、旧鶴川座は、保存活用事
業が計画されていたにもかかわら
ず、また江戸中期の旧水村家住宅
は無指定のまま取り壊された
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22

物資を輸送した城下町商業の発展に負うも
ので、毎月九斎の市が開かれ、業種別の十
組仲間が株仲間を組織していた。また、十ヵ
町の総鎮守の氷川神社の祭礼には、江戸の
天下祭をそのままに模した盛大な山車が町
衆によって曳回された。松平大和守斉典は
藩学「講学所」を創立して学問を奨励し、『川
越版日本外史』を版行した。しかし、幕末
になって異国船が渡来すると、川越藩は浦
賀や品川御台場の警備に藩兵を派遣するな
ど諸事多端となり、次いで、松平周防守康

英のとき明治維新を迎え、明治４年に廃藩
となった。
川越藩領の範囲は、寛文 4 年（1664）の

時点で、村数は入間郡 81・埼玉郡 53・比企
郡 38・高麗郡 14・多摩郡 3 の計 199 である。
ただし、藩主・時代により変化がある。現在
の川越市はそのうちの 90 か村の範囲である。
大消費地である江戸を囲む農村地帯は、江

戸の台所を支えるため、農産物の増産が期待
された。川越市域は、旧城下町や喜多院など
の門前町のほか、約百余の農村の地域を含ん

川越城下町割図（安永 7 年 (1778) の川越城下大絵図を参考に作成）
（川越市立博物館常設展示図録）

歴史的風致維持向上計画 
重点地区 
街なみ環境整備促進区域 
街なみ環境整備事業区域 
景観計画区域（市全域） 
のうち都市景観形成地域 
（＝旧十ヵ町四門前） 
重要伝統的建造物群 
保存地区 
旧城下町地区

川越：制度をフル装備しているが・・・

❌ 旧水村家住宅

❌ 鶴川座



八女福島： 
重伝建地区外で伝統的建物の取り壊しが相次ぐ



京都の場合

• HULのほとんどが 
重伝建地区外

重要伝統的建造物群保存地区 

歴史的風致維持向上計画 
重点地区 

Height Limit: 10m 

Height Limit: 12m 

Height Limit: 15m 

Height Limit: 20m 

Height Limit: 25m 

Height Limit: 31m 

Scenic Landscape District 

Perspective Space Conservation Zone 

Closeup View Design Conservation Zone 

Urban Growth Boundary

★
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平安京 
の範囲



8. HULは、文化的および自然的な価値と属性が歴史
的に積み重なった結果として理解される都市エリア
であり、「歴史的中心」または「アンサンブル」の
概念を超えて広がる、より広い都市の文脈とその地
理的環境を含む。 

9. このより広い文脈には特に以下を含む： 
　サイトの地誌、地形学、水文学および自然の特徴 
　歴史的および現代の人工的環境； 
　地上と地下のインフラストラクチャ； 
　そのオープンスペースと庭園； 
　その土地利用パターンと空間構成； 
　知覚的および視覚的関係； 
　都市構造のすべてのその他の要素。 

さらに、以下を含む：社会的および文化的慣習と
価値、経済プロセス、および多様性とアイデン
ティティに関わる歴史遺産の無形の側面。 
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まちなみオンラインセミナー 

HUL（Historic Urban Landscape）連続シンポジウム

①2020.12.13 
　倉敷の都市景観の未来を創る新しい枠組を考えるシンポジュウム（1） 
　HULとは?　ユネスコ勧告を読む 
②2021.2.21 
　倉敷の都市景観の未来を創る新しい枠組を考えるシンポジュウム（2） 
　倉敷、川越、八女からの報告 
③2021.4.18 
　京都の現状から歴史的都市環境のいまを考える 
③2021.9.26 
　奈良市の取組みから、歴史的都市環境のいまを考える  
第36回全国町並みゼミ倉敷大会（2013) 
第二分科会「伝統的な町並みと周辺環境を考える」 

第42回全国町並みゼミ川越大会（2020) 
第一分科会「歴史的都市環境（Historic Urban Landscape = HUL）をどう守るか？」



ここ数年の動きと課題

• シビックセンターの整備が進んだ 

• 伝統的な建物を活用したお店ができ始めた 

＊＊＊ 

① 伝統的な建物を活用したいという「需要」が高まっている（小諸はモテ期に
入った）が、「供給」が乏しい 

② 大型の建物（大型の町家、酒蔵・・・）を使いこなすことがむずかしい。空
地の活用も難題だ 

③ 建物を活用する人へ手渡していくわけだが、将来にわたり伝統的な建物の価
値を損なわないようにしたい 

④ 重伝建地区導入への機運が高まってきた 
が、重伝建地区は規制が厳しく、活性化の阻害するという意見も根強い

導入のメリットは計り知れない 
導入しないデメリットは計り知れない


