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信州須坂の町並み魅力再発見フォーラム  

期日： 平成 30年７月 14日（土） 

会場： 町並み探索 須坂市中心市街地 

シンポジウム 須坂市中央公民館３階ホール 

●主催／須坂市・須坂市教育委員会  

●共催／蔵の町並みキャンパス推進協議会、須坂景観づくりの会  

●後援／信濃毎日新聞社、須坂新聞社、NHK長野放送局、SBC信越放送、NBS長野放送、 

TSBテレビ信州、abn長野朝日放送、STV須高ケーブルテレビ、須坂商工会議所、 

須坂市観光協会、須高郷土史研究会 

 

１０：００ ～ １１：４０   町並み探索 

講師：信州大学工学部建築学科 土本 俊和 教授 

同 上    梅干野 成央 准教授 

                出発 旧上高井郡役所 

                 ～歴史的建物である一般住宅及び店舗５件を訪問～ 

到着 旧小田切家住宅 

 

 

１３：３０ ～ １３：４０   シンポジウム開会 

 

１３：４０ ～ １４：２０   基調講演 

                 演題「須坂の町並みの個性と魅力」 

                 講師 西村幸夫 氏  

（神戸芸術工科大学教授・全国町並み保存連盟理事） 

 

１４：２０ ～ １４：３０   休憩 

 

１４：３０ ～ １５：４０   パネルディスカッション 

コーディネーター 西村 幸夫 氏（同上） 

パネリスト    佐倉 弘祐 氏（信州大学工学部建築学科助教） 

和田 勝 氏（㈲信濃伝統建築研究所 所長） 

山上 万里奈 氏（ゲストハウス蔵オーナー） 

岡崎 格郎 氏（「信州須坂蔵造の町家」著者） 

１５：４０ ～ １５：５０   シンポジウム閉会  

※表 紙 

「上中町の交差点付近から中町をみる」 

明治後期～大正前期 



 
 

 

 

町 並 み 探 索 

 

 

 

 

  

須坂の町並みや建物の魅力について、実際

に町を歩きながら、信州大学の先生方よりご

説明をいただきました。 
訪問先は、現在歴史的な建物に居住もしく

は店舗として活用されている方々にご協力

をいただき、店舗を始め、製糸業関連施設や

須坂藩とつながりがあったお宅などに伺い、

その場でしか聞くことができない生の声も

聞くことが出来きました。 



 

 

＜町並み散策の日程＞ 

７月 14日（土） 一般参加者 30名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※なお、蔵のまち信州須坂観光ガイドにも各グループに同行し、案内いただいた。 

 

＜散策マップ＞ 

グループ① グループ② 

講師：信州大学工学部建築学科 

土本 俊和 教授 

講師：信州大学工学部建築学科 

  梅干野 成央 准教授 

10:00 旧上高井郡役所出発 

10:05 ゲストハウス蔵 10:05 山下薬局 

10:18 小布施家住宅 10:18 ゲストハウス蔵 

10:31 山下薬局 10:31 枠屋 

10:44 枠屋 10:42 勝山家住宅 

11:55 勝山家住宅 10:57 小布施家住宅 

11:10 旧小田切家住宅到着 

11:24 まとめ 

旧小田切家住宅 

旧上高井郡役所 

ゲストハウス蔵 

● 

● 
枠屋 

小布施家住宅 
勝山家住宅 

信州医療センター 

墨坂神社（芝宮） 

笠鉾会館 

中央公民館 

P 市営駐車場 

旧越家住宅 

→至高山村 

←至須坂駅 

山下薬局 
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＜訪問先＞ 

①ゲストハウス蔵 

街道に面して建てられた平入り２階建てで、

明治初期の建築と思われる。現在は海外など

からの宿泊者を迎えるゲストハウス、カフェ

などに活用をされており、多くの人々が集ま

る。 
庭を抜けると、土蔵があり、雑貨屋として

活用がされている。土蔵の２階には自然な曲

がり具合を活かした立派な梁があり、木材の

太さは圧巻である。 
 

②山下薬局 

 

 

 

 

 

 
 

③枠屋（旧丸山家住宅） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（昭和 60 年代撮影） 

新町の一番中町寄りにある２階建て平入りの

町家で、屋根の両妻に大きなうだつが上がってい

るのが特徴である。丸山家は、明治 20 年代には

既にこの家に居住していたという。代々建具屋を

営んでおり、そのため製糸業が盛んな時期には糸

巻枠も造っていたという。内部の間取りは改造を

経ているが、基本的な構造部材はよく残ってお

り、現在は飲食店として活用されている。外観は

１階の店正面を除いてよく保たれているため、町

並み景観に果たす役割は大きい。 

本町通りに面して薬局を営んでおり、店舗内部は近

代的に改造されているが、店の建築自体は安永年間の

大火の後に建てられたものである。柱、小屋組など主

要な構造は当時のまま残っている。３階の望楼は明治

初期に増築された。裏手の２階建ての住まいの部分は

部材の様子から明治前期の建築と考えられ、改造はほ

とんどない。住まいの１階には玄関付の居間、台所、

床の間のある居室を２室設け、２階に床の間と棚のあ

る座敷と仏間とを続き座敷として設けている。近代的

な外観にもかかわらず、歴史的に貴重な町家の例と言

える。 
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④勝山家住宅 

勝山家は明治４～５年ころに製糸業をは

じめ、大正 12年まで現在の敷地で経営した。

屋敷の中央にあった工場は現存しないが、

付属施設であった釜場（平屋、８尺×４間）、

工女宿舎（２階建、３間×８間）、工女病室

（平屋、２間×3.5 間）、ごはん場（平屋、

３間×５間）、土蔵（２階建、2.5間×６間）、

味噌蔵（平屋、２間×３間）が現存する。

製糸の規模は盛んなときは 50 釜であった

という。当時の主屋は、現在の主屋の左側に建つ貸家として使用されている建物で、現在の主屋は

大正 15 年から昭和２年にかけて建てられた。大工棟梁は新町の荻原氏だったという。主屋の右側に

約２間をへだてて建つ「うわみせ」は、棟木の下面に「大正七年四月吉日」の墨書があり、この年

に建ったことが分かる。 

 
 

⑤小布施家住宅 

小布施家住宅は、中町に所在し、大笹街道と谷街

道の交点のほど近くに位置する町家である。明治期

の当主であった小布施辰三郎は、製糸家の持田藤次

郎の弟であり、明治後期から現在地で乾物商を営ん

だ。この屋敷地はそれ以前、明治 22年（1889）の「建

物臺帳」（須坂市文書館所蔵）によると、町役人を勤

めた家の牧未之助が所有する土地であった。 

 現在の屋敷地には、道に面して主屋が建ち、その裏に土蔵が建つ。主屋は、木造二階建て（瓦葺

き）の店舗部分と木造平屋建て（瓦葺き）の居住部分が接続して一棟で建ち、店の奥に玄関、茶の

間、勝手、物置を配し、その奥には蔵座敷が建つ。明治 22 年（1889）の「建物臺帳」（須坂市文書

館所蔵）には、すでに現在の主屋と同じ建物が記録されており、建設年はそれ以前にさかのぼる。

建物の仕様などから、店と主屋は江戸末期の建設であると推定され、江戸末期にはすでに土蔵造り

の町家が須坂に普及していたことを示す建築遺構として重要である。 

 一方、主屋の奥に建つ蔵座敷は、主屋よりも少し建設年がさかのぼると推定される。蔵座敷の間

取りは入口の正面に大床を配し、瀟洒な座敷飾りを備えるなど、書院座敷として極めて質が高い。

この蔵座敷には、須坂藩主の奥様が訪れていたと伝えられており、当時の町の様子を偲ぶことがで

きる。 

  
・②～④については、財団法人観光資源保護財団（1989）「須坂の歴史的町並み シルキータウン・

信州須坂の土蔵造りをいかしたまちづくりにむけて」より転載（一部加筆修正） 

・⑤については、須坂市（2018）「旧小田切家住宅改修工事報告書」より転載（一部加筆修正） 

注 
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出発前あいさつ（生涯学習スポーツ課長） 建物の解説（土本教授） 

  

歴史的な建物内で解説（土本教授） 所有者からお話を伺う 

  

町並みの解説（梅干野准教授） 土本教授のまとめ（旧小田切家住宅にて） 

町並み探索写真 
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シ ン ポ ジ ウ ム 

 

 

 

 



 
 

 

主催者代表 あいさつ 

須坂市 副市長 中澤 正直 

 

皆さんこんにちは。本日は信州須坂の町並み魅

力再発見フォーラムのシンポジウムを開催いた

しましたところ、本当に暑い中にも関わらず、多

くの皆様にお集まりいただきまして、ありがとう

ございます。 

 蔵の町須坂は旧谷街道、旧大笹街道を中心にし

て、今なお多くの歴史的な建物が存在しておりま

す。この町並みが意識され始めたのは昭和 60 年

代で、当時の須坂新聞に『須高地方の民家と町並

み』という記事が特集で掲載され、須坂の町並み

に対する共通意識を持つきっかけとなりました。

これに合わせて住民運動が活発になってきて、保

存活用することが大切なことであると意識され、

住民の皆様による団体が発足をいたしました。 

 このフォーラムは、歴史的な建物周辺にお住ま

いの方をはじめ市内外の方々にあらためて須坂

市の歴史的建物の魅力を知っていただき、町並み

の保存と活用を目的に開催をいたします。 

 今日の午前中の町並み探索では多くの方々に

ご参加いただきました。普段は公開していない個

人の住宅ですとか、敷地の中も見せていただき大

変貴重な体験になったのではないかと思います。

ご協力いただいた皆様方に厚く感謝申し上げま

す。 

これから行われますシンポジウムにつきまし

ても大変貴重なお話がいただけるのではないか

と思います。本日、ご講演いただきます西村幸夫

先生におかれましては後ほど詳しいご紹介があ

るかと思いますが、昭和 63 年に須坂市が日本ナ

ショナルトラストに委託を行った調査の調査団

として須坂市にお越しいただいたことがきっか

けでありました。その調査は現在の須坂クラシッ

ク美術館の建物を保存するため都市計画道路を

変更することとなった調査でありました。 

先生にはその後、何度も須坂市へお越しいただ 

いてご講演、調査のご指導をしていただき、大変

お世話になっております。 

本日のご講演の中で、須坂の特徴、須坂らしさ

のお話をいただけるのではないかと大変楽しみ

にしております。 

パネルディスカッションではコーディネータ

ーとして西村先生にご出演いただき、パネリスト

として信州大学の佐倉弘祐先生、信濃伝統建築研

究所の和田勝様、ゲストハウス蔵の山上万里奈様、

そして信州須坂蔵造りの町家という本を執筆さ

れ、市内の民家の紹介などを取り上げていただい

ております岡崎格郎さんにお願いしております。 

本日のフォーラムにおきまして、地域の皆様方

には町並みへの思いが深まり、そして保存活用の

推進の一翼になっていただけますよう願ってお

ります。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 
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基 調 講 演 

演 題 「須坂の町並みの個性と魅力」 

講演者 西村
にしむら

 幸夫
ゆ き お

 氏 

 

【プロフィール】 

昭和 27 年、福岡市生まれ。都市計画、都市保全計画、都市景観計画などがご専門。 

東京大学都市工学科卒、同大学院修了。明治大学助手、東京大学助教授を経て、平成８年よ

り東京大学教授、平成 23 年～平成 25 年東京大学副学長、平成 25 年～平成 28 年東京大学先端

科学技術研究センター所長を歴任。海外ではアジア工科大学助教授、MIT客員研究員、コロンビ

ア大学客員研究員、フランス国立社会科学高等研究院客員教授などを歴任。多くのご著書とと

もにメディアにも多数ご出演されている。 

須坂市には昭和 63年と平成元年に須坂の歴史的な町並みの学術的な価値を調べるため、調査

団としてお越しになられた。その後、講演会の講師や旧小田切家住宅調査委員会の顧問を務め

ていただくなど、須坂の町並みに関して、ご指導ご助言等を頂いている。 

今年の 3 月に東京大学大学院を退官され、現在は神戸芸術工科大学教授として指導にあたら

れ、多忙な日々をお過ごしでいらっしゃる。 
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基 調 講 演 

「須坂の町並みの個性と魅力」 

 
皆さんこんにちは。ご紹介あずかりました西

村です。 

思い返しますと私が初めて須坂へ来ましたの

は、1986 年か 1985 年頃だと思います。先ほど

紹介ありましたように、私は町並み保存の運動

をずっとしていまして、年に 1 回、町並み保存

のメンバーが集まり町並みゼミを開催していま

した。その時に綿幸の中野さん等の須坂のメン

バーが見えられて国道 406 号線、当時は未だバ

イパスがなかったので、この銀座通りを通る国

道 406 号線は今も以前も一方通行ですが、「国道

としては狭すぎるので拡幅のうわさが生じてい

ます。この国道拡幅の話があるけれど、なかな

か工事の優先順位が上がらないので出来ればも

っと幅を広げて、国道として道路事業で開発し

てほしいという計画があります。そのような事

が実現する

と大変なこ

とが起きて

しまう」と

いうような

ことの相談

を受けたの

です。 

 

都市計画図を見ると、須坂病院横（現：信州

医療センター）の道路計画があるので、そのよ

うな計画が実現するとは思いませんでしたが、

地元の方たちはとっても心配されて、関係者は

現地を見に行く必要があるということになりま

した。当時、町並み保存の運動の中には、建築

の歴史の先生は多くいましたが、都市計画を専

門にしている人は少なかったのです。そこでま

ず、現場を見る必要があるということで、私は

明治大学の都市計画の助手をしていたのですが、

私が須坂へ行くことになりました。この時の写

真がありますので後でご紹介したいと思います。 

その時に来て、もの凄く立派な建物が沢山残

されていることを感じましたが、この頃は未だ

何の調査もされていない状態でした。どの位価

値がある建物なのか分からない状態でしたので、

まず道路の計画以前に、ここに残されている建

物がどの位価値があるか調査してそれを元に判

断しないと、そもそも計画が良いか、悪いか判

断しかねる状態でした。 

当時、市長への手紙という目安箱のような物

に書いて出そうということになりました。この

当時は田中太郎市長でした。その頃の田中本家

自体も現在のような姿ではありませんでしたが。

市長への手紙に何を書いたかというと、「こうい

うことはきちんと調査をすべきではないか」と。

調査をするには色々な選択肢があるのですが、

「日本ナショナルトラストでは自身で調査費を

保有していて、そこへ市で調査費 50 万円から

100 万円位を加えると調査をしてくれるという

プログラムがあるので、そこへ応募してみたら

いかがですか」と書きました。すると市長から

返事が来まして、「良い提案をしてくれて感謝し

ています、なんとか前向きに検討したい」とい

うことでした。 

程なく 1988 年だったと思いますが、ナショナ

ルトラストの調査が始まりました。調査の中心

は当時千葉大学の教授でした大河直躬先生とい

う民家の大御所なのですが、先生を中心にいつ

かのチーム

を編成され

て、色々な

建物の調査

が始まりま

した。それ

が御縁だっ

西村幸夫 氏 

現在の須坂の町並み 
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たのです。そこで何度か調査の中で色々なこと

を行ってきたわけですが、今日の午前中に町並

み探索という見学会があるということで私も参

加させていただき、久々に町を歩いてみました。

30年くらい前に町を歩き、その後も少しずつ変

化してきているのを見てきているのですが、今

日あらためて 30年間の変化を目にして、ここま

で来たのかなと感じました。この場に建築士の

専門の先生もいらっしゃるので、むしろ私の方

からお聞きしたいのですが凄く個性が多様です

よね。同じ町の建物であってもこのように横に

平入りで並んでいる物もあれば、うだつの上が

っている物もあり、無い物もある。また蔵造り、

塗家造りの物もあれば、このように真ん中に両

側の棟が分かれてメインのアクセスのあるとこ

ろもあるのです。この写真は武家屋敷風の物。

非常に多様

でどれも間

口が広いの

ですね。 

そしてこ

の写真よう

に建物の横

から出入り

するスタイルになっていて、関東地方にはこの

ような建物を見ることがあるのですが、面白い

のは関東では門は付かず、建物の横がただ開い

ているだけなのですが、ここでは建物と隣の建

物の間に面白いゲートがあって建物と建物とが

繋がるようになっているのです。両側が同じ所

有者の物も

有れば、こ

の様な形で

異なる所有

者の物もあ

るのですが、

このように

全体的に上

手く繋がっています。現代の建築の考え方では、

隣の建物の間は出来るだけ開けようとしますの

でなかなかできないのですが、建物がそれぞれ

に自立して立ち並んで、壁を塗りあげている防

火建築である反面、自立してぽつぽつと立ちそ

うですが、建物と建物間の入口は互いに連続し

て立ち並んでいる様子は面白いなと思います。

今日は午前中に町並み探索で町を歩いたのです

が、一歩裏通りに入ると長屋のような建物があ

りと多様です。 

もう 1 つそれぞれの建物が広大なのです。私

は日本各地の町を巡り歩いていますが、これほ

どに１つ１つの建物が大きく、敷地の背後が広

く展開していて、また建物の意匠が多様である

町は数多くありませんし、それぞれにお金が掛

かっている。生糸で繁栄して、豪商の人々が競

い合うように、それから独自性を強調するよう

な建物を建てたのかなと思われます。大変に豪

壮でなおかつ多様である。中に入ると広い様々

な形でオープンスペースになっていて、そこは

庭になっていたり、茶室が設けられていたり、

作業場になっていたり、蔵があったりと、非常

に多様です。ここにはかつての生糸産業の時代

を彷彿させ

るような形

が多く残さ

れています。

このような

空間は外か

らは見えま

せんが、奥

に入ると実に違った顔が見えて、実に豊かな過

去の蓄積を実感することができるというのを本

当に感じるのです。それぞれの家に立派にしつ

らえた内玄関があり、一般の町家とは様子が違

うなと感じます。 

  

一般住宅の敷地に残る土蔵 

ふれあい館しらふじ 

建物間にある出入口 
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このように１つ１つの町家の持つ個性と、そ

こに新しい建物が加わるのですが、旧上高井郡

役所から本町通りへと歩いて行った突き当りに、

これも新しい建築なのですが、蔵造り風で、こ

こにある伝統を感じさせる、突き当りに立って

いるということを意識させるような建物が建っ

ていました。振り返ると、旧上高井郡役所が建

っていますね。ここらはかつて陣屋の置かれて

いた場所ですが、新しい建物も工夫されて、さ

きほどのよ

うな建物が

建てられて

います。 

たとえば

そこに単に

真四角なモ

ダンな建築

が出来ると蔵造りの町並みに調和する雰囲気と

は異なります。この建物もそのような意味では

配慮されていて、道路に面してドーンと高い建

物が造られると蔵造りの家の連続性が壊れるの

ですが、須坂では三階建ての繭蔵などもありま

すから、三階くらいまでは表側に建っていて、

高層部分はちょっと奥に控えて建っているよう

な工夫がされています。 

それとも

う１つ、こ

の町のヘソ

は何かと考

える時に私

は歴史的に

見ると、中

町の交差点

だと考えるのです。ここは谷街道が通り、大笹

街道が通る交差点です。ここから四方に通じる

道があり、陣屋町の時もこの近くに陣屋があり、

大店が集中していたわけで、中心なのです。現

在は大きな道が左右両方に出来ているので、こ

の辻が中心で、高札場などが置かれていたであ

ろうとはなかなか実感できないのですが、きち

んと『須坂町並みの起点』とちゃんと石柱が建

っています。側面には辻について街道が分かれ

て行く様子が書かれており、町にとって非常に

大事なヘソであることが分かるようになってい

ます。 

私はこの町を考える際に、この場所が大事な

拠点で、ここから色んなことを考え始めるとい

うことは、歴史を大事にするという意味では凄

く重要だと思います。なので、ここにちゃんと

した石柱が建っていて、それを上手く伝えてく

れているといことは非常に大事だろうなと今日

見ながら感じました。須坂にとって一番大事な、

肝となる交差点ですね。 

辻から１本南側にある道ですが、細い道だけ

では生活は成り立たないので、大きな道も必要

であると思います。１つの例として、須坂病院

横（現：信州医療センター）には国道 406 号線

が通り、本町通りへと国道は右折しますが、こ

の右折する

時の正面に

は浮世小路

と呼ばれる

小さな道が

あります。

非常に細い

道で、都市

計画の意味では、拡幅計画が一応ありますね。

道の途中には浮世橋とよばれる小さな橋が架け

られていて歴史的な趣が残されています。ここ

が拡幅されてしまうと、町としては良くないの

ではないかと凄く思います。大きな道があそこ

で止まっていることは良かったかなと。ただ計

画としてはあるので、早くきちんと計画として

は無くすべきだというのが私の意見です。 

道に面したモダンな建物 

街道が交差する辻（中町交差点） 

浮世橋 
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そして次は、町並み探索でも少しご説明があ

りましたが見事な「ぼたもち石積み」で出来た

土台です。

北信地方の

特徴だとの

ことですが、

これは一見

ただ自然石

をぎゅうぎ

ゅうに押し

積み上げて

いるみたいですが実際には自然石ではこのよう

にはなりません。これは石と石の両側を削り合

わせてきちんと隙間なく付くように積み上げら

れています。それが表から見えなくて、あたか

も石をぎゅうぎゅうに詰めたように見せていて、

この石積みが様々な所にあり、今は上の建物が

無くなっている場所にも残されています。 

クラシック美術館でも石積みが表に見えるよ

うに設計変更を行ったようです。ここには石造

りの文化があるのですね。日本では石垣を作る

文化は有るのですが、土台の上に建てられるメ

インの建物が注目されてしまうので、なかなか

石積みは表に出てきません。しかしこのように

自然石を人工的に非常に綺麗に切ったように見

せないやり方で、ごく自然に積まれているよう

な積み方だけれども実は大変な労力、手間を使

って加工した石を密着させる、その苦労を表に

見せない文化はなかなか凄い文化だなと思いま

す。綺麗な切石ではなく、いかにも石を自然と

並べていますが、そんなにぴったりと付くわけ

がない、もの凄い技術をさりげなくやっている

というところが凄いですね。午前中の町並み探

索に参加して、あらためて須坂の町の個性を感

じました。 

少し振り返って、先ほども申し上げましたが、

須坂の町との出会いは国道 406 号線の拡幅問題

でした。そして最初の印象は須坂という町の名

前のとおりで、坂の多い町でした。扇状地に開

かれた町だと思いますが周辺も坂が多く、普通

都市を考えると高い所に住宅や武士の建物があ

り、それ以外には町人などが住んでいることが

多くありますが、なかなかそうとは言いにくい

坂の町です。そして凄く規模の大きな塗屋の町

家があり、そしてその意匠が多様であって、よ

く言われるように町の中が迷路のようになって

いて分かりません。私も全国各地を歩いていま

すが、須坂の町も大体は頭の中で把握している

のですが、この場所から何処かへ移動するとし

たら、地図を見ないと手段がよく分からなくな

るのです。五角形のような町ですよね。直角で

はないので何回か移動していても右方向か左方

向か混乱してしまうのです。この様な町は他に

も事例として感じているのがあります。須坂と

石川県大聖寺という城下町です。私にとっては

二大迷路です。大聖寺も基本的には十文字にな

っているのですが、道がカーブしていてどの方

向に向かっているのか混乱します。 

また須坂は石造物も多いですね。勿論、ぼた

もち石もそうですが郊外へ行くと石の庚申塔な

ど沢山あって石の文化があるというのを感じま

す。 

当時の写真をいつかご覧いただきたいと思い

ます。この写真は当時の山下薬局です。多分 1986

年位だったと思いますから 32年前ですね。こち

らは本町通

りだったと

思いますが、

地元の方は

なんとなく

思い出され

るかと思い

ますがどう

ですか。  

ぼたもち石積み 

1986 年頃の山下薬局 
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問題となっていた都市計画道路の拡幅につい

ては、都市計画に沿うため拡幅されることは無

いだろうということでしたが、この須坂病院

（現：信州医療センター）の北側の道の拡幅に

ついては後で大きな問題が生じるのですが、そ

れは後でお話をします。私は何に関わったかと

いいますと、立派な建物が多く残されているの

でナショナルトラストで先ず調査をするべきで

はないかと提案しました。私の意見だけが通っ

たというのではなく、その頃に様々な人が色々

な形で動かれたのかも知れませんが、ナショナ

ルトラストの調査が 1988 年に始まりました。 

この頃に市内各所にある案内地図や説明書き

の石の標柱を、周辺を調査して説明内容を作成

し、デザインや図面を設計、そして設置も行い

ました。旧須坂町内は勿論、仁礼や福島、豊丘

でも実施し、現在も建っていると思います。 

そして 406 号線の拡幅工事はしないのだけれ

ど、都市計画道路として裏側にバイパスを作り、

横町の銀座通りは今の幅員で舗装を綺麗にする

計画が立てられました。この時に私も委員の一

人として加わりましたが、ひとつ大きな問題が

生じました。これが現在の須坂クラシック美術

館のところですね。その後、街道の辻周辺の所

に対して町並み環境整備事業ということで、市

が国の間接補助金をいただきながら少しずつ整

備が行われていくわけですが、ここにも若干関

わりました。 

一番問題になったのが、この写真の建物（現：

クラシック美術館）のところです。この写真は

須坂病院横（現：信州医療センター）の国道 406

号線と銀座通りへと分かれるところで、そこは

もともと広い敷地がありました。これは今日撮

影した写真です。基本的に国道 406 号線のバイ

パスは横町の交差点と直線で道が造られる予定

だったため、直線上にあるこの建物が取り壊さ

れることに

なっていて、

道路用地と

して既に取

得されてい

たのです。 

その段階

で、今後ど

のような形で計画を立てるか、こちら側の町並

み整備をしていくかと委員会に諮られました。

私は、「ここは駅の方面から歩いて行くと先ず歴

史的な町並みがスタートするところであり、こ

こを折角市が道路用地としてですが取得したの

で、この場所を無くすのはいかにも惜しい」と、

「ちょっと道をカーブさせればいいのではない

か」と建物の救済を提案しました。そのために

は反対側の建物を買収しなければいけない、そ

して都市計画の変更もしなければいけない、と

いうことで大変に揉めたのです。未だにここま

で揉めた委員会というのは私も経験していませ

ん。 

私は行政と極端に対立して事を進めるのはあ

まり好きではないので悩みました。性格的にも

おとなしいので。出来るだけ上手にやりたい、

みんなが納得するようにしたい、と良い答えを

見つけようとするのですが、この時ばかりはこ

 

1986 年頃の町並みの写真 
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こを壊すか残すかということしかなくて、また

計画変更するとなるとまた大きな手続きを要し

ますし、反対側に住んでいる方にとっては自分

たちの家が壊されるのですから、それが本当に

正しい方法かという問題もあります。私自身も

凄く悩みましたけれど、「須坂のことを将来的に

考えると、ここが拠点で、ここから始まる道で、

スタートラインになる建物を壊してしまうのは

惜しい」ということで、「かなりの犠牲が生じる

のは承知で残すべきである」と強い口調で発言

したのです。 

委員会は当然紛糾しました。そして最後の最

後まで結論が二つ、真直ぐ案と迂回案に分かれ

事務局は困惑した感じでした。ひょっとすると

両論併記で委員長預かりになるかもわかりませ

んでしたが、最終的な決断により今日がありま

す。 

この後に画家の岡信孝氏が来訪され、岡氏の

実家が都市計画道路で実際に収容されてしまっ

たという経験を持ちであったことから、須坂は

このような努力までして建物を残したというこ

とで、岡氏と須坂は直接的な縁は無かったので

すが、ここにコレクションを寄贈されたという

経過があります。 

問題がなければ粛々と都市計画が進められた

でしょうが、須坂市のことを思えばこういった

紆余曲折も大事かなと思います。 

 

その後、色んな建物も変化をしていきます。

劇的に変化をしているのは新しくできた 406 号

線のＴ字の突き当り周辺でしょうか。32年の年

月を経て建物と今日撮影した写真を見比べてみ

ます。１つの町並み、建物も生きているのです

ね。想いを持っていると少しずつ良くなってい

けるのです。例としてこの写真は本町通りです

が、このように変わっていくわけですね。想い

続けてそのために努力していくことがいかに大

切であるかということを思うわけです。 

芝宮は変わっていないといえば変わっていな

いですね。こういった変わっていない場所があ

るということが地域住民の方にとって、地元の

アイデンティティなのでしょう。変えない、ど

うしても変えてはいけないところ、もっと良く

していくところ、そしてどうしても変えて便利

にしなければならないところもあると思います。

それがどこ

かというこ

とを町の中

で考えてい

く、町は生

きているの

で不断にや

り続けなけ

ればなりま

せん。人が

変わり世代

も変わりま

す。ある時

には合意し

て、ある時

には意見を

言って、10

芝宮神社にある太鼓橋 

本町通り(○上1986 年頃、㊦2018 年) 

1986 年頃の芝宮神社の参道 
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1986 年頃の須坂の町並みの様子
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パネルディスカッション 

コーディネーター 

西村
にしむら

 幸夫
ゆ き お

 氏 

基調講演に引き続き、コーディネーターとしてパネルディスカッションに参加。 

（プロフィールは９ページを参照。） 

 

パネリスト 

【プロフィール】 

佐倉
さ く ら

 弘
こう

祐
すけ

 氏（信州大学工学部建築学科助教） 

信州大学工学部建築学科の助教であり、善光寺周辺の歴史的な建物等の利活用にも携わ

れている。当市の伝統的建造物群保存対策調査では、裏川用水やぼたもち石、樹木など

の環境物件を中心に担当いただいている。 

 

和田
わ だ

 勝
まさる

 氏（㈲信濃伝統建築研究所 所長） 

(有)信濃伝統建築研究所の所長を務め、旧小田切家住宅をはじめ、須坂クラシック美術

館、豊丘の旧園里学校、須高農業協同組合井上支所（ながの農業協同組合井上店）など

の歴史的な建物の調査や修復を手掛けている。 

 

山上
やまかみ

 万
ま

里奈
り な

 氏（ゲストハウス蔵オーナー） 

ふれあい館しらふじの道向かいで、築 100年以上の建物を活用してゲストハウスを経営

されている。また須坂景観づくりの会にも所属し、町並みを活かしながら、須坂を盛り

上げようと活動をされている。 

 

岡崎
おかざき

 格郎
かくろう

 氏（「信州須坂蔵造の町家」著者） 

須坂の町並みを題材に、「信州須坂蔵造りの町家」を執筆。出版から５年が経過し、町

並みの変化を反映した改訂版を本年平成 30年に出版された。 
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パネルディスカッション 

 
 
西村：これからパネルディスカッションに入り

ます。 

さん付けで呼ばせていただきます。先ずは佐

倉さんから、映像の準備とお話をお願いいたし

ます。 

 

佐倉：初めまして、信州大学の佐倉と申します。

よろしくお願い致します。 

先ず自己紹介を兼ねて私がどの様な立場でこ

のパネリストとして選ばれたのか僕なりに分析

いたしますと、建物を専門に取り組んでおられ

る方がおられますので、都市規模の話をするこ

と、長野市での実践をベースにした話をするこ

とが求められているのかなと思います。 

今、長野

市で何をし

ているのか

説明します

と、「まち畑

プロジェク

ト」という

のを研究室

そして地元の設計事務所と取り組んでいます。

善光寺門前界隈の空き家のリノベーションはす

でに有名になっていますが、空き地の利活用に

関しては議論が少ないのが現状です。一般的に

空き地は駐車場になりやすいのですが、もう少

し長い目で見た場合に駐車場以外の利用方法は

ないものだろうかということから「まち畑」と

いう名前をつけて畑的な要素を入れながら地域

にあった要素を入れて、３か所の空き地で「ま

ち畑」を実践しています。 

プロジェクターで投影されている資料（34、

35ページ参照）が少し見えにくいのですが、１

か所目は「すけろくガーデン」と言って、空き

家と空き地をセットにしたリノベーションを考

えています。２か所目は「ラ・ランコントルの

裏庭」と言って、フレンチレストラン「ラ・ラ

ンコントル」から発生する生ごみを肥料に変え

て、土を肥沃にして野菜を作り、再び料理へと

循環させる構想としています。町中でおしゃれ

な畑を作ってみようということもコンセプトに

しています。３か所目は家の前の空地で地域の

人々と一緒に畑を作ったり、ヤギを飼ったりし

ています。都市の中での空き地の利用というの

は地域の特徴、周辺環境の事情を読み取ると

様々な利用ができます。その利用の仕方という

のを長野市で実践を通じて探っています。 

次に須坂の話をしたいと思います。須坂では

環境物件や水路、ぼたもち石について調査を約

１年間行っています。まだ調査期間が短いので

具体的な提案はできませんが、須坂の魅力を僕

なりジェイコブズの四原則に則って説明したい

と思います。 

① 街路の幅が狭く、曲がっていて、一つ一つ

のブロックの長さが短いこと 

② 古い建物と新しい建物が混在すること 

③ 各区域は二つ以上の機能を果たすこと 

④ 人口密度が出来るだけ高いこと 

特にこの①と②がこれからの須坂の在り方の

ヒントになるかなと思うのです。 

佐倉弘祐 氏 

パネルディスカッションの様子 
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ジェイコブの４原則の①に関して、１つの例

を挙げますと、西村先生のご講演の中で須坂は

迷路のようだとお話がありましたが、１つの目

的地へ着くまでにいくつもの道を歩いたほうが

面白いなと思います。そのような意味から須坂

を考えた時、資料の写真左側のように暗渠にな

っている水路、また次の写真に①連続する空地

と書いてありますが、須坂の街区の特徴である

奥行の長い空地の利用が考えられます。それら

の場所を通り抜けるようにするだけでも様々な

ルートで目的地へ行けるようになります。選択

肢が増えていくとより多くの人が歩くようにな

り、様々な場所で人が集まる可能性が高まるか

なと思い、紹介しました。 

ジェイコ

ブの４原則

②古い建物

と新しい建

物の混在つ

いては資料

の写真右側

が該当しま

す。この写真は通称・浮世小路の１つ南側にあ

る細い小路沿いにある建物ですが、Ｕターンし

てきた若者がここで雑貨屋さんを営んでいます。

このような古い建物を残しておくと、価値のあ

る伝統的な建物とは言い切れない建物であって

も、そこに価値を見出して利用していく若い人

たちの感性があります。壊して新しい建物して

しまうと、そこから新しい物語は生まれにくい

のです。完全に保全していく建物、ある程度自

由に活用が可能な範囲で保全していく建物など、

保全の中にいくつかのランクで分かれていくと

面白くなり、これを市が積極的にサポートして

いく動きが出てくるといいのなと思い、紹介し

ました。 

それ以外にも須坂市内で調査している中で思

うことは、地域住民の方々がこだわりを持って

いることです。西村先生も編集されている東京

大学都市デザイン研究室(著)『図説 都市空間の

構想力』の一部の文章を引用させていただきま

す。読みますと、「一つひとつは建物の一部材に

過ぎないが、そこに家屋所有者の見えや見識、

地元の大工たちの誇りが込められており、それ

らが集合することで、町並みがその地域らしさ

を纏うようになるのである。」と書かれています。

まさに須坂においても、見えや見識、大工たち

の誇りがぼたもち石をはじめとして、先生のお

っしゃるようなこだわりというか、あまり派手

に見せすぎない大工のこだわりが随所に見られ

ます。 

資料右下の写真に映っているのは、とある住

宅にある樹木ですが、ここにお住まいの方に話

を伺うと、「この樹木は朝 鮮
ちょうせん

槇
まき

でなかなか長野

県内には無いものだ。」と話されていました。そ

の他のお宅でも、将軍の方から直々にいただい

た石碑があるとか、そこに住んでいる人から直

接に聞かないと分からないような、貴重なもの

が多々あります。地域住民の皆さんのこだわり

が敷地の外から見えたり、オープンガーデンの

ように中庭に入れるようにしたり、よりオープ

ンにできるような仕組みができたらいいかなと

思います。 

 

西村：先ず、質問をさせてください。まち畑の

お話があって、これは須坂市内でもこんなこと

をしてみたらという意識としてはあるのでしょ

うか。それともこれは長野の話で、須坂は違う

ということでしょうか。 

 

佐倉：これは長野市の例としてお話しさせてい

ただいたのですが、須坂においても状況は同じ

で、駐車場が増えてきている現状の中で、収益

だけを考えると駐車場になりやすいのですが、

長期的に見て地域のブランドの価値を上げると

か、地域コミュニティーの間取りを制度化する

熱心に耳を傾ける参加者 
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とか様々なことが考えられます。須坂の空き地

は面白い形をしているところが多く見受けられ、

縦に長かったりします。連続した空き地がつな

がっている箇所もよくあります。そういう場所

を、周辺環境を活かした形であまり手を加えな

いで利用していくのは、空き家のリノベーショ

ンをするよりもやりやすいかと思います。そこ

に取り組むことで、地域の人たちを盛り上げて

いって、では次に空き家のリノベーションをし

てみようとか、このように仕掛けるために、空

地に少し目を向けるというのは面白い視点かと

思っています。 

 

西村：魅力的な事だと思うのですが、土地を貸

してくれる人がおられますか。駐車場にすると

日銭が稼げるのに、畑にすれば野菜の収穫はあ

るかもしれませんが、そのような方はいらっし

ゃるのですか。 

 

佐倉：長野市の場合にはいます。地域の中で緑

を増やしたいとか、コミュニティーの場を作り

たいとか、積極的に発信していくことで、共感

者が増えてきています。 

 

西村：貸し手にメリットとすると、緑が増える

というのと野菜を貰うことができるのでしょう

か。 

 

佐倉：畑にして借りた場合には収穫した作物を

おすそ分けすることもあります。土地によって

は奥まったところにあって駐車場に向かない場

所もあります。そのような場所に意欲的に仕掛

けていっています。空地を駐車場にするという

ことが悪いというわけではなくて、一本中に入

ったところの空地というのはなかなか利用しに

くくて、そういう時に、地域の方々に開けたよ

うな空き地利用の提案をしています。 

 

西村：なるほど。それと似たような事を須坂の

空地で迷路のように道が繋がっているというよ

うな違う裏道が出来たら面白いということです

ね。ありがとうございます。 

つづきまして、和田さんどうぞ。 

 

和田：私も須坂市にお世話になっていまして、

先ほどのナショナルトラストの調査の関係で、

平成 3 年ごろから須坂市の調査に関わってきま

して、伝統的な文化財建造物保存活用の仕事に

たくさん携わりました。その中で特に印象深か

ったことを少しお話し申し上げます。 

まず、写真をご覧いただくと、園里学校（現：

園里郷土資

料館）です。

皆さんもお

分かりのよ

うに、昔の

豊丘村の役

場でした。

須坂の奥の

方にある建物ですが、今こうして写真を見ると

非常に立派な建物ですが、私が建物調査をした

時にはアルミサッシに覆われた工場跡で、今は

このように塔屋の部分がありますが、当時、塔

屋は全くな

くて屋根が

下に落ちて

ぼろぼろの

工場といっ

た状態でし

た。 

この建物

を大河直躬先生と一緒に実測調査をしてみます

と、痕跡（建物の傷跡）がありました。窓の横、

建物の角にある擬石に見えるような黒い跡も少

し残っていましが、ほとんど擬石の形は残って

いないような状態でした。 

旧園里学校 

和田勝 氏 
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建物の調査をしまして、一番不明だったのが、

建物の塔屋の部分がどうなっているのかという

ことで、非常に心配しました。屋根を壊し、痕

跡を調べてみたところで、土台には圧跡があっ

たのですが姿や形の部分は全く分かりませんで

した。ところが、須坂市内の円光寺に太鼓堂の

建物があり、この建物と非常に似た建物であっ

たため、屋根以外のこ

とは痕跡で大体把握で

きたので、円光寺の搭

屋の断面等の状況を調

べさせいただいた時に

偶然にも、当時の円光

寺の住職のおじいさん

が園里学校の校長先生

をされていたというこ

とで、その頃の日記を

見せていただきました。

日記の中で園里学校を建てた時の状況が分かり

ました。屋根瓦に記された年号も解読でき、地

域の皆さんには改修工事の時に、建設当時の写

真などが無いかと問い合わせしましたところ、

皆さんから当時の写真などいくつも提供され、

形や変遷の状況を把握することができました。 

この建物がもし町の中に残されていたならば

現在はホテルとかレストランなどに利用されて

いたかも知れませんが、当時は全く壊される寸

前でした。ところが調査をして、きちんと資料

を整理してみますと立派な建物であるというこ

とで、残されました。その中で一番感じたこと

はまず職人さんでございます。歴史的な建物を

残すということは、我々設計監理の立場では口

だけでありますが、伝統を守っていくためには、

計画的な仕事でなければ仕事ができないわけで

す。しかし偶然にもこの建物には、左官の工事、

屋根工事などのヒントがあり、基礎部分は先ほ

どお話のあったぼたもち石積みで作られていま

した。須坂の伝統的な職人さんの育まれた仕事

がたくさん残っていたのです。左官の工事です

が、須坂左官商会のお父さんが職人でいまして、

現在の当主は当時弟子ありました。この仕事を

通じて、現在は三代に亘って左官工事に繋がっ

ています。屋根瓦の工事に関しても、旧小田切

家住宅もそうですが、現在でも須坂には瓦の職

人さんが残っています。伝統的建物があるとい

うことは、須坂で現在でも職人さんの手によっ

て繋がっており、職人さんがいなければ繋がっ

ていかないわけです。良い建物を町の中に残っ

ているということは、職人さんの養成もできる

し、私たちが建物の保存修復することはある意

味ではエコにもなります。園里学校は平成３年

に整備をしましたので、30 年近くなりますが、

現在見ても非常に美しい建物で、搭屋部分に関

しては和風の建築で、全体は洋風の建物です。

復原してみた結果、職人さんの技術を活かし、

技術の伝承も出来たということで、お話をさせ

ていただきました。 

この建物は旧上高井郡役所です。洋館の非常

に良い建物でありまして、この建物の裏の部分

は増築され

て長野県の

施設として

使われてき

ましたが、

後ろの方は

改造もされ

ていました

が、元々残

っている部分は改造もなく、きれいな建物であ

りました。この建物も資料については分からな

かったのですが、長野県には古文書等比較的建

造物の資料が多く残されています。県立歴史館

に問い合わせしたところ、当時の図面とか資料

が大事にされて残されていました。それではこ

の建物をどうするかということで、耐震補強を

し、一部の破損した部分も補強・修理しまして、

円光寺太鼓堂 

旧上高井郡役所 
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大きな変更もなく現在使っております。この建

物は洋風の建物で、軒の出が短く、高さが高い。

塗装に関しては痛みますので、今日現在も正面

の塗り替えを行っていますが、逐次塗り替えを

して使われていけば、文化財としての付加価値

が高まります。また現在も多くの利用がされて

います。この建物は建築基準法の確認を取りま

して、利活用もされた非常に良い事例でありま

す。 

これは井上にある農協の建物ですが、見たと

おりマンサードの屋根、外はモルタルという建

物でして、須坂インターが出来る時に土地の関

係で補助金

が出まして、

農協として

は壊して立

て替えると

いう計画も

あったので

すが、何と

か保存がで

きないものかと調査をした結果、中も立派な建

物で、調べると棟札も残っており、昭和３年の

創建であることが判明しました。これと全く同

じような建物が長野市の教育会館に活用されま

して、現在は豊科へ移築移転していますが昭和

４年創建で設計者が同じでした。この農協の建

物は非常に良い建物で保存すべきであると提案

をし、最終的には建物を利活用の面で、外側は

保存して元の形とし、中は再生して現在でも使

えるようにし、登録有形文化財となりました。

農協の本所でもこんなに立派に保存・修理され

るなら、本所をこちらに移せばよかったと言わ

れるほど、この建物が残って良かったと言われ

ました。現在、２階の部屋は畳を取り除き、椅

子を入れて使えるようにして、エレベーターを

付けたり、１階は金融関係に使ったりと利活用

をされ、外はご覧のとおり立派な建物というこ

とで修理をいたしました。こういった建物も職

人さんの技術を継承する面でも非常に良かった

建物です。 

この建物はクラシック美術館です。先ほどの

西村先生の

お話にもあ

りましたよ

うに、残す

ことになっ

たわけです

が、ではど

のようにこ

の建物を活

用するかということになり、ある方がご寄付し

ていただいたお金と補助金を使いまして、将来

に県宝や登録有形文化財の指定を受けることを

考えて、中は最小限の修理をしまして、今はク

ラッシック美術館として活用しています。保存

活用する時には、外せば元の形に戻るようにと

いうことで修理をし、職人さんにもお願いして

残している建物です。道の角で非常に目立つ建

物ですが、中も立派に活用され、伝統的な建造

物である主屋や土蔵・門など見所が多い建物で

あります。 

次は旧小田切家に進みます。クラシック美術

館と同様に商家の建物であるので、似たところ

があります。須坂騒動等を受けて、どちらの建

物も所有者が襲われた際の逃げ道が建物の内部

に存在しておりますので、お金持ちの皆さんは

逃げること

も考えて造

られた、と

いうところ

も皆さんも

ご覧いただ

きたいと思

います。 

 

須高農業協同組合 井上支所

（ながの農業協同組合 井上店） 

須坂クラシック美術館 

旧小田切家住宅 
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西村：ありがとうございます。質問をさせてい

ただきます。職人さんの話が出てきましたが、

須坂周辺には色んな職人さんがいらっしゃると

いうことですが、それは修理の仕事がコンスタ

ントにあるということが関係しているのでしょ

うか。 

 

和田：職人さんは仕事や伝統的な建物がないと

育ちませんので、行政も民間もそうですが、や

はり仕事を定期的に出してあげることで、育っ

ていくわけです。いい建物があって、いい職人

さんがいれば建物は保存できるが、最近は職人

さんがいないということで取り壊されているこ

とが一番残念なことです。茅葺や左官の職人さ

んの仕事が減ってきているのが事実です。左官

の職人さんの場合は特にそうですが、持ってき

た材料を全て手に乗せて仕上げなければ片付か

ない仕事ですので、職人さんがなかなか育たな

いのです。 

ところが須坂の場合は伝統的な工法が残って

いますので、現実に三代目が育って、つがなり

を作り、職人さんが育っています。旧小田切家

住宅では工事の際には、農業高校の生徒が来て

実際に仕事をさせて下さいと、土蔵の修理の際

に壁塗りを体験していきましたが、伝統的な仕

事を残すためには職人さんの養成も非常に大事

なのです。それに私たちも力を入れています。 

 

西村：このように伝統的な建物が多いから、そ

のように上手くいくわけですね。 

もう１つお聞きしたいことは、伝統的な建物

の修理にはかなりお金がかかるとも言われます

がいかがでしょうか。 

 

和田：そうですね。お金に関しては専門家に相

談していただかなければいけませんが、何が何

でも昔の工法でという考えもありますが、現代

の工法を使っても、ある程度の保存活用ができ

る方法はあります。最近の建物は古くて使えな

いよ、ではなくて使えるためにはどのようにし

たらよいのか、お金をかけないで修理はできな

いのか、そういった相談を専門家にしていただ

ければ、なんとか対応していきます。また外観

の整備ができたら、中は活用のためには、今の

建物として、冷暖房も要求されますので、近代

的な設備も必要かと思います。 

 

西村：経済的に仕上げようと思えばそのような

事ができるということですね。ただそれは和田

さんのようにちゃんと分かるような建築家がい

ないと、面倒くさいと思う人は、そんなことを

すると金銭的に高いですよ、壊して新しく建設

した方が楽で良いと言う人がいないわけはない

ですが、ちゃんと分かる人はいらっしゃいます

か。 

 

和田：NPO 法人を作りまして、県内の職人さん

たちに継続して仕事を提供しています。また研

修をして仕事を見てもらうという活動を県内の

北から南まで、栄村から妻籠宿まで県内に会員

がおりますので、伝統的な技術を残し後世に継

承するということで活動しています。信州伝統

的建造物保存技術研究会という名前で、須坂に

も会員がおります。 

 

西村：私もサポーターということで携わってい

ますが、県内は伝統的な建築を専門にされる方

たちのネットワークが他の県よりもはるかに充

実していますね。ありがとうございました。 

次はゲストハウス蔵のオーナーの山上さんで

す。 

 

山上：皆さん、こんにちは。今日私は古民家を

活用しているということで呼ばれました。こち

らの資料（36、37ページを参照）にもあります

が、本上町の小田切さんのおばあさんからご厚
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意でこの家を貸していただき、平成 24年に宿泊

施設・ゲストハウス蔵をオープンいたしました。 

施設の名前について、当時私はＵターンで帰

ってきたのですが、須坂が蔵の町として盛り上

げようとしていた時だったので、シンプルに名

前を蔵としました。 

なかなか

宿泊施設を

地元の方が

ご利用する

ことは少な

いので、ゲ

ストハウス

が出来たと

いう事をご存知の方が多いのかどうか分からな

いのですが、実際ゲストハウスの中で日々どの

ようなことが行われているのか、なかなか地元

の方には伝わりにくいのかなと思っています。 

資料に写っている部分がちょうど入口の入っ

たところでラウンジと呼んでいるところです。

ゲストハウスは宿泊施設で、利用客の 4 割の方

が海外から訪れて、６割が国内の方です。よく

メディアに取り上げられる時は外国の方がフォ

ーカスされてしまうので、あそこは外国人しか

泊まれないのでしょうと地元の方にも言われる

のですが、実際には外国人より日本人のほうが、

利用が多いです。ほとんど一人旅でバックパッ

カーと言われるリュックサック１つで日本を１

か月ぐらい旅歩きしている方にメインで利用い

ただいています。地元の人の利用が少ないこと

を今お話ししたのですが、これから来るお盆や

年末年始には皆さんのご家族が帰省されますの

で、その時に冬の須坂は寒い季節なのでたまに

帰ってくる家族のために布団の用意をし、暖か

くしなければならない等と大変じゃないですか。

その時にゲストハウス蔵では素泊まりなので、

食事はご家族の皆さんと共に過ごして、寝る時

だけ宿泊をする方もいられます。そういった

方々はお盆や年末年始を恒例に帰省されますの

で、何度も何度も毎年のように利用いただいて

います。 

写真を見ると、昔からの友人のように仲良く

乾杯をしている姿がありますが、これはたまた

ま同じ日に宿泊した人たち同士で、初めて出会

った旅人達が１つの空間で年齢も国籍も性別も

関係なく、このような時間を過ごせるのがゲス

トハウスと呼ばれる宿泊施設の特徴かなと思い

ます。 

次はお部屋になりますが、ゲストハウスと呼

ばれる宿泊施設は日本全国に数多くありますが、

ほとんどが２段ベッドを使っているところが多

いです。こちらでは築 130 年の歴史のある古民

家をお借りできたので、畳の良さを生かそうと、

あえて２段ベッドを置かずにこのようにお布団

を敷き並べて、いわゆる雑魚寝のようにしてお

休みいただいているので、海外から来た人は畳

の上で初めて寝る方も多くいられます。 

敷地内にはゲストハウスの中にカフェも併設

されていまして、加えて、本日町歩きに参加さ

れた方はご

覧いただき

ましたが、

くぐり戸を

通り庭へと

入っていた

だくと当時

の繭蔵とし

て使われていた蔵があるので、須坂市の米子出

身の方が雑貨屋さんを営んでいただいています。 

ゲストハウスを利用された方の須坂の印象な

のですが、意外に日本の方たちは「須坂を全然

知らなかったし、来たことも聞いたこともなか

ったけれども良い町並みだね」と日本のゲスト

の人たちのほうが須坂の町並みを誉めるという

か、良い印象を持ってくださる方が多い気がし

ます。ただ海外の方に聞くと、京都や飛騨高山

山上万里奈 氏 

ゲストハウス蔵 
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の古い町並みを巡っていらっしゃる方もいるの

で、須坂の印象を聞くと、建物が良いとか、雰

囲気が良いというよりも「静かでいいね」「観光

客が少なくて凄くいい町だね」「日本の人たちが

暮らしている普通の町だからいいね」とよく言

われます。 

古い町並みがたくさん残っていて、中には 100

年続くお店も数多く残っているのだよと説明す

ると、一番よく利用いただいているアメリカや

オーストラリアから来た方たちは凄く感動して

くれて、中町の山下薬局は創業 314 年くらいと

いう話をアメリカの方にすると、「僕たちの国よ

り歴史が長いね」と言って驚いてくれます。ヨ

ーロッパから来られる方も多いのですが、この

ゲストハウスの建物は 130 年前の古民家だよと

説明すると、「ああそう、僕は 200年の家に住ん

でいるよ」と言われてしまって、国によって歴

史の長さの捉え方が違う印象があります。 

私がこのゲストハウスを始める時に紹介いた

だいた大家さんの小田切さんのご家族は、現在

誰も長野県内には１人も住んではおられず、大

家さんは今九州福岡にいらっしゃって 90 歳を

超えたおじいさんに、毎月家賃を振り込んでい

ます。私が物件を探している当時には小田切さ

ん宅で 12 年くらいも空き家だったところを誰

も住んでいなく帰るつもりも無いということか

ら、解体業者に見積もりを取ったらしいです。

今は解体するにも大変お金がかかるということ

で、不動産屋さんに相談したらしいのです。そ

の際、たまたま私も不動産屋さんへ声を掛けて

いたことからご縁があって、古くてもいい、中

はそのままでもいいという変な若い人がいるか

ら、お話をしてみないかということで、ご紹介

をいただき、お借りすることになりました。小

田切さんの物件に出会うまで、1 年くらい物件

探しに時間がかかりました。須坂市も蔵の町と

いうことで力を入れていましたし、私も名前を

『蔵』と決めて、須坂らしい、蔵らしい物件を

探していたのですが、なかなか皆さん空き家に

なっていても貸して下さらないお宅が多かった

です。ゲストハウスをやると決めたが 2011年で、

東日本大震災後に物件探しを始めていたことも

あったので、「もしかしたら 20 年後息子たちが

帰ってくるかもしれないからちょっと貸せない

な」とか。あと多かったのは「荷物が沢山入っ

ているから、それを片付けるには大変だな」と

言われました。今日来ていらっしゃる方の中に、

物件をお持ちの方がいらしているか分かりませ

んが、このゲストハウス蔵を始めてから、結構

この市内で新しい商いをしたいと相談をちょい

ちょいお声掛けいただくことがあります。「どこ

かいい物件がありませんか」と。町の人からい

うと、空き家がいっぱいあるとか聞きますが、

本当に借りたい人が来た時に実際に紹介できる

物件は、須坂は少ないと思います。私らの年代

の人を集めて片付けなどはいくらもしますので、

空き地とか空き家をお持ちの方々にこういう動

きがあることを知っていただきたいと思います。 

須坂も空いているお宅を使わせていただいて、

若い世代が商いを始めるというのが少しずつ増

えています。市外の人からも「最近の須坂は動

きがあって面白いね」と言われます。小布施は

観光地として立派に出来上がっているのですが、

須坂は“これから”がいい。“これから感”が面

白いと言って下さる 20 代 30 代が声にする傾向

は良い方向かなと思いますが、何かやりたいと

いう人がいるのに、実際に使える家が無いこと

があります。また私もこの店を始める時に須坂

市のわざわざ店という補助金を使わせていただ

いたのですけれど、この補助金があるだけでも

ありがたいのですが、資金の使い方が様々な使

い方になっているので、最近の資金の使い方に

合わせて、もう少し幅広い使い方ができてもい

いのではないかなと思うこともあります。 

歴史的な建物を残すということも先ほど西村

先生のお話をお聞きして大事なことと感じまし
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たが、残してどう使っていくのかも大事なこと

だと思います。今日ここにお越しになっている

皆さんは、歴史的な建物などを残していきたい

という意識のある方々だと思いますが、20代 30

代の人が来ていないのが実情で、これからの須

坂の町並みや建物を残していって、活用するの

は 20 代 30 代の人たちですから、その人たちに

こそ西村先生のお話を聞いてもらわなければい

けないのです。意識のある皆さんにお話を聞い

てもらうことももちろん大切なのですが、本当

はここに来ていない 20 代 30 代の方たちにぜひ

聞いてほしいなと思う。土曜日のこの時間帯に

話を聞きに来てくださいと言ってもなかなか来

てもらえないのが問題なのかなと感じました。 

 

西村：ありがとうございます。伺いますが、若

い人の話がありましたが、山上さんご自身はな

ぜゲストハウスをやろう、古い建物でやろうと

思われたのですか。 

 

山上：私はもともと須坂の塩野という山手の方

の出身なのですが、30歳にＵターンをしました。

20代の途中まで須坂にいましたが、その時は須

坂には魅力もないし仕事もないので絶対に須坂

へは帰らないと決めて東京へ出たのですが、30

歳に近づくにつれて、須坂へ帰るたびに須坂っ

て過ごしやすく、面白い町なのかなと思うよう

になり、ゲストハウスを開業しようと決めた時

に地元でオープンしようと決めました。正直、

商売ということもあり、最初は長野駅周辺で物

件を探していました。須坂でやろうと考え、市

に話に行った時は「馬鹿言ってるんじゃないよ、

日本の観光客が来ていないこんなところに外国

人が来るわけがないじゃない」というようなこ

とを言われ、ごもっともという感じでした。で

すが、私は中国の田舎で暮らしたことがあり、

そこは中国の人に聞いても知らない町でした。

須坂市も同じで、長野県以外の人に「どこから

ですか」と聞かれて、「須坂です」と答えると「須

坂はどこだろう」と言われて「長野市の隣です」

「小布施の隣です」と言うと「ああ、小布施は

行ったことがあるよ」と言われます。中国でも

誰も知らないような町にいた時こそ、そこに町

の人たちの生活の様子が見られて、帰国して思

い返すといい町だったなと感じます。そのよう

なことから、須坂も観光地にならなかったこと

が私は凄く魅力的だと思っています。ゲストハ

ウス蔵を訪れてくださった外国人はすでに 60

か国を数えますが、この話をすると凄く残念が

られるのですが、須坂へ来ようと思って来た外

国人は１人もいないですね。須坂と分かって来

ている外国人もいなくて、長野駅から近くだか

ら、また地獄谷野猿公苑へ行く途中だからで、

それがたまたま須坂だっただけというところで

す。しかし来てみたら、「静かでいい町だね」と

言っていただけるし、素泊まりなので飲食店を

紹介すると、どこへ行っても親切に対応してく

れる、美味しいお店ばかり、と。須坂にはチェ

ーン店が無いのでそれも喜ばれます。地元の人

が生活している日本の人が毎日食べに行ってい

るようなところに、ぱっと生活の中に混ぜても

らえるというのが外国人にとって魅力だと思い

ます。 

 

西村：外国の宿泊者たちは、どの様な方法で「ゲ

ストハウス蔵」の情報を得ているのですか。 

 

山上：今はインターネットですね。皆さんは日

本で旅行される際には、トラベルサイトで予約

されていらっしゃると思いますが、それの海外

版に載せていて、海外の方は予約いただいてい

ます。その他は口コミが多いです。例えば、ゲ

ストハウス蔵に泊まられたイスラエルの方がい

らっしゃいましたが、イスラエルへ帰国した後

で須坂の話をしたらしいのです。「日本へ行くな

ら須坂へ行けと紹介されて来ました」と聞いた
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時には凄く感動しました。前に来ていただいた

方からからの口コミもありますが、先程１か月

くらい旅行をされているというお話をしました

が、外国人の方が日本国内を旅されている中で

「長野に行ったら須坂良かった」という口コミ

を聞いて来ていただく外国人もいます。日本国

内での口コミというのもあります。 

 

西村：和室で宿泊されることに関しては喜ばれ

ますか。 

 

山上：喜ばれます。ただ少し硬いから、もう１

枚敷き布団を頂戴などとよく言われます。画像

では茶色いお布団にシーツが掛かっていますが、

お客さんには自分でお布団を敷いてもらいます。

日本人なら敷き布団がありシーツがありかけ布

団が置いてあると正解は１つと思いますが、外

国人を見ていると多分、５～６通りの敷き方が

あります。 

 

西村：それは楽しいですね。あともう１つお聞

きしたいのが、素泊まりですから朝食は皆さん

お困りになりませんか。 

 

山上：朝食は須坂のおやきをかなり押していま

す。早朝から営業している喫茶店が須坂には無

いので、朝早くから営業しているおやき屋さん

もあり、蔦屋さんや横田さん、鈴木さんなどお

やき巡りができますので、喜んで行かれます。

さらに外国の方はベジタリアンが多いので、お

やきは素晴らしいことにベジタリアンも食べら

れます。お肉や魚を使っていない、野菜しか使

っていない。須坂のお味噌を使っていると伝え

ると喜ばれます。 

 

西村：このような発想は、なかなか我々にはな

いですね。ありがとうございました。 

最後になりましたが「信州須坂蔵造りの町家」

の著者である、岡崎さんお願いします。 

 

岡崎：初めまして、岡崎です。私が何故この「信

州須坂蔵造りの町家」を書いたのか少しお話し

します。それは須坂の町並みにある土蔵造りの

建物の多さと近世的、近代的な多様性、質の高

さに感動したからです。 

まず、須

坂に関わる

前のお話し

させていた

だきますと、

私は長く、

工場、マン

ション、ビ

ルを建設する仕事に携わってきまして、10年ほ

ど前、京都の三条室町にあった大きな敷地に学

校を建設する仕事をいただきました。この屋敷

は平安時代に都が奈良から京都に移った時から、

法衣・呉服店を営み、桃山時代もしくは江戸時

代初期には街道一と言われた家でした。三条室

町は室町時代から一番華やかな町衆の場所で、

義満の花の御所も室町通りの１番北の方にあり

ました。 

この三条室町にあった屋敷地に学校建設を計

画され、敷地の中に歴史的な価値があると言わ

れる土蔵があり調べましたところ、棟札があり

そこには文久３年（1853）と書かれていました。

この辺りは江戸末期に起きた 蛤
はまぐり

御門
ご も ん

の変
へん

（1864）で、付近は全部類焼したのですが、そ

の時にこの土蔵は焼け残っていました。教育に

携わる新たなオーナーは、土蔵の歴史的、文化

財の価値を認められ移築、保存することになり

ました。 

土蔵を曳家して分筆した土地に移し、残った

土地で学校を建て、このような歴史的、文化的

に価値あるものは残さなければならないという

オーナーの思いがあったのでこの土蔵は残り、

岡崎格郎 氏 
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大事に使われています。 

京都は、1200年余の歴史ある町と言われます

が、豊臣秀吉の時代に相当変わり、明治時代に

琵琶湖疏水が出来て、西郷隆盛の長男・菊次郎

市長の時、大改造をして、京都烏丸通りが京都

の一番の中心街になりました。この土蔵は室町

通の商家が建てた 150 年の歴史を持つ建物であ

り貴重な文化遺産です。移転にあたり漆喰を塗

り直しましたが、左官屋さんに修理を依頼する

と、「これは短期間では綺麗には直らない」との

返事があり、それでも急いで修理すると小さな

クラックが残り漆喰の修理は難しいものでした

が、移転完成後は元の所有者の方も自分の先祖

が建てた土蔵を残してくれたということで、近

隣の方ともども喜ばれました。 

とても印象に残っていることとして、新たに

棟札を書いてもらうために元の棟札を書いたお

寺へ新しい棟札をお願いしましたところ、「書け

ません。私どもは元の所有者の方がまた隆々と

されて、買い戻されることを祈るだけです。」と

言われ、この様な価値観があるのだなと感動し

ました。 

須坂の話になりますが、私は５年前に元の会

社を退職しました。その時に一緒に本を書いた

友人の玉水さんが須坂市に縁があり、須坂の蔵

造りの町家を本にしようと誘われました。初め

て須坂に来た時、思っていたイメージとは全く

違っていました。本格的な土蔵造りの町家です

と言うので、川越の土蔵造りの黒い壁を白くし

た土蔵造りを想像していたのです。 

最初に感

動したのは

牧家です。

まるで西洋

建築のよう

な軒裏の出

桁、出梁に

支えられた

蛇腹を持つ質の高さに驚きました。江戸時代の

伝統的な町家は階高が低く、暗いのです。とこ

ろが牧家ではこの２階部分を見ると、階高が高

く、明るいですね。 

土蔵造り町家は、２階の階高が低く漆喰で塗

りこめた虫
むし

籠
こ

窓
まど

がよく見られます。この２階部

分は住むところではなく、物置や使用人の方が

住む部屋です。ところが、須坂の近代的な町家

では、２階は主人が住む部屋で、階高の高く、

大きな窓を設けています。例えば写真の牧家と

越家です。

２階の軒裏

は漆喰で塗

りこめた出

梁と出桁、

蛇腹で構成

されていま

す。外壁面

から一、二、三段と出た蛇腹を支える梁や桁を

前に出しているのです。前に出すことによって

屋根が高くなります。全体が土蔵造りですから、

全体に暖かく、防火性とか調湿性はいいと思い

ますが、これに加えて太陽がさんさんと当たる

ので快適な室内と思います。先ほどの牧家です

が、２階の軒裏を見ていただくと歯形模様（デ

ンタルモールディング）があり、梁と梁のピッ

チを短くした出し梁を出し、その上に桁を乗せ

てかつ２段に漆喰を塗り固めています。私はこ

の軒の下の歯形模様はヨーロッパのクラシック

デザインがここで使われているように思います。 

妻側にある土饅頭と折釘からなる乳
ちち

鉤
かぎ

は機能

的でデザイン的にも面白いです。これは土壁を

修理する時に掛ける足場が、壁を傷が付けない

よう配慮して作られています。 

このような土蔵造りの町家数多く、多様性に

富んでいるっていることに驚きました。日本に

こういうところがあるのかと。調べると日本各

地には結構このような建物があります。しかし、牧家住宅 

越家住宅 
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こんなにもまとまっていません。当時の須坂の

人達は東京や横浜の西洋風建築を見たり聞いた

りしてこのような物を作ってくれと言ったので

しょうね。こんなに白くて綺麗で、手間暇かけ

て丁寧に作られた土蔵造りの町家は、素晴らし

いと思います。現在ではなかなか作れません。

先ほども和田先生がおっしゃられたように、技

術者が少なく、時間をかけて乾かして何回も薄

いのを塗り重ねていくという作業はなかなかし

ません。これだけの土を一気に盛り付けるわけ

にはいかないので、下地を作ってそれに縄など

を巻きつけ、土を張り付け、一旦形を作ってそ

れから漆喰を塗ります。漆喰の技術も変化して

います。明治の頃、日本の漆喰技術が一番進ん

だ時代と言われます。その一番進んだ技術が今

ここにあります。それが 100 年も経って今もこ

んなに残っているというのは非常に素晴らしい

ことだと思います。 

建物を見る時、「全体の形を見ましょう。次に

建物の細部の部材や構成を見てください。」と言

います。長持ちする家を建てようとすると部材

が大きくなり、破風板、桁とか棟木も大きくな

り、外観がなかなかきれいになりません。須坂

では、蛇腹、出し梁、出し桁を使って上質に形

作っています。妻側も、乳鉤、水切り、雨押さ

えなどを使って機能的にも、デザイン的にも上

手く作られています。 

こちらの

建物は、軒

裏に三段蛇

腹がありま

す。この上

に出し桁を

乗せて、そ

こから積み

上げ状に一、二、三と出していきます。その左

側の建物は大きな垂木をそのまま塗り込めてい

ます。どちらも同じような時期に建てられたと

思うのですが、右側の建物は当時須坂で流行っ

ていた三段蛇腹とし、対して左側の建物では屋

根を支える太い垂木を塗り込めると対照的です。

近くのお家にある土蔵では垂木を波型に塗り込

めています。 

建物には、お金を出してこのような物を作っ

てほしいと依頼した人、材料を調達した人、加

工組み立てた人の思いが残っています。松本の

旧開智学校や須坂の旧上高井郡役所を建てた人

も、ヨーロッパではこのような物があるらしい、

こういうデザインをしているらしい、と見聞き、

想像しながら、建てたのでしょう。 

当時、須坂の町並みの土蔵造りの町家もそれ

ぞれに創意工夫しながら建てています。同じよ

うな建物を建てる方が早く楽に建てやすいが、

それぞれ見聞した経験を生かして、金と時間を

かけて多様な建物を建てています。中でも牧家

の場合は誰が見ても素晴らしいと思います。私

はやっぱり牧家がデザイン的にも、入ったこと

はありませんが内部ともに、素晴らしいと思い

ます。 

今日も午前中の町並み探索で色々なところを

見せていただきました。私はこの本を書く時に

は、約 30年前にナショナルトラストの報告書や、

青木廣安先生と丸山武彦さんが新聞に「須高地

方の民家と町並み」というシリーズで書かれ、

結果として出版された本「信州須坂の町並み」

を参考にしながら、建物の外側からだけ見て書

きました。青木先生にお会いして、色々なこと

を教えていただきしっかりやりなさいと励まさ

れました。越統太郎さんがお住まいになってい

た家に伺った時に、「須坂ぶらりアルバム」とい

う本をいただきました。文字で建物の素晴らし

さを表現、熱意を伝えられた青木先生ですし、

写真とユーモラスなコメントを読んでいますと、

越さんがいかにこの須坂の町を愛されたか、自

分の家を愛されたかよく分かりました。こうい

った方たちの思いを受けて、市外から見た観点

垂 木 （ 左 ） と 蛇 腹 （ 右 ） が 特 徴 的 な 建 物 
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から須坂の町が素晴らしいということで本を書

かせていただきました。 

本を出してから５年経つとどんどん変わりま

す。私は年に４、５回須坂に来ます。ゲストハ

ウスも良く泊まるのですが、小さい頃の思い出

深い築 100 年の生家というのがゲストハウス蔵

の雰囲気なのです。夜冬の寒い時に湯たんぽを

入れてもらって寝たという思い出がゲストハウ

ス蔵では今味わえます。古城荘、仙仁温泉も素

晴らしい。古城荘は今の家というような感じで

すね。仙仁温泉は憧れ、リゾートですね。行く

なら贅沢はこんなところだという感じで、食べ

物も素晴らしいし心遣いも素晴らしい。 

是非、素晴らしい町並みを守り伝え、多くの

方を楽しませていただきたいと思います。 

 

西村：では時間も迫っていますので、最後にそ

れぞれの方に短く補足をしていただいて、終わ

りとしたいと思います。 

 

佐倉：まとめとは少し違うかもしれませんが、

補足としてお話をします。先週居酒屋みのりの

小林さんと話して、貴重な資料をいただきまた。

『須坂町に於ける水車の工業発達の地理し學的

研究』という昭和 23年と書かれた論文で、読ま

せていただいたのですが、水車の水路と外部の

須坂との関係というのが、これを見ると良く分

かる一文がありましたので、少しだけを読ませ

ていただきます。 

『宅地と外
と

畠
ばたけ

＜外畑：屋敷地の外の畑＞の間

に又は宅地の中央を貫いて用水路（裏川）が流

れ下ることは何れも１－1.5 米＜メートル＞の

滝を作るのに好条件であった。すべての屋敷に

滝を作られるという地理的可能性こそ工場化を

促進した第一立地要件で、外畠を裏に所持して

いることは工場敷地を準備していたことになる

のである。』 

以上の一文です。実際には穀町から中町まで

の傾斜が 25メートルくらいですね。その町の勾

配に対して１～1.5 メートルの水車用の滝が必

要となると、水車の数が 20か所くらい建設され

ていたとされています。実際に用水に沿った家

の数はおよそ 40～50軒くらいの住宅があり、そ

の間には２本くらいの支流もありますので、全

ての敷地に水車を用意することが結果としては

出来たというような作られ方をしていた。街区

と水路と地形の関係がこの本を読んでいてよく

分かりました。そういった昔からの先人たちの

知恵というか、歴史を尊重しながら、若い人た

ちが建物や空地をはじめとした須坂の利活用の

在り方を考えていけたらいいかなと思います。 

 

西村：須坂の坂というのは意味があるのですね。

よく分かりました。 

 

和田：先ほどから法的な問題などいろいろ出て

いましたが、古い建物がありましてそれを使う

時には用途変更が必要な場合もあります。それ

は 100 平米以下、３階建以下までは用途変更の

必要はありませんので、古い建物を活かして使

う時はそのようなことも含めて、法的な問題は

行政と相談しながら進めていくのがよいと思い

ます。 

それと、今まではどこの市町村もそうでした

が、行政におんぶに抱っこをしてきた時代があ

りましたが、これからの町づくりは地元の皆さ

んが自分たちの町を作るために官民一体となっ

て協力していく時代へと移ってきました。情報

は業者なども持っていますので、そういったこ

とも踏まえ、みんなで協力し合って、自分たち

の町は自分たちでつくっていく方向で進んでい

ってもらいたいと感じました。 

 

西村：こういったフォーラムも行政の主導によ

り行われておりますけれども、上手い関係性が

出来るといいですね。 
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山上：最近は若い人も含めて、移住組も含めて、

Ｕターン組も含めて、今まで使われていなかっ

た建物で新しい商いをする人が少しずつ増えて

います。ただ須坂という立地もあるので、商い

を続けていくということは厳しいことだと思い

ます。宿泊は市内の方の利用は難しいかも知れ

ませんが、飲食でしたらちょっと意識してみて

いただいて、たとえばお盆に帰ってくる家族と

一緒に食事する時に、須坂には 100 年以上も続

く老舗もあれば、ここ 2、3年の間にオープンし

た店もあるので、意識して新しくオープンした

店を地元の人が使う、また使い続けていただけ

ば新しくオープンした店も須坂で商いを続けて

いける。地元の人が支えることが重要なのでは

ないかと思います。間もなくお盆休みが来ます

ので。どこへ出来たのというような感じで、新

しい人たちはなかなか積極的に宣伝しようとし

なくて、知っている人たちが来てくれればいい

ということもあるので、メディアにも出なかっ

たりします。どこにオープンしたのという時に

はゲストハウスへ来てくだされば情報を提供し

ますので、お盆などには新しいお店にも足を運

んでいただけたらなと思います。 

 

西村：ゲストハウス蔵にはそのような情報がや

っぱり集まってくるものなのですね。 

 

山上：そうですね。須坂で新しくお店を始めよ

うとする人たちが何となく顔を出してくれたり

します。 

 

西村：そういう意味ではゲストハウス蔵は先輩

にあたるので、色んな情報を持っているという

ことで来られるのですかね。 

 

山上：もっと先輩たちもいるんですよ。情報も

集まってくるのでぜひ。 

 

西村：確かにヨーロッパへ行くと、自分たちの

集落にある店をかなり大事にしますよね。自分

たちが利用しないと無くなってしまうというこ

ともあるので。そういう意味で自分たちのお店

と思ってもらえばいいですね。そして情報はゲ

ストハウス蔵にありますということです。 

 

岡崎：先程の話の続きですが、ここの左官技術

はすばらしいものがあります。できれば姫路で

は城郭研究センターがありますが、左官屋さん

の技術はどうなのか、と書物なりメモなりをま

とめて残していただきたいです。須坂にはこれ

だけたくさんの良い建物が残っていますので、

ぜひ技術を残すためにも仕事をたくさん出して

いただいて、仕事があれば左官屋さんも安く、

良い仕事もできると思うので、建物を維持して

いっていただければうれしいなと思います。 

そうすると、ちょっと直す際には声を掛けや

すくなりますし、できれば外を直す時には役所

の補助金もあれば多分良いのだろうなというこ

とで、官民一体となって、そうすると綺麗な町

並みになると観光客も増えて儲かるという有効

循環になると思います。左官技術の研究会なり

展示会などを作ってもらえればうれしいなと思

います。 

 

西村：結果として先ほど山上さんがおっしゃい

ましたが、最近は若い人が少しずつ増えている

ということも、そういう古いものを大事にして

いくという雰囲気が伝わっているからというこ

ともあるのですね。そこまで行くには大分時間

がかかると思いますが、今は建物として残って

いるので、これから徐々に広がっていくし、海

外にも広がっていくのかなと思います。本物が

あるということは凄く大事なことですから、本

物を大事にしていく町として、頑張っていただ

きたいと思います。１日を通して可能性が広が

っていると感じました。 
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ではこれでパネルディスカッションを終了し

たいと思います。パネリストの皆さんに大きな

拍手を。 
（拍手） 

 
司会：それでは、西村先生、パネリストの皆様

ありがとうございました。 
会場の皆様からご質問がありましたら挙手を

お願いいたします。 
 
参加者：須坂の伝統的な町並み保存ということ

を最初に言いだした者として、何十年も町並み

保存につい

てずっと見

て考えてき

ました。と

ころが１つ

残念なこと

があるので

す。須坂の

伝統的な町

から灯が消えてしまっているという事なのです。

というのは、須坂の町並みは坂田で焼いた、い

ぶし瓦が使われていて、町並みの美を形成して

いたのです。今見ますと、ほとんどが三州瓦に

変わってしまった。私が見るには、そこには日

本の灯、瓦の灯が消えてしまっているという事

です。ヨーロッパの町並みの保存を見ますと、

外見は絶対に変えないのだと。 
 

西村：瓦が三州瓦になっているがということで、

和田さん、お願いできますでしょうか。 
 
和田：ちょっと説明させていただきます。当然

三州瓦になっている建物もございます。それは

国土交通省の整備事業を行った際に修景事業の

基準として三州瓦を使った建物もあるかと思い

ますが、ほとんどの伝統的な建造物ではいぶし

瓦を使っています。すべてではないかと思いま

す。 
修理修景は大体いぶし瓦を使うことになって

いると思いますが、中には見えない部分とか裏

の部分に三州瓦が使われているかもしれません。

町並みの景観として残っている建物はほとんど

いぶし瓦になっていると思います。須坂市の文

化財ではいぶし瓦を使い、町並みの補助事業で

新しくする場合でもいぶし瓦を使っていること

が多いと思います。 
 
西村：和田さんありがとうございます。ほかに

ご質問があれば。 
  
副市長：須坂市には歴史的な建造物がたくさん

ありますが、町並みを見る際に外観は公共のも

の、中は個人、プライベートなものという考え

がありますが、須坂市も歴史的な建造物の外観

についてはしっかりと補助を出していき、町並

みを整えることは大事であると考えていますが、

実際に住んでもらうとか、山上さんのように商

いしてもらうとか活用をしてもらうことが大変

大事であります。 
 それを踏まえ、建物の強度ですが、主屋や土

蔵などが大変古い建物であるということは事実

ですが、耐震の面で強いのか、強くないのか、

それをおっしゃる方がいますが、一般的に耐震

に関してもどうなのか、耐震補強工事を行う場

合にはこういうところは気を付けてなど、もし

ありましたら一般論で結構ですので、どなたで

もお教えいただければ大変有難いと思います。 
 
西村：こちらについても、和田さんお願いでき

ますでしょうか。 
 
和田：副市長からお話がありました耐震の関係

についてですが、耐震はある程度皆様も報道等

でお分かりのとおり、建物のバランスがいい建

質問をする参加者
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物は問題ないですとか、壁面が少ないとかまた

は柱の下の柱脚の周辺が傷んでいると耐震上良

くないこともあります。木造の建物については、

柱が傷んでいる場合は根継ぎ、柱脚を取替えて

修理ができ、土台が傷んでいる場合も取り換え

が可能です。また壁面が少ない場合でもある程

度は壁面の補強が必要な場合もあります。そう

いったことについては専門家に見ていただくな

どしてもらうと。最近の建物もそうですが、内

部の補強に関してもいろいろな補強方法があり

ますので、外観の形を残しつつ、内部で壁を補

強するということも専門家に見ていただければ、

ある程度できます。 
それから、建物簡易診断というものを業者で

も行っていますので、そういったことも含め専

門家に相談してもらうことも必要かなと思いま

す。また補助も出る場合もありますので、行政

にも相談していただければと思います。 
 
司会：ありがとうございました。コーディネー

ターの西村先生、４人のパネリストの皆さんが

ご降壇をされます。皆様に大きな拍手をお願い

いたします。 
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○長野市での取り組みについて（自己紹介を兼ねて）

「まち畑プロジェクト」
「まち畑プロジェクト」は、善光寺門前界隈で増加傾向にある空き地に対して、利益に囚われすぎない活用の１例として、周辺環境に応じ
た「まち畑」を挿入していくプロジェクトである。現在、個性豊かな 3 箇所の「まち畑」が誕生している。全体のコンセプトは、「新た
な繋がりを空き地にデザインする」である。同エリアで盛んな遊休不動産活用事業と相まって、より多様な地域住民のためのコミュニティ
空間の創出を目指している。

種苗

種苗

自然
観光客

雑草処理

種苗

農作物

周辺部　 中心部

マスコット
キャラクター

交流

移住者

観光客

まち畑プロジェクト第３弾

ヤギのいる庭

まち畑プロジェクト第１弾

すけろくガーデン

畑付き物件

まち畑広場

まち畑マルシェ

まち畑プロジェクト第２弾

ラ・ランコントルの裏庭

シェアガーデン

ランドスケープガーデン

畑　＋　緑地空間 緑地空間　＋　畑

レストランー生ゴミー
肥料ー野菜ー料理の循環

未利用の駐車場を暫定利用し、
周辺部の野菜を中心部で販売！

空地から個性豊かな緑地空間へ！

空き家・空地を利用して
都市版クラインガルテン！

両者をデッキで繋げるなど
リノベーションの新しい形の提案！

物件に付加価値を！

みんなでシェアすれば
畑を作りながら旅行にも行ける！

生ゴミー山羊ー糞ー肥料ー野菜の循環
と地域コミュニティの拠点へ！

水の緑の風景の創出！

町なかクラインガルテン

設計対象地

実践中のプロジェクト

多 少
少 多

100 m100 m100 m100 m1/25001/25001/2500 100 m100 m100 m100 m100 m100 m100 m100 m100 m1/2500 100 m100 m100 m100 m100 m

善光寺

信州大学教育学部

第１弾「すけろくガーデン」

空き家と空き地をセットにした改修を実践中で、空
き家の減築行為で生じる廃材を畑の堆肥や枠として
再利用した「まち畑」を目指して実践している。

第２弾「ラ・ランコントルの裏庭」

レストランとの繋がりを重視し、「食の循環」「お客
さんを案内できる、おしゃれな畑」を目指して実践
している。

第３弾「ヤギのいる庭」

畑だけでなくヤギを飼うことで、老若男女問わず地
域の方々が集うセミパブリック空間の創造を目指し
て実践している。
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○ジェイコブズの四原則と須坂市
①街路の幅が狭く、曲がっていて、一つ一つのブロックの長さが短いこと
②古い建物と新しい建物が混在すること
③各区域は、二つ以上の機能を果たすこと
④人工密度ができるだけ高いこと

○こだわりある市民が集う街
『図説　都市空間の構想力』　第 3 章　細部に依る　3. 細部に都市を纏う
「美濃の町並みに置いてひと際目立つ各家の卯逹、飛騨古川の出桁造りの民家の軒裏の腕木に取り付けられた様々な意匠を施した装飾的な
腕肘木「雲」など、一つひとつは建物の一部材に過ぎないが、そこに家屋所有者の見えや見識、地元の大工たちの誇りが込められており、
それらが集合することで、町並みがその地域らしさを纏うようになるのである。」（ pp.97-98）

①裏側用水の暗渠 ①連続する空き地 ②Uターン者による空き家の再生事例

ぼたもち石積み 長野県では珍しい樹木
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西村先生をはじめパネリストの皆様には、熱

の入ったすばらしいお話をお聞かせいただき、

ありがとうございました。 
私は町並みについては素人で今回のお話をま

とめることはできません。しかし、西村先生の

お話の中で、私たちが普段生活の現場として見

ている町や建物を、景観としての価値で見直し

てみると、今まで見えなかった新たな価値とし

て新鮮さを感じ、いい発見がいくつもありまし

た。 
今日１日の中で私自身が感じたことですが、

例えばぼたもち石について、「苦労を外に見せな

い文化、さりげなく見せる文化」ということを

西村先生がおっしゃってくださいました。なる

ほどなと思い、先人たちをとても誇りに思いま

した。 
それから午前中に町並み探索で勝山家住宅を

見た時に、私自身須坂に住んでいながら知らな

かったのですが、まだ工女さんの宿舎や病室が

残っていることはとても新鮮な発見でうれしか

ったです。西村先生の話が私の頭の中にすっと

入ってきました。 
まだまだ沢山ありますが、パネリストの皆様

方のお話もさせていただくと、たとえば佐倉先

生のお話でも「１つの目的地に行くのにいくつ

も行き方があっても面白いよね」というお話は、

自分は須坂に住んでいて迷路が苦手だなと思っ

ていましたが、これは楽しみの１つでもあるの

かという、新しい価値の発見でした。和田さん

には、園里学校や旧上高井郡役所などの建物の

新たな価値を見出す原動力となっていただいた

ことを深く感謝しています。山上さんのお話に

出た外国人から見た須坂の感想で「観光客がい

なくていいね」という、この発想もとてもよく

わかりました。変な意味ではなく、うれしい一

言だったなと感じました。岡崎さんのお話に出

てくる蔵の町の見方、建ち方。自分自身分かっ

ているようで、そう言われてみると、なるほど

価値はここにもあったのか、ということがお話

の中にいくつも出てきました。 
おひとりおひとりに講演していただいてもい

いくらい素晴らしいパネルディスカッションを

していただき、ありがたく思います。 
最後に１つだけ、自分が感じていることです

が、須坂クラシック美術館の手前の交差点に東

山魁夷先生の『馬車よ、ゆっくり走れ』という

石碑があります。世の中の進化やスピード感が

増して、１日１日のスピードがあまりにも速く

過ぎていく中で、もうちょっとゆっくりと歩を

進めてみれば、新たに見えてくるものがいっぱ

いあるのではないかという先人たちの宣言がこ

の石碑にあるのではないかと思え、もう一度見

直してみようかなと思いました。形として残る

ものだけではなく、当時の人々の生活の営み、

喜びや悲しみなどに想いを馳せてみたいなと、

今日のフォーラムの中で強く感じたことであり

ます。 
西村先生をはじめパネリストの皆様には須坂

のためにお時間を作っていただいたことに深く

感謝を申し上げたいと思います。もう１度お話

いただいた皆様方に大きな拍手をお願いいたし

ます。どうもありがとうございました。 
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ア ン ケ ー ト 結 果 
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■町並みへの理解度 

区 分 計 27人 

大変深まった 12 

少し深まった 15 

変わらない 0 

 

■まちづくりへの関心度 

区 分 計 27人 

かなり高くなった 11 

高くなった 16 

変わらない 0 

関心はない 0 

 

■自由記述 

○ (和訳)私と一緒にあなたの驚くべき須坂の歴史を共有してくれてありがとう。本当に美しい街です。

（県外、30代） 

○ 須坂は素晴らしい魅力がたくさんあります。どんどん紹介していきたいです。（県外、50代） 

○ 夏はあついので、春か秋に開催してほしい。（市内、50代） 

○ 暑かったが、良い場所を見せていただき参考になりました。（市内、60歳以上） 

○ 奥に細長い建物に興味を持ちました。勝山家の工女部屋、貴重な建物も存在していてすばらしいです。

（市内、60歳以上） 

○ もっとゆっくり深く説明して欲しい！（市内、60歳以上） 

○ コンパクトに回らせてもらい、楽しい体験でした。はじめに須坂のまちなみの歴史や特徴を紹介して

もらった上で、個々の建物のまち歩きをしてもらうと、全体と個々が理解できると思いました。菓子

とお茶までついているとは思いませんでした。（県内、40代） 

○ シーズンを変えてもう少し時間がほしい。（市内、60歳以上） 

○ 暑かった。盛りだくさんな内容でしたが、知らないことが少しでもわかって参考になった。（市内、

60歳以上） 

○ 大体の事は知っていても、なかなか見学して話を聞くことがなかったので、しっかり聞けて良かった

です。ありがとうございました。（市内、60歳以上） 

○ 大変暑い時なので、季節をずらしてほしい。（市内、60歳以上） 

○ 大変楽しく探索させていただきました。ありがとうございました。（市内、60歳以上） 

○ 市内に生まれ 80 年、知らないことが多く、この様な機会があって、体調がよければ参加したいと思

いました。（市内、60歳以上） 

○ 今回初めて参加させていただきました。普段暮らしている須坂市がまだまだ知らないことが多く大変

興味が深かったです。今後もこのような機会がありましたら参加したいと思います。（市内、50代） 

○ ぜひたっぷり時間をとって、先生方や案内の方とお話しながら歩きたい。お店もあったので、お買い

物タイムもあったらお店（見学）の紹介かねて良いのでは。（市内、50代） 

44.4% 55.6% 

町並みへの理解度 
大変深まった 
少し深まった 
変わらない 

40.7% 
59.3% 

まちづくりへの関心度 

かなり高くなった 
高くなった 
変わらない 
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シンポジウム アンケート集計結果 

回答率 52％（37/71人） 

 

■回答者男女比 

区 分 計 37人 

男性 25 

女性 12 

 

■参加者年齢層 

区 分 計 37人 

10 代 1 

20 代 3 

30 代 1 

40 代 4 

50 代 9 

60 歳以上 19 

 

■回答者お住まいの地域 

区 分 計 37人 

市内 26 

県内 9 

県外 2 

無回答 0 

 

■基調講演 

区 分 計 37人 

大変満足 6 

満足 25 

普通 5 

不満 0 

大変不満 0 

無回答 1 

 

  

男女比 

男性 

女性 

年齢層 10代 
20代 
30代 
40代 
50代 
60歳以上 

お住まいの地域 

市内 
県内 
県外 

16.2% 

67.6% 

13.5% 2.7% 
基調講演について 

大変満足 
満足 
普通 
不満 
大変不満 
無回答 
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■パネルディスカッション 

区 分 計 37人 

大変満足 10 

満足 20 

普通 7 

不満 0 

大変不満 0 

 

■シンポジウムの総合的な満足度 

区 分 計 37人 

大変満足 7 

満足 23 

普通 5 

不満 0 

大変不満 0 

無回答 2 

 

■町並みへの理解度 

区 分 計 37人 

大変深まった 17 

少し深まった 20 

変わらない 0 

 計 37 

 

■まちづくりへの関心度 

区 分 計 37人  

かなり高くなった 15 

高くなった 22 

変わらない 0 

関心はない 0 

 計 37 

 

  

27.0% 

54.1% 

18.9% 

パネルディスカッション 
大変満足 
満足 
普通 
不満 
大変不満 

18.9% 

62.2% 

13.5% 5.4% 

総合的な満足度 
大変満足 
満足 
普通 
不満 
大変不満 
無回答 

45.9% 54.1% 

町並みへの理解度 

大変深まった 
少し深まった 
変わらない 

40.5% 
59.5% 

まちづくりへの関心度 

かなり高くなった 

高くなった 

変わらない 

関心はない 
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■自由記述 

○ 関係者以外にも、多く来ていただける魅力ある内容を検討お願いします。（市内、10代） 

○ パネリスト 4人は多いと思った。それぞれの方の話をもっと聞きたかった。山上さんがおっしゃって

いたように、もっと若い人に参加してもらいたい。（市内、50代） 

○ テーブル（机）を用意して欲しかった。本日の参加人数であれば可能であったかと思います。やはり

メモがとりやすいし、体のつかれ方が違う。（県内、50代） 

○ パネルディスカッションのモニターの文字を大きく見えるようにしてほしい。（市内、50代） 

○ 市の町並みをどう作っていくことが良いのか、市の構想をはっきりし、市民に示してほしい。それが

ないので残念！その上で、みんなで話し合ってほしい。それがない。情けない！（市内、60歳以上） 

○ 特に山上さんの話が良かった。（市内、60歳以上） 

○ おやきはヴェジタリアン食という見解には感心しました。（市内、60歳以上） 

○ 本日の参加者に若い人が居なく残念に思いました。（市内、60歳以上） 

○ ありがとうございました。（市内、60歳以上） 

○ ゲストハウス蔵に泊まってみたくなりました。（市内、30代） 

○ 岡崎先生の話しと本で、須坂のことを知りました。立派な建築物が沢山あり、知人にも紹介したいで

す。（県外、40代） 

○ 大変興味深い内容でした。建築物については詳しくないので、自分に対して予備知識が必要だったと

思いました。ありがとうございました。次回の企画も期待しています。（市内、50代） 

○ パネラーの方々の話が具体的で参考になることが多かった。お話も魅力的だった。（市内、60歳以上） 
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