白風会視察報告
日

時 平成 22 年 7 月 13 日～15 日 7:30～22:40

視察先 金沢市･富山市･佐渡市
7 月 13 日（火）13:30－16:30 「ものづくり基本条例」
「クラフト創造都市」
「金沢市民芸術村（現地視察）
」
金沢市役所
目

的 伝統文化や伝統芸能が盛んである都市を訪問し、ものづくり文化の継承のあり方や伝統産業を支える
ためにはどのような方策があるのかを調査研究する。

地

勢 加賀藩前田家の城下町として栄え、加賀友禅や金沢箔・九谷焼などの伝統工芸や能楽・加賀万歳など
の伝統芸能を受け継いでいる。戦災や大災害を免れたため、藩政時代の美しい街並みを残している。香林
坊などの商店街、伝統を活かしたファッション産業なども特色である。大学など高等教育機関が周辺立地
する「環状大学都市」で、中核都市でもある。名前の由来は、山芋のひげについていた砂金を洗った泉が
「金洗沢」と呼ばれたことから。

内

容

「ものづくり基本条例」の目的は、ものづくりのまちと

しての伝統と誇りを継承発展させることにより、健全かつ持
続的に発展すること、としています。この背景には、固有の
自然、歴史、文化などに育まれたものづくりの技と心が人々
の暮らしの中に溶け込んでおり、この技へのこだわりと革新
的な意識が、伝統工芸、繊維、機械、農業などの分野におけ
る個性豊かで品質の高い製品や農林産物を生み出し、多彩な
産業を創出してきました。これらの産業が文化を支え、文化
が産業に刺激を与え、産業と文化が市民生活の向上に積極的
な役割を果たすなど、生活、文化及び産業が相互に連携しつ
つ、ものづくりのまちとしての個性をつくり、それが魅力と
なって、まちの発展を支えてきました。また、ものづくりは、
働く意欲や誇りを培い、協働意識を高めるなど、人づくり、
まちづくりにもつながるものであり、こうした観点からもも
のづくりは大きな役割を果たしている。そうした中で市は、
その取り組みをさらに進展させるため、ユネスコの「創造都
市ネットワーク」への登録を申請し、平成 21（
‘０９）年６
月に認定された。
（クラフト）創造都市は、文化の多様性の保
護と世界各地の文化産業が潜在的に有する様々な可能性を発
揮させることをねらいに、ユネスコが平成 16（
‘０４）年に
創設した制度である。その具現化に向けて「ものづくり戦略」
と「金沢伝統工芸品産業アクションプラン」を策定した。
「も
のづくり戦略」は、ものづくり産業のうちの製造業と情報発
信・映像・デザイン産業が対象で、①文化を活かしたものづ
くり

②手仕事の精神を活かしたものづくり

トワークを活かしたものづくり

③創造的ネッ

に基づき産業別の方向性と

具体的施策を示している。他の産業からのクレームなどはな
いそうである。金沢の文化（環境）が、ものづくりに対して必要性を感じているからこそできるのであろ
う、とのことであった。
「金沢伝統工芸品産業アクションプラン」では、①作り手が躍動するまち（人材

育成）

②新しい工芸を創造するまち（製品開発）

事の価値を発信するまち（情報発信・販路拡大）
に工芸が息づくまち（普及促進）

③手仕

④暮らし

を将来像に掲げ、具体的

な施策と実施年度を示している。説明後に場所を移動し「金
沢市民芸術村」現地を視察した。金沢市民芸術村は、金沢市
が設置した市民の芸術活動を支援する目的の総合文化施設で、
城下町金沢の伝統文化を維持するために必要な建築系技能の
保存・継承技能者養成を目的とする金沢職人大学校を併設す
る。旧大和紡績紡績工場の敷地と建物を市が購入してレンガ造工場建築群を再生、1997 年度のグッドデザ
イン賞大賞を受賞した。芸術村には、マルチ、ドラマ、ミュージック、アートの 4 つの工房とオープンス
ペース・里山の家がある。マルチ工房は、演劇、音楽などの練習に使われている。ミュージック工房は、
スタジオが 6 つあり練習、発表の場に使われている。アート工房は、美術作品の製作、展示に使われてい
る。オープンスペースは誰でも自由に入ることができ、この日も小学生が雨を避けて遊んでいた。年中無
休であり 24 時間いつでも自由に使える。各工房に 2 人のディレクターがいて、市民による運営を行って
いる。改修後の利用者の声として、もう少し練習場がほしい、複数の劇団で作ったセットを再利用するた
めにそれらのセットを保管する倉庫がほしい、といったことが寄せられている。
まとめ 豊田市においても「ものづくりのまち」という認識はあるが、金沢のような伝統文化、芸能の深さが
ないため、どれをどのように扱っていいのかがなかなか見えてこない。たとえば、車産業をひとつとって
みても、一企業が独占していることを行政が取り上げることには、二の足を踏まざるを得ない。かといっ
て、伝統産業といえるものは、豊田市ではなかなか発掘できていないのが現状である。まずは、豊田市の
伝統文化、芸術、産業を掘り起こすことから始めなければならないだろう。

7 月 14 日（水）9：00－11:00 「環境モデル都市推進計画」
「レンタサイクル事業」
目

富山市役所

的 同じ「環境モデル都市」として、どのようなアプローチで Co2 削減を図っていくのか、また、環境モ
デル都市となったことでのメリットをどのように捉えているのか調査研究する。

地

勢 富山県のほぼ中央から南東部一帯に広がり、富山湾から 3 千メートル級の立山連峰まで多様な顔を持
つ都市。古くは前田藩の城下町で、富山の薬売りなどの独自の産業や北前船による物資交流で栄えた。現
在は、北陸地方最大の工業都市。名前の由来は、
「外山郷」と称されたからなど諸説ある。

内

容 富山市では、平成 20 年 7 月に「環境モデル都市」に選定され（豊田市は平成 21 年 1 月）
、
「富山環境
モデル都市行動計画」を策定した。その内容は、二酸化炭素排出量の削減に向け（１）公共交通の活性化
の推進 （２）中心市街地や公共交通沿線への機能集積の推進 （３）コンパクトなまちづくりと一体と
なったエコライフの推進

（４）コンパクトなまちづくりと

一体となったエコ企業活動の推進

を取り組み方針としてい

る。副題として「コンパクトシティ戦略による二酸化炭素削
減計画」と明記され、キーワードとしてコンパクトシティが
使われている。富山市では、交通手段が自動車に頼っている
ことがひとつの特徴とされているが、これは豊田市（愛知県
18 位 1.37 台）でも同様のことが言える。それと反比例して、
公共交通の利用者が減少するのは、いずこも同じ現象といえ
る。当市が違うところは、その公共交通利用者の減少を以前
から利用していた路面電車に目をつけ、魅力度をアップさせた上でさらに利便性も向上させたことだろう。
そして、二酸化炭素排出量削減目標を中期目標（2030 年）３０％減、長期目標（2050 年）５０％減とい
う数値で表し、それを「運輸（公共交通）
」
「家庭（機能集積）
」
「業務（エコライフ）
」
「産業（エコ企業）」
部門ごとに取り組み方針を打ち出している。公共交通の活性化を通したまちづくり、二酸化炭素削減、削
減を実行するためのコンパクトなまちづくり、を行ってきている。中でも特徴的な公共交通（路面電車、
LRT）の活性化では、利用者が開業前と比較して、平日では 2.1 倍、休日では 3.9 倍に増加している。さ
らに、公共交通沿線における居住性を高める、として、①まちなか居住推進

②公共交通沿線居住推進を

図る、としている。鉄道沿線ばかりでなく、バス路線沿線でも同様の措置を行うこととしており、住宅助
成などによりコンパクトなまちづくりを推進していく。その他、
「住宅用太陽光発電の導入支援」
「グリー
ン電力証書」
「小水力発電の導入」などが行われている。そうした政策の中で、特化したのが、平成 22 年
3 月から導入されている「自転車市民共同利用システム事業（レンタサイクル事業）
」である。この事業は、
自転車のシェアリング事業で、中心市街地 15 箇所に設置されたステーション
の自転車 150 台を自由に利用し、利用後はどこのステーションにも返却できる
仕組みである。各ステーションに設置されている「ターミナル」で、貸し出し
受付や自転車の利用方法、ほかのステーションの駐輪状況などを確認すること
が可能である。二酸化炭素の排出量の削減を図るとともに、中心市街地の活性
化や回遊性を高めることが目的である。ヨーロッパの都市では一般化している
が、国内での本格的な導入は富山市が初めてである。このシステムは、事前に
登録を行い、クレジットカードで基本料金を支払うと、30 分以内の利用であ
れば何度でも無料で使用することができる。利用するときには、「パスカ」も
しくは「メンバーカード」を「ラック」にかざして開錠し、利用する。この事業は、市役所前のステーシ
ョンでの現場説明を受けた。
まとめ 富山市での「環境モデル都市」の特徴は、公共交通、
「路面電車（LRT）
」を利用した取り組みである。
わが豊田市では、
「森林政策」や「ハイブリット車（エコカー）
」を中心にした取り組みとなっている。共
通するところは、いずれも二酸化炭素の排出量削減であるが、公共交通からの取り組みと個人の取り組み
との差がある。公共交通からの取り組みは、すでに多くの市民をターゲットにできるが、個人（自家用車）
の取り組みでは、自動車環境システムは構築できるが、それがすぐに「二酸化炭素排出量の削減」につな
がらない。では、今後豊田市が取り組むべき施策はどこに重点をおけばよいのか、というところであるが、
まずは、森林施策をどのように捉えるか、そして、公共交通の利便性をどのように向上させていくか、と
いうところであろう。しかし、残念ながら豊田市は、
「自動車産業の拠点」であるがゆえに「自家用車」

からの脱却がなされにくいのが現状である。であるならば、遠回りかもしれないが、まずは「道路の整備」
を図っていくことが重要になってくるのではないか。この整備の中には「システム構築」も含まれてくる。
もちろん今までのような道路整備ではなく、抜本的な改革、発想の転換が必要とされる。そうした「車の
流れを良くする」施策が、豊田市独自の政策になっていくことだろう。
7 月 15 日（木）10：00－11:30 「伝統的建造群保存地区の取組み(宿根木)」
目

的

佐渡市役所

豊田市足助地区における伝統的建造物保存地区（伝建地

区）の取り組みが始まっているが、先進地における地域ぐる
みの取り組み方を学び研究することで、足助地区の伝建地区
に活かす。
地

勢 日本海に浮かぶ、沖縄本島に次ぐ日本第 2 の島で、江戸
時代には江戸幕府の直轄領“天領”として佐渡金・銀山はそ
の産出量において国内第 1 位の期間が数百年にわたり続いた。
遺跡・文化・景観など、わが国の貴金属鉱山の歴史と構造の
すべてを典型的に示す物証として、現在、世界遺産の登録を
目指している。また、日本でトキ（朱鷺）が最後まで生息していた豊かな自然環境を持っている。名前の
由来は、島の名前、佐渡島から付けられた。

内

容 小木町宿根木は、佐渡島の西南部にあり、海岸段丘の入り江に形成された集落である。この文化財は
昭和 50 年の法改正によって新たに加えられた制度です。従来の１棟、１物件を指定・保存するものとは
ちがい、地区内の伝統的建造物のほか、工作物（井戸、土塀）、環境物件（構造物、道、樹木等）も保存
し・景観として宿根木のたたずまいを残そうというものです。あるいは、より宿根木らしくするために復
原して修景するという作業も必要になります。宿根木地区は昭和 55 年度に保存対策調査を実施し、平成 2
年度、当時の小木町の指定により（小木町歴史的景観条例）保存地区を決定。保存計画を策定、告示した
のち国へ選定申出をし、平成 3 年 4 月 30 日全国で 30 番目に選定を受けたものです。地区面積は、約 28.5ha
で佐渡市宿根木の一部です。宿根木が最も繁栄したのは、西廻り航路の全盛期であった江戸時代後期（1661
～1678）から明治初期です。その頃の宿根木は船持ちと船乗り、そして船大工や鍛冶屋、桶屋等多くの人々
が居住し、また、入り江の狭い地形に家屋が密集する町並みは、独自の板壁が連続しており、
「高密度な
都市的集住空間」を整え全村が廻船（かいせん）業に携わった生活を営んでい
た「千石船と船大工の里」
。一般の港町とは様相が異なっていた。伝統的な建
造物は主屋、納屋、土蔵など 106 棟を数えほぼ全てが総二階造り。住居は、か
つては石置板葺で、全体に外観は質素であるが、内部は透明漆塗など豪華な仕
上げとなっている。往時の船主が遠く尾道から石材や石工をつれてきて作った
船つなぎ石や石橋、石鳥居、石畳の露路も当時の面影をそのまま残している。
現在、国の重要伝統的建造物群保存地区にも指定されており、民家 2 棟（清九
郎の家・金子家）が修復・公開（有料、各 400 円）されている全国でもユニー
クな存在である。

まとめ 文化庁の調査のあった昭和 55 年当時は、規制を嫌って反対していた住民も高齢化が進んだ平成 2 年
度「このままではいかん！」と住民が立ち上がって、伝建地区登録となったようである。足助地区におい
ても高齢化が進んでいるが、今の「まちのパワー」があるうちに進めることで、より効果的な事業となる。
足助の特徴を活かした「まちづくり」
「伝建地区づくり」が大切である。

