
ご挨拶

　合掌造り家屋は、かつては五箇山から岐阜県白川村にかけて

広く分布していましたが、大正時代から減少が始まり、昭和 30

年代後半になると、その数は大変限られたものとなりました。

そうした中で、奇跡的に相倉集落と菅沼集落だけは昭和 40 年

代に入っても比較的多くの合掌造り家屋が保存されていたので

す。そこで、旧平村・上平村では積極的に保存運動を開始され、

両集落が昭和 45年に国史跡に指定されました。

　その後、両集落では幾多の苦難を乗り越えて、家屋や板倉はもちろんのこと、石垣・水路に

至るまで、一切損なうことなく維持・保存されてきました。その結果、平成７年には五箇山の

合掌造り集落が、世界に類をみない優れた文化遺産と認められ、白川郷の合掌造り集落ととも

にユネスコの世界遺産に登録されました。

　平成16年11月１日、８つの町村が合併して、新しく「南砺市」が発足しました。それとともに、

世界遺産の二つの集落は「平村・上平村の誇り」から、まさに「南砺市民の誇り」へと変わっ

たのです。

　今年は世界遺産登録から 17年目に当たります。この間に国内の多くの地域が、新たな世界

遺産登録を目指して運動を続けてきましたが、念願がかなったのはごくわずかの地域です。世

界遺産に登録されるということは、このように大変難しく、かつ名誉なことであります。

　しかしながら、近年は両集落とも、後継者不足をはじめとする多くの問題を抱え、世界に認

められた貴重な遺産をどのようにして次の世代に引き継いでいくかが、大きな課題となってお

ります。

　このマスタープランは、両集落の抱える問題を整理し、その解決に向けた方策を示すと同時

に、世界遺産を支える五箇山全体の地域づくりの指針となるものです。策定に際しては、両集

落住民の皆様はもとより、西村幸夫先生を会長とする「合掌造り集落の未来を考える会」委員

の皆様や、永瀬節治先生をはじめとする東京大学五箇山プロジェクトチームの皆様にも多大な

ご尽力をいただきました。また、文化庁及び富山県当局からも、多くのご助言をいただきまし

た。ここに関係各位のご労苦に対し、深甚なる感謝の意を表します。

　今こそ、私たち南砺市民は世界遺産五箇山の合掌造り集落に眼を向け、ともに考え、ともに

護り、ともに後世に引き継いでいかねばなりません。このマスタープランがそのための礎とな

り、相倉集落と菅沼集落が、白川村荻町集落とともにいよいよ活性化し、確実に次代に継承さ

れていくことを祈念して、ご挨拶といたします。

平成 24年 10月

南砺市長　田中　幹夫
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- 合掌造り集落と五箇山地域の価値を守り、豊かに暮らし続けるための基本計画 -
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序 . １　マスタープラン策定の枠組み

序 . １. １　世界遺産マスタープランとは何か

　古くから五箇山と呼ばれた南砺市南部の山間部（平・上平地域）に位置する相倉・

菅沼の合掌造り集落は、昭和 45 年 (1970) に文化財保護法に基づく国の史跡と

して指定され、以来、この地域独特の風土のなかで発達してきた合掌造り家屋を

はじめとする歴史的建築物・集落の空間構成と、そこに住まう人々の風俗・慣習

が一体となった言わば「生きた史跡」として保護が図られてきた。平成６年 (1994)

に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定され、平成７年 12 月には岐阜県白川

村の荻町集落とともに「白川郷・五箇山の合掌造り集落」としてユネスコの世界

遺産に登録された。その後、地域の人口減少や高齢化の進展、東海北陸自動車道

の開通や８町村の合併による南砺市の発足など、世界遺産としての保護施策を取

り巻く社会環境は大きく変化している。

　本マスタープランは、世界遺産登録から 15 年以上が経過した現在における地

域の状況や、これまでの集落保全をはじめとする取り組みの成果と課題を整理し、

かけがえのない合掌造り集落をこれからの時代へ引き継ぐ上での、総合的な観点

からの方針・方策を定めた基本計画である。その内容は、世界遺産である相倉集

落・菅沼集落の保全を基軸としながら、観光、教育、雇用・定住対策などの領域

を含むとともに、その範囲も両集落だけでなく、それを取り巻く平・上平地域全

体に及び、世界遺産保護を足がかりとした持続可能な「地域づくり」を志向する

ものである。

　したがって、ここに掲げられた方針・方策は、内容に応じて市、住民、関係団

体のそれぞれが主体となって具現化することになる。本マスタープランは、今後

の合掌造り集落保全のあり方をはじめ、五箇山地域のさまざまな施策や事業等の

指針となるものであり、集落住民、行政はもとより、地域の関係各者の間で広く

共有されることを想定している。

序章

五箇山の合掌造り集落の歩みを振り返るとと

もに、世界遺産としての位置づけ、法制度や

施策との関わりを整理します。
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昭和 30 年代の菅沼集落（小寺廉吉氏撮影）
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序 . １. ２　計画対象の概要

　「白川郷・五箇山の合掌造り集落」として登録された世界遺産は、荻町集落・

相倉集落・菅沼集落の３カ所の山村集落からなり、いずれも伝統的建造物群保存

地区（以下「伝建地区」という）に指定されている。中部山岳地帯の白川郷と五

箇山地方の険しい山間の地に分散して所在し、現行の行政区域では、荻町集落が

岐阜県大野郡白川村、相倉集落、菅沼集落が富山県南砺市に属する。

　３カ所の集落は、周囲に設定された緩衝地帯Ⅰ種 ( 良好な自然環境または歴史

的環境を維持するために現状の変更が厳しく制限されている地域 ) で保護されて

おり、さらにその外側は３地区を包含する広域の緩衝地帯Ⅱ種 ( 自然環境および

文化的景観の保全のために一定規模の開発行為が規制される地域 ) で囲まれてい

る。その位置および面積は次のとおりである。

序 . １. ３　既存の法定計画等との関係

　構成資産である相倉集落・菅沼集落は、前述のとおり伝建地区に指定されてお

り、平成 6 年（1994）に「平村相倉伝統的建造物群保存地区保存計画」及び「上

平村菅沼伝統的建造物群保存地区保存計画」が策定されている。さらに、両集落

は史跡内でもあることから、平成８年に「国指定史跡越中五箇山相倉集落保存管

理計画」及び「国指定史跡越中五箇山菅沼集落保存管理計画」も策定され、後述

するように、実際には史跡制度のもとでの文化財保護が継続されている。

　一方、史跡の外側には昭和 48 年（1973）に五箇山県立自然公園が指定され、

世界遺産登録に際し、史跡（伝建地区の外側部分）とともに緩衝地帯Ⅰ種を構成

し、平成 6 年には「平村自然環境及び文化的景観の保全に関する条例」及び「上

平村自然環境及び文化的景観の保全に関する条例」が制定され、平・上平地域の

全域が緩衝地帯Ⅱ種となっている。

　また平成 24 年策定の「南砺市総合計画　後期基本計画　平成 24 年度～平成

28 年度」では、世界遺産の環境整備に関する方針が示されている。

　本マスタープランは、これらの文化財保護や景観保全に関わる計画を踏まえた

上で、それらのより望ましいあり方を示すとともに、世界遺産を取り巻く生活や

表 0-1. 世界遺産に登録された３集落の座標位置

表 0-2. 遺産面積および緩衝地帯面積 単位 :　ha

荻町集落 北緯 36 度 15 分 東経 136 度 54 分
相倉集落 北緯 36 度 25 分 東経 136 度 6 分
菅沼集落 北緯 36 度 24 分 東経 136 度 53 分

区　分 遺産面積 緩衝地帯Ⅰ種面積 緩衝地帯Ⅱ種面積
荻町集落 45.6 471.5 35,655.0
相倉集落 18.0

3,863.6
9,406.0

菅沼集落 4.4 9,477.0
合　計 68.0 4,335.1 54,538.0
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【注１】
「五箇山」の語源になった

とも言われるこれらの５地
域は、後に下梨谷・利賀谷・
小谷・上梨谷・赤尾谷と称
されるようになるが、中世
から近世初頭までの文書に
は下梨・上梨・赤尾に「谷」
の文字は付されていない。

観光等のより総合的な観点を加え、既存の法定計画を補完するものである。

　なお、今後南砺市で策定する各種計画は、本マスタープランに示す方針・方策

を踏まえた内容となる。　

序 . ２　五箇山地域と合掌造り集落の概要

序 . ２. １　南砺市と五箇山の概要

　平成 16 年 (2004)11 月１日、砺波地方南部の城端町・平村・上平村・

利賀村・井波町・井口村・福野町・福光町の４町４村が合併し、南

砺市が発足した。

　南砺市は富山県の南西端に位置し、東に富山市、西に石川県金沢市、

南に岐阜県白川村や飛騨市、北に砺波市や小矢部市と隣接している。

東西は約 26km、南北約 39km で、面積は 668.86k㎡を有し、人口

は 54,836 人（平成 24 年４月１日現在）である。

　山間部は白山国立公園にも指定され、市の８割を占める森林を擁

しており、庄川や小矢部川の恵みを受けた平野部には、豊かな水田

地帯が広がっている。

　「五箇山」は合併以前の平村・上平村・利賀村の３村の村域を合わ

せた古くからの地名で、初見は永正 10 年 (1513) まで遡る。急峻な

山岳に囲まれた豪雪地帯で、平野部とは地理・自然条件が大きく異

なるため、隣接する白川郷と並んで独特の文化を形成してきた。

　相倉集落の属する平地域（旧平村）は東西約 9.2km、南北約

16.9km、面積 93.1k㎡、菅沼集落の属する上平地域（旧上平村）は

東西約 13.5km、南北約 15.1km、面積 94.2k㎡である。

序 . ２. ２　五箇山の歴史

（１）中世以前〜近世
　五箇山では、大半の集落で縄文中期とみられる土器が出土していて、約４千年

前から生活が営まれていたと考えられる。当時は狩猟・採集中心の生活だったた

め、鳥獣、川魚、山菜、果実等の入手が容易であった山間部の方が、平野部より

も生活に適していたとも考えられる。

　古代・中世には、平地域の人形山や利賀地域の金剛堂山が、修験道の霊場とし

て栄えたと伝える。また、源平の合戦で敗れた平家の落武者にまつわる伝説も数

多く残されている。

　中世後期ころからは、本願寺の勢力が五箇山に深く浸透していった。天文 21

年 (1552) の十日講起請文には、五箇山のリーダーとして下梨・利賀谷・小谷・

上梨 ･ 赤尾の５地域【注 1】から 87 名が署名しており、浄土真宗がすでに五箇山の

図 0-1. 南砺市における平地域と上平地域
の位置

N

平地域平地域

上平地域

平地域

上平地域

相倉
菅沼

相倉
菅沼

利賀地域利賀地域

福光地域福光地域

城端地域城端地域

福野地域福野地域

井波地域井波地域

井口地域井口地域

白川村
白山市

金沢市

小矢部市
砺波市

富山市

飛騨市

富山市
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全域に広がっていたことがわかる（写真 0-1）。また、織田信長と本願寺が争っ

た石山合戦では、本願寺方に加勢し、五箇山から海路で塩硝（火薬の原料）を送っ

たと伝える。

　天正 13 年 (1585) から五箇山は加賀藩前田家の領地となった。五箇山では米

がほとんど穫れなかったため、養蚕、製紙、塩硝稼ぎ、蓑作り等で得た金銭で加

賀藩に年貢を納め、残った金銭を米、その他の食糧や生活物資の購入に充ててい

た。なかでもとくに、黒色火薬の原料となる塩硝（硝酸カリウム）の生産は、そ

の製法が他の地域にはみられない五箇山独特の産業であった（写真 0-2）。五箇

山では家々の床下に穴を掘り、その中に土・草・蚕糞を入れて化学変化を誘引し、

土の中で生成された塩硝成分を結晶化させて灰汁塩硝を作った。灰汁塩硝は上煮

屋とよばれる資本力のある百姓が買い上げ、精製して上塩硝に仕上げ、金沢の土

清水（つっちょうず）土蔵まで運んで加賀藩に買上げてもらっていた。

（２）近代〜現代
　明治 22 年 (1889) に町村制が施行されると、五箇山は平村・上平村・利賀村

の３村に分かれ、独自の村づくりが展開されていった。

　人々の生活は、明治に入って身分制度の廃止や地租改正、近代教育制度の発足

等、社会制度上は大きく変貌するところがあった。産業面では、加賀藩の廃藩に

よって塩硝産業は買い手を失ったため、細々と生産を続けながら再興を期して政

府に買い上げを働きかけたが、明治中期には安価なチリ硝石の輸入が始まって

その望みも断たれ、300 年にわたる塩硝稼ぎに終止符が打たれた。一方、養蚕、

和紙などの産業は、より効率的な技術が導入され、近世以上に五箇山の経済に重

要な役割を果たしていった。

　大正末年から昭和初年にかけて、庄川の電源開発に伴い小牧ダムと祖山ダムの

築造が開始されると、五箇山の生活や産業は大きく変貌していった（写真 0-3）。

生活面では、水没地の補償等で多額の資本が流入したため、一部の地域で合掌造

写真 0-2. 慶長 10 年（1605）前田利常塩
硝請取状

写真 0-1. 十日講起請文（部分）
相倉の図書了歓（* 印）、あいのくら（相倉）
大郎次郎（** 印）の名が見えている
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り家屋が瓦葺き住宅へと変わっていった。交通面では、建設資材運搬などのため、

城端町と庄川町（現、砺波市）から五箇山に向けて自動車道路が開通したほか、

ダムの完成後は二つの湛水湖を連絡船が運航し、平・上平地域に限ってではある

が、平野部との冬期交通も確保された。産業面では、中世以来の主要産業であっ

た養蚕業が世界的な不況の影響で低迷を続ける一方で、自動車道の開通によって

大量運搬が可能になったため、木炭製造など新たな産業も生まれていった。

　戦中から戦後にかけては、疎開者や大陸からの引揚者で人口が急激に増加し、

深刻な食糧難となった。昭和 26 年 (1951) から 28 年にかけて、上平村・平村・

利賀村では、順次農林省の「新農村計画指定村」の指定を受け、米の自給を目指

して開拓が進められた。

　昭和 40 年頃からは人口減少が顕著となり、昭和 45 年に最初の過疎法が制定

されて以降、３村とも過疎地域の指定を受けることとなった。

　昭和 45 年には五箇山に僅かに残された相倉・菅沼の合掌造り集落が国指定史

跡となり、昭和末年には国道 304 号、156 号の整備が完了し、冬期交通が各段

の進歩を遂げるとともに、観光地としても注目を集めるところとなった【注 2】。

　平成７年 (1995) に相倉集落と菅沼集落が世界遺産に登録されると、一気に国

内有数の観光スポットとして認知されるようになった。観光客数はその後減少し

たものの、平成 20 年の東海北陸自動車道全線開通で再び増加した。

序 . ２. ３　五箇山における合掌造り家屋の成り立ちと特色

（１）合掌造り家屋の歴史
　合掌造り家屋は、全国でも五箇山と白川郷及び両地域に隣接する一部の山間部

にのみ見られる独特の建築様式である。「合掌」は、神仏を拝むときに左右の掌

を合わせることを意味し、その形態の類似から建築の分野では、古くから２つの

部材を山形に組み合わせることを指してきた。五箇山においても、ウスバリの上

で叉首に組んで屋根の下地とする材を古くからガッショウと呼んでいて、正保 5

年 (1648) および元文元年 (1736) の文書にも、部材の名称として「かつしやう

写真 0-3. 祖山発電所
（昭和 7 年頃。小寺廉吉氏撮影）

発電所の上に合掌造り集落が見える。

【注２】
五箇山の観光地としての発
展過程については、附属資
料「五箇山における来訪者
受け入れの歩み」を参照。
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（ガッショウ）」の文字が見えている（写真 0-4）。

　建築様式としての「合掌造り」の呼称の始まりは、これが五箇山・白川郷独特

のものであることが研究者に注目される昭和初期ころからで、一般に定着するの

は戦中から戦後にかけてである。それまでは地元の人たちも、板倉なども含めた

茅葺き家屋の総称として「クズヤ」などと呼んでいた（小林亀清氏談）。

　五箇山や白川郷には、昭和 10 年代ころまで、「マタダテ」あるいは「コヤ」

とよばれる土間に屋根をかけたのみの簡易な構造の家屋が数軒あり、実際に住宅

として使用されていた（写真 0-5）。現在は相倉集落に１棟のみ保存され物置と

して利用されているが、貴重な遺構である。豪雪地帯にあっては、軒（のき）が

地面に接する構造は極めて不利と思われるが、大工を雇わず、村人だけで安価に

建立できるという利点もあった。近世にはこうした構造の家屋と、現在のような

一階部分に急勾配の屋根をかけた家屋とが混在していて、近世末期ころから明治

にかけて家屋が大型化した結果、徐々にその比率が減少していったと考えられる。

　合掌造り家屋は、豪雪地帯の建築物にしては軒が低いところに弱点があった。

これを補う様式として、明治末期から大正期にかけて、いわゆる「二階建て合掌

造り」も出現した（写真 0-6）。しかし、昭和の初めころに、茅の葺き替えを必

要としない瓦葺きや板葺きの家屋への改造や新築が始まったため、新たな様式と

して定着することはなかった。　

　戦後、集落内で瓦葺きや鉄板葺きの家屋が増加していくと、ユイ（結い）と呼

ばれる茅葺きの互助組織の維持が困難となったこともあって、合掌造り家屋は急

写真 0-4. 正保５年（1648）羽馬家文書
「かつしやう（ガッショウ）」の文字が見え

る（* 印）。

写真 0-5. マタダテ（相倉集落） 写真 0-6. 二階建て合掌造り家屋（菅沼集落）
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激にその数を減らしていった。

（２）合掌造り家屋の構造
　現存する合掌造り家屋は、妻側に半間ほどの下屋を造り、その中央寄りに出入

口を設けるものが多い。現在は下屋の屋根を鉄板葺きにしている家屋が多いが、

本来は茅葺きであり、大屋根との取り合いを葺き回すので、一見、入母屋風屋根

となり、平側に出入口を設ける白川郷の合掌造りとは異なった外観を呈している

（写真 0-7）。

　合掌造り家屋の大きな特色の１つは、柱や桁、梁で構成される軸組部と叉首台

（ウスバリと称する）から上の小屋組部が、構造的にも空間的にも明確に分離され、

階上に柱のない広い空間が確保されていることである。これは、養蚕をはじめと

する屋内作業に広いスペースを要したためと考えられている。この説は、同様の

外観を保ちながらも、階上に作業空間を確保する必要のない上中田念仏道場など

では、全く異なる構造となっていることからも補強できるであろう（図 0-2）。

　間取りは四間取りを基本としているが、規模の大きいものでは六間取りとなり、

梁間の小さい家屋には広間型三間取りのものも見られる。

　また、規模の大きい家では、オエ（居室）とデエ（広間）にチョウナバリを使い、

柱のない広い空間を作り出していることも合掌造り家屋の特色の１つといえる。

（３）浄土真宗との関わり
　既に述べたとおり、五箇山では中世以来、浄土真宗が広く、深く浸透していた。

村々には加賀藩政初期のころから念仏道場が置かれ、人々の信仰の拠り所とされ

ていた。

　現在も、家々では宗祖親鸞の恩に感謝し、親類縁者が集まって毎年秋に報恩講

が営まれている。こうした信仰心の厚さは、念仏道場の維持や家屋の大型化にも

影響を与え【注 3】、今日の集落景観の形成につながったとみられるほか、村人の相

図 0-2. 念仏道場と合掌造り家屋の屋根裏の構造比較（左：上中田念仏道場 , 右：五箇山民俗館）

【注 3】
家屋の大型化は、作業（ニ
ワ・アマ）、居住（オエ・
デエ・ナンド）、応接（ザ
シキ）の総ての空間の拡張
に関係しているため、産業
構造、家族構成、経済状況
等々、さまざまな社会構造
の変化が要因と考えられる
が、この中でザシキの拡張
に関しては、多分に報恩講
の営みを意識してのものと
考えられる。
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互扶助精神の維持や結束力の強化にもつながり、ユイ（結い）の維持にも少なか

らぬ影響を与えたとみられる。

序 . ２. ４　合掌造り集落の概要

（１）相倉集落
　相倉集落は平成 24 年 (2012) ４月１日現在、戸数 17 戸、人口 54 人である。

明治 20 年 (1887) の記録によると、当時、相倉集落は 47 戸であり、平村の 25

の集落の中では４番目に大きな集落であった。

　集落は庄川の左岸の川面よりやや高く離れた河岸段丘面にある。周囲を山林で

囲まれた標高 400m 前後の段丘面は、北東から南西へ約 500m、南東から北西

へ 200 ～ 300m の細長い土地で、この平坦地に屋敷地と耕作地があり、さらに

北西および南東の傾斜地の一部も耕作地に取り込まれている。伝建地区はこの屋

敷地と耕作地を中心とする部分であるが、集落背後のブナ、トチ、ミズナラなど

の大木が生い茂り、雪持林として維持されている傾斜地の一部も含まれている。

　集落の骨格は、ほぼ直線状に北東から南西に向かって緩やかに上る旧主要道（城

写真 0-7. 入母屋風の合掌造り家屋
（五箇山民俗館）

図 0-3. 合掌造り家屋の平面図
 （五箇山民俗館）
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端往来）と、この道から地形に応じて曲線を描きながら左右に伸びている村道に

よって構成されている。これらの道は江戸時代以来のものであり、幅員は２～３

m である。この他に、自動車のための幅員４m の道が昭和 33 年（1958）に集

落の中央を貫く形で築造されており、近世の村落景観が少なからず失われている。

旧主要道は集落の南半部で西方向に曲がり、さらにその先はつづら折れの山道と

なっている。この山道は急峻な山間の峠を越えて平野部に至るもので、明治 20

年に新たに開設され、以来、近年まで地域の主要な道として利用されてきた。

　屋敷地は、石垣を築いて平坦に造成されているが、周囲に塀や生け垣を設ける

ことはなく、開放されている。多くの敷地は、主屋が建てられるだけの広さで、

一部を除いて広い前庭を持つ家はない。附属屋は土蔵や板倉、別棟の便所などで

あるが、これらは全ての家に附属しているものではない。なお、板倉と土蔵は火

災を考慮して、居住部分からやや離れた場所に建てられている。

　集落の守り神を祀る地主神社は、集落の中央部、北西傾斜地の麓の高い位置に

あり、年代を経た杉などの境内林に囲まれている。また、信仰の中心である浄土

真宗の相念寺は地主神社の南西に本堂を南東に向けて建ち、道場はこれと旧主要

道を挟んで相対する小高い位置で北西に面している。

　耕作地のうち、屋敷地の周囲に点在する水田は、小規模で不整形なものである

が、集落の北東にはややまとまった水田が見られる。これらの水田も屋敷地と同

じく必要に応じて石垣が積まれている。また、北西の傾斜地には石垣を高く築い

て水田がつくられているが、この部分はかつて桑畑であったところである。

　相倉集落は、村内でも最も養蚕の盛んな集落であったが、主食の自給化対策と

図 0-4. 相倉重要伝統的建造物群保存地区
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養蚕の衰退が相まった昭和 25 年頃に桑畑の水田化が行われた。その他の畑は、

傾斜地を開墾してつくられ、主に野菜や豆類が栽培されている。水田への水は、

集落の西方の山から流れ出る谷川の水を引き込み、北西の山際から湧き出た水と

合わせ、いくつかの水路に分けて供給している。

　相倉集落の伝統的建造物群の主体をなす建築物は、「合掌造り」の家屋である。

これらに加えて、合掌造りを木造二階建に改造した家屋、非合掌造りの木造家屋、

これらの附属建物である便所、土蔵、板倉および宗教建築などの建築物 67 棟と、

石造工作物の５件によって伝統的建造物群が構成されている。

　伝建地区内に現存する合掌造り家屋は 20 棟である。これらの多くは江戸時代

末期から明治時代 (19 世紀前期～ 20 世紀初期 ) に建てられたものであるが、最

も古いものは 17 世紀に遡ると推察される。新しいものは 20 世紀前半のものが

３棟あり、この時代まで合掌造り家屋がつくられていたことがわかる。

　合掌造りを改造した家屋は 5 棟である。これらはウスバリより上の小屋を取

り除き、新たに木造の二階を増築し、束立構造、切妻造り、桟瓦または鉄板葺き

写真 0-9. 非合掌造りの木造家屋（相倉集落）

写真 0-8. 昭和 31 年頃の相倉集落（小寺廉吉氏撮影）
現在の中心動線となっている直線道路はまだ築造されていない

表 0-3. 相倉重要伝統的建造物群保存地区内の物件一覧

区　　　分
件数
うち茅葺き

伝統的
建造物

建築物 

主屋

合掌造り家屋 20 20
合掌造りを改造した家屋 5
非合掌造り家屋 7
小計 32 20

その他
付属建物 30 1
宗教建築 5 2
小計 35 3

　 計 67 23
工作物 社標、鳥居、狛犬等 5

環境物件 社叢、火葬場、街道、石垣、水路等 8
計 80

その他の家屋等　 4 1
　合計　 84 24
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としたもので、現存の建物はいずれも 20 世紀中期に改造されたものである。

　非合掌造りの木造家屋は７棟である。柱梁、束立構造による二階建、桟瓦また

は鉄板葺きの建物で、規模と外観は改造家屋に類似している。いずれも大正時代

から昭和 30 年代 (20 世紀前～中期 ) までの間に建てられたものであるが、この

うちの昭和時代初期までに建てられた３棟は、当初は茅葺きであった。

　改造家屋と非合掌造りの木造家屋の存在は、相倉集落の家屋の形式の変化を具

体的に示すものであり、また、現在では集落の景観に調和しているので、伝統的

建造物群を構成するものとしての価値が認められている。

　附属建物は、便所８棟、板倉７棟、土蔵 12 棟、その他３棟である。便所は家

屋の入り口脇に別棟として設けられているもので、木造平屋建、切妻造りで、い

ずれも当初は叉首構造の茅葺きであったが、現在は桟瓦葺きまたは鉄板葺きに

なっている。なお、このうち２棟は板倉と兼用となっている。板倉は木造二階建、

切妻造りで、多くは当初、茅葺きであったが、現在は桟瓦または鉄板葺きとなっ

ている。土蔵は、土蔵造り二階建、切妻造り、置き屋根形式で、多くは当初、栗

板の木羽葺きであったが、現在は桟瓦または鉄板葺きとなっている。

　宗教建築は５棟である。相念寺本堂は入母屋造り、茅葺き、道場は正面入母屋

造り、背面切妻造り、茅葺き、地主神社本殿は一間社流造、こけら葺き、拝殿は

入母屋造り、銅板葺き（当初は茅葺き）となっている。また、工作物は地主神社

の石鳥居や石灯篭などの石造物５件である。

　環境物件は８件である。その内容は旧火葬場、地主神社の境内社叢、旧主要道、

石垣、水路、雪持林などである。

　

（２）菅沼集落
　菅沼集落は平成 24 年 (2012) ４月１日現在、戸数５戸、人口 27 人の小規模な

集落である。しかしながら、明治 22 年 (1889) の記録によると、当時、菅沼集

落は 13 戸で、上平村の 19 の集落の中では９番目に戸数の多い集落であり、そ

の意味では上平村にあっては標準的な規模の集落であったといえる。

　集落は庄川が蛇行しながら東へ流れを変える地点の右岸の、南北約 230m、東

西約 240m の舌状に北に突出した河岸段丘面にある。標高は 330m 前後で、ほ

ぼ平坦な地形であるが、南東部がやや高く、それより北西方向に７m ほど緩や

かに下がっている。段丘の南背後は急傾斜の山地となっている。伝建地区は屋敷

地と耕作地で構成される平坦部の範囲である。なお、ブナ、トチ、ミズナラなど

の大木が生い茂る集落背後の山腹は木の伐採が禁じられていて、雪持林として保

存されている。

　屋敷地は平坦部の南東に寄せられている。いずれの家も板倉や土蔵などの附属

屋を有しているが、主屋に近接して建てられているものはわずかで、多くは火災

を考慮して離れた場所に建てられている。したがって、主屋と附属屋で屋敷を構

えることはなく、それぞれの敷地は狭く、また、周囲に塀や生け垣も設けていない。

　耕作地としては、集落の北西部の低い土地にまとまった水田があるが、このほ

かに屋敷地の周囲にも小規模で不整形な水田と野菜や豆類を栽培する畑がある。

水田は以前は桑畑などを栽培していた土地であったが、昭和 20 年に対岸より水
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を引いて水田化したものである。

　菅沼集落の守り神である神明社は、南東部北寄りのやや小高くなった場所にあ

り、その周囲を杉林が囲んでいる。神明社は古くは現在地よりもやや南東の土地

にあったが、昭和 12 年に南背後傾斜地の国道脇に移転し、さらに昭和 45 年の

国道拡幅工事に伴って現在地に移されている。

　菅沼集落の伝統的建造物群の主体をなす建築物は、「合掌造り」の家屋である。

これらに加えて、非合掌造りの木造家屋、これらの附属建物である土蔵、板倉お

よび水車小屋、宗教建築などの建築物 28 棟と、石造工作物２件によって伝統的

建造物群が構成されている。

　伝建地区内に現存する合掌造り家屋は９棟である。これらのうち、２棟は江戸

図 0-5. 菅沼重要伝統的建造物群保存地区

写真 0-10. 昭和 34 年頃の菅沼集落（小寺廉吉氏撮影） 写真 0-11. 神明社の社叢（菅沼集落）
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時代末期 (19 世紀前～中期 )、６棟は明治時代に建てられたものである。このほか、

大正 14 年 (1925) に新築されたもの１棟があり、この時代まで合掌造り家屋が

つくられていたことがわかる。

　非合掌造りの木造家屋は大正５年頃、昭和８年、昭和 24 年に建てられた３棟

である。柱梁、束立構造による二階建で、１棟は茅葺き、２棟は桟瓦葺き（うち

１棟は当初は茅葺き ) である。非合掌造りの木造家屋の存在は、菅沼集落の家屋

の形式の変化を具体的に示すものであり、また、現在では集落の景観に調和して

いるので、伝統的建造物群を構成するものとしての価値が認められている。

　附属建物は板倉 10 棟、土蔵３棟、水車小屋１棟である。板倉のうち２棟は木

造平屋建、８棟は２階建である。叉首構造・茅葺き屋根のものが３棟あり、他は

切妻造り・桟瓦または鉄板葺きであるが、明治時代に建てられた３棟は当初は叉

首構造の茅葺き屋根であったと見られる。土蔵は３棟あり、土蔵造り二階建、切

妻造り、置き屋根形式、桟瓦葺き ( うち１棟は当初、木羽葺きであった ) である。

なお、板倉と土蔵は火災を考慮して、居住部分からやや離れた場所に建てられて

いる。特に、家屋のない神明社の周辺には、板倉、土蔵合わせて 13 棟のうち半

数以上の７棟が集まっている。水車小屋は伝建地区の南辺中央西寄りの水路脇に

ある。木造平屋建、切妻造り、鉄板葺きの小屋である。

　宗教建築は神明社の本殿覆屋と拝殿の２棟である。本殿覆屋は切妻造り、鉄板

葺き、拝殿は入母屋造り、銅板葺きである。また、工作物は神明社の石造の鳥居

と狛犬の２件である。

　環境物件は湧水池と神明社の社叢の２件である。

　

表 0-4, 菅沼重要伝統的建造物群保存地区内の物件一覧

区　　　分
件数
うち茅葺き

伝統的
建造物

建築物 

主屋

合掌造り家屋 9 9
合掌造りを改造した家屋
非合掌造り家屋 3 1
小計 12 10

その他
付属建物 14 3
宗教建築 2
小計 16 3

計 28 13
工作物 鳥居、狛犬 2

環境物件 社叢、湧水池 2
計 32

その他の家屋等　 1 1
合計　 33 14
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序 . ３　 五箇山における合掌造り集落保全のあゆみと現状

序 . ３. １　合掌造り集落保全のあゆみ

（１）合掌造り家屋の保存運動
　明治期末期ころの白川郷と五箇山では、大半の住宅が合掌造りであった。しか

し、15 ～ 20 年ごとに茅の葺き替えが必要となるなど、不便な点も多く、大正

末期から進められた庄川の電源開発や、その後の社会生活の近代化の影響を受け、

少しずつ減少していった。終戦後、この動きはさらに加速したため、事態を深刻

に受け止めた国（文化財保護委員会、後の文化庁）は、昭和 26 年 (1951) と同

31 年に白川郷と五箇山地方の民家の学術調査を実施した。その結果、五箇山で

は昭和 33 年に岩瀬家（上平村西赤尾）、村上家（平村上梨）、羽馬家（平村田向）

が国の重要文化財に指定された。これをきっかけに、合掌造り家屋の価値を見直

す動きも出て、平村・上平村では、昭和 30 年代後半から比較的保存状況が良好

であった相倉集落と菅沼集落の保存に向けた取り組みが開始された。

（２）　国の史跡指定
　昭和 41 年 (1966)3 月、上平村長は菅沼集落住民の同意書を添えて史跡の指定

を申請し、同年 7 月には平村長も相倉集落住民の同意書を添えて史跡指定を申

請した。同年中に文化財専門審議会は文化財保護委員会に対し、史跡指定が適当

と認められる旨を答申し、指定が内定した。ここにおいて両集落での合掌造り家

屋は解体や大規模改修に歯止めがかかり、永く保存されることとなった。その後、

両集落の調査や資料整理が進められ、同 45 年 12 月４日に国史跡として正式な

指定を受けた。これにより、茅葺き屋根の葺き替えや建造物の修理事業は、大半

が国・県・村（後に市）の補助を受けて実施されるようになった。

　史跡指定以後、建造物等の所有者には適切な管理及び復旧が義務付けられた。

しかしこれは所有者にとって多くの困難を伴うものであったため、文化財保護法

に基づき、昭和 48 年に相倉集落は平村、菅沼集落は上平村が管理団体に指定さ

れた。その後、平成 16 年 (2004) の町村合併後は南砺市が管理団体となり、現

在に至っている。

　管理団体の指定以後、茅葺き屋根の葺き替えや建造物の修理事業等、大規模な

事業は管理団体が行ってきたが、雪囲いや除排雪、周辺の草刈等日常の管理、及

び差し茅等の小規模な修繕は所有者によって行われている。

　また、平村・上平村では昭和51年度から史跡保存管理計画の策定作業を開始し、

昭和 52 年度中に策定報告書を刊行した。

　その後、社会環境、自然環境の変化により生活様式が多様化し、加えて平成６

年 (1994) の重伝建地区選定、同７年の世界遺産登録に伴って史跡を取り巻く状

況に大きな変化が起こりつつあったことから、同６年度から保存管理計画の改訂

に着手し、平成８年３月に新たな保存管理計画を策定し、報告書を刊行した。
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（３）世界遺産登録と重要伝統的建造物群保存地区選定
　平成７年（1995）に「白川郷・五箇山の合掌造り集落」が世界遺産に登録された。

これに先立ち、世界遺産委員会への推薦に際し、同様の集落でありながら白川郷

は伝建地区、五箇山は史跡という異なる制度の中で保護が図られていたため、保

存の手法を統一することとなり、平村・上平村で伝統的建造物群保存条例と保存

計画が策定されて平成６年８月より制度が発足し、同年 12 月に重要伝統的建造

物群保存地区として国の選定を受けることとなった。

　伝建地区の区域は、相倉集落では住宅地を中心に集落北部の農地及び山林を含

め、北は市道高坪線まで、東・南・西は史跡と同じ境界となった。一方、菅沼集

落は住宅地を中心に北西の水田を含め、南は集落南部を走る市道菅沼小瀬形線、

西・北は史跡と同じ境界、東は神社等史跡外の建造物群を含んで庄川を望む断崖

の上部までとなった。

　伝建地区となってからは、大半の建造物が現状変更に際し史跡と伝建地区の両

方の規制を受けることになった。しかし、現実には史跡関係の法令に基づき現状

変更の許可を受けているのみである。これは、平村・上平村でそれぞれ制定した「伝

統的建造物群保存地区保存条例」の第６条第２項（４）に、二重規制を避けるた

めに「文化庁長官の許可を受けて行う行為」は教育委員会の許可を要しないと規

定されていることによる。

図 0-6. 相倉集落・菅沼集落における史跡と伝建地区の関係
（左：菅沼集落、右：相倉集落。国土地理院発行の２万５千分の１地形図「下梨」「上梨」の一部をもとに作成。）

表 0-5. 相倉集落・菅沼集落の伝建地区及び史跡の面積

区分
伝建地区面積 史跡面積
うち史跡内 うち史跡外

相倉 18.0 18.0 － 42.0 
菅沼 4.4 4.1 0.3 14.5 

伝統的建造物群保存地区

史跡

凡例 (1:20,000)

0 100 200 400mN
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序 . ３. ２　合掌造り集落の保全事業

（１）相倉集落の保全事業
　相倉集落では、昭和 42 年 (1967) には相倉史跡保存顕彰会が組織され、集落

住民による自主的な保存運動が展開されてきた。昭和 45 年の史跡指定以後は、

おおむね 15 年に１度の間隔で茅葺き屋根の葺き替えが行われてきたほか、主な

ものとして表 0-6 の事業が行われている。

　平成 10 年（1998）には財団法人世界遺産相倉合掌造り集落保存財団が設立

され、集落保全や後継者育成等の取り組みも行われている。

（２）菅沼集落の保全事業
　菅沼集落では、およそ 15 年ごとの茅葺き屋根の葺き替え事業のほか、表 0-7

の事業が行われている。また、昭和 60 年 (1985) には越中五箇山菅沼集落保存

顕彰会が設立され、集落住民による自主的な保存運動が展開されてきた。さらに

平成 18 年（2006）には菅沼世界遺産保存組合が設立され、集落保全の体制を

拡充している。

（３）五箇山全体における合掌造り家屋の保存事業
　すでに述べてきたとおり、五箇山では岩瀬家（西赤尾）・村上家（上梨）・羽馬

家（田向）の３棟が国の重要文化財、相倉・菅沼の両集落が国の史跡に指定され、

保存措置が図られてきたが、昭和 40 年代以降は、これ以外の合掌造り家屋につ

いてもさまざまな保存措置が講じられることとなった。

　富山県教育委員会は、平成 10 年（1998）に羽馬家（小瀬）を文化財に指定

したほか、いわゆる「合掌造り」に含まれるものではないが、茅葺き文化の遺構

ともいえる寿川の念仏道場（指定名「五箇山の念仏道場」）及び旧上中田念仏道

場についても文化財に指定した。

　平村は、平成３年に空き家となった合掌造り家屋を改修して「こきりこ唄の館」

（現、五箇山総合案内所）とした（事業主体は「森とこきりこ文化の郷づくり委

員会」）ほか、平成９年には「道の駅たいら」内の五箇山和紙の里に大型の合掌

造り家屋を新築し、和紙体験館とした。

　上平村は、昭和 44 年（1969）に行徳寺庫裏と茅葺きの山門を文化財に指定

したほか、昭和 47 年に菅沼集落に隣接して「五箇山合掌の里」を整備し、村内

各地から合掌造り家屋を移築した。

　利賀村は、昭和 44 年に解体の決まった合掌造り家屋を移築し、利賀民俗館と

したほか、昭和40年代後半から村内各地の合掌造り家屋を移築して「合掌文化村」

（現「富山県利賀芸術公園」）を建設した。

　このほか、富山県は観光部局の予算により、五箇山の茅葺き家屋の葺き替え作

業に補助金を支出している。

　茅葺き屋根の葺き替えに際しては、文化財指定の有無により国・県・市の補助

率が異なっているが、南砺市では所有者負担の軽減を図るため、国・県の補助率

に応じて事業費の５～ 60％を支出している。この結果、所有者の実質的な負担
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表 0-6. 相倉集落で実施された主な事業

表 0-7. 菅沼集落で実施された主な事業

事　業　名 事業内容 実施年度 事業費 ( 千円）
費用負担（％）

国費 県費 市費 所有者

記念物保存修理事業
（文化庁）

屋根葺き替え、家屋修理等
（年間３～４棟）

S41 ～
事業量・予算額
により変動

50 20 25 5

指定文化財管理事業
（文化庁）

管理団体への補助
( 防災設備点検、差し茅等 )

毎年
事業量・予算額
により変動

25 12.5 25 37.5

集落景観整備事業
（県費補助事業）

家屋等の小修理
H9 ～

予算額により
変動

  － 40 40 20

集落管理機器格納庫整備
（まちづくり総合支援事業）

格納庫を整備
（地下埋設型）

H8 96,181 33   － 67   －

中山間地域総合整備事業
（農林水産省）

放水銃設備、多目的広場
営農飲雑用水

H8 ～ 13 489,486 55 30 15   －

ふるさと水と土保全モデル事業
（農林水産省）

棚田の石積み修繕
H8 ～ 9 95,000 55 30 15   －

特用林産産地振興対策事業
（林野庁）

茅場造成、茅保管庫建設
H9 50,000 50 10 40   －

茅場造成整備事業
（市補助事業）

茅場造成
H7 ～ 1,000   －   － 25 75

記念物防災施設事業
（文化庁）

自動火災報知設備
H13 ～ 14 72,384 50 25 25   －

美 し い む ら づ く り モ デ ル 地 区 
特別整備事業（農林水産省）

公衆便所建設工事、民俗館
改修、交流館整備等

H10 ～ 11 169,080 40 10 50   －

棚田オーナー事業
（県費補助事業）

棚田オーナーやボランティ
アによる放棄田の復旧

H17 ～
予算額により
変動

  － 50 50   －

事　業　名 事業内容 実施年度 事業費 ( 千円）
　　　費用負担（％）

国費 県費 市費 所有者

記念物保存修理事業

（文化庁）

屋根葺き替え、家屋修理等

（年間１～２棟）
S41 ～

事業量・予算額
により変動

50 20 25 5

指定文化財管理事業

（文化庁）

管理団体への補助

( 防災設備点検、差し茅等 )
毎年

事業量・予算額
により変動

25 12.5 25 37.5

集落景観整備事業
（県費補助事業）

家屋等の小修理
H9 ～

予算額により
変動

  － 40 40 20

集落管理機器格納庫整備

（過疎債対応）

格納庫を整備

（地下埋設型）
H8 90,790   － 8 92   －

中山間地域総合整備事業

（農林水産省）

放水銃設備

電線類地中化
H8 ～ 11 414,466 55 30 15   －

電線類地中化事業

（通産省）

電線類地中化（電力）
H10 4,086 50   － 50   －

電線類地中化事業

（村単独事業）

電線類地中化 ( 電力､ 通信 )

テレビ共同受信設備
H7 ～ 11 25,644   －   － 100   －

記念物防災施設事業

（文化庁）

自動火災報知設備、

屋内消火栓（全戸）
H11 ～ 12 77,140 50 25 25   －

菅沼展望広場整備事業

（過疎債対応）

展望広場、エレベーター施

設、駐車場、案内施設
H18 ～ 19 415,825   －   － 100   －
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額は国指定物件で５％、その他（未指定物件を含む）で 10％となっている。

序 . ４　世界遺産登録に際しての価値基準と真正性について

　世界遺産条約は、世界遺産一覧表に記載される文化遺産について、「歴史上、

芸術上、民族学上または人類学上顕著な普遍的価値を有するもの」であることを

求めている（条約第１条）。この「顕著な普遍的価値」の審査【注４】のために、世

界遺産条約の履行のための作業指針（以下「作業指針」という）は、Ⅰ～Ⅵの６

つの価値基準を定め、その１つ以上を満足すると同時に、真正性（authenticity）

に関する審査【注５】にも適合しなければならないとしている（作業指針第 24 条）。

　白川郷・五箇山の合掌造り集落は、６つの価値基準のうち、下記のⅣ及びⅤを

満たすものとされている。

　その根拠として世界遺産推薦書では下記の事由が述べられている。

　

【注 4】
顕 著 な 普 遍 的 価 値

（Outstanding Universal 
Value）とは、「国家間の境
界を超越し、人類全体に
とって現代及び将来世代に
共通した重要性をもつよう
な、傑出した文化的な意義
及び / 又は自然的な価値を
意味する」（世界遺産条約
履行のための作業指針）と
され、資産がそれを有する
とみなされる上で満たすべ
き ( Ⅰ ) 〜 ( Ⅹ ) の 基 準 が
設けられている。

【注５】
登 録 基 準 ( Ⅰ ) 〜 ( Ⅹ ) に
基 づ い て 推 薦 さ れ る 資
産（文化遺産）は、「真正
性（オーセンティシティ ; 
authenticity）」の条件を満
たすことが求められる。そ
の判断のための条件につい
て、「世界遺産条約履行の
ための作業指針」は、「文
化遺産の種類、その文化的
文脈によって一様ではない
が、資産の文化的価値（登
録推薦の根拠として提示さ
れる価値基準）が、下に
示すような多様な属性に
おける表現において真実
かつ信用性を有する場合
に、真正性の条件を満たし
ていると考えられ得る」と
して、以下の８項目の属                     
性を掲げている。 

・形状、意匠
・材料、材質
・用途、機能
・伝統、技能、管理体制
・位置、セッティング
・言語その他の無形遺産
・精神、感性
・その他の内部要素、外部
　要素

IV） 人類の歴史上の有意義なステージを例証する、ある形態の建造物、建築物の

秩序ある集合、または景観の顕著な例であるもの

V） ある文化を代表するような伝統的集落または土地利用の顕著な例であり、特

に元に戻ることができないような変化の衝撃によって、すでに価値を損ねや

すい状況に至っているもの

　世界遺産である白川郷と五箇山地方の合掌造り家屋は、（中略）日本のどの地

方にも見られない極めて特異な形態であり、また、日本で最も発達した合理的な

民家の１つの形態であるといえる。もう一度、そのことをまとめると下記のよう

な諸点となる。

１）他の地方の農家に比べて規模が大きく、屋根は急傾斜の茅葺きの切妻屋根で

ある。

２）小屋内（階上）の空間を大きく取り、作業場などとして積極的に利用してい

ること、切妻屋根の妻に開口部を設けて風と光を確保したことなどは、日本

の中では極めて異例である。

３）筋違いを入れて急勾配の切妻屋根の構造上の弱点を補強する工夫は、他の地

域では決して見ることのない技術である。

（中略）

　さらに合掌造り家屋とその集落は、下記の点においても顕著な価値を持つ。

１）白川郷と五箇山地方は、かつては「日本に残された最後の秘境」と称された

ほど交通事情が悪かった。

２）そのため、庄川によって結ばれた白川郷と五箇山地方には、浄土真宗という

同一の信仰による精神的絆を基礎としたユニークな文化圏が形成された。そ

の文化の最も顕著な事象が「合掌造り」であり、それによって構成される特
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　また、３集落をシリーズで取り上げることではじめて世界遺産としての「顕著

な普遍的価値」が生じるとし、その理由を下記のとおりとしている。

　さらに、真正性（authenticity）に関する審査にも適合しているとし、次の事

由が述べられている。

　白川郷・五箇山の合掌造り集落が世界遺産に登録されたのは、上記のような価

【注６】
実際には３集落の起源は中
世以前まで遡るが、ここで
は江戸時代以来の空間形態
や景観が保たれていること
を指している。

異な農村景観である。

３）合掌造り家屋は白川郷と五箇山地方に限定して見られる民家形態で、しかも

その数は最大時でも 1,850 棟で、日本の総農家戸数の 0.03% に過ぎず、極め

て希少な存在であった。

４）合掌造り家屋とその集落は、戦後急激に減少し、壊滅的な状況となっている。

５）こうした状況の中にあって、合掌造り家屋がまとまって残り、かつての集落

景観を保持しているのは、法律によってその保護の措置がとられているこの

３つの集落のみである。

　以上のことから、この遺産は「顕著な普遍的価値」を有することが証明される。

１）荻町、相倉、菅沼の３集落は、ほとんど消滅してしまった合掌造り集落のな

かで、かつての集落景観を残すわずかな集落の全部であること。

２）３つの集落を一連のものとして保存することにより、このような集落が、あ

る地域的な広がりを持った文化圏を形成していたことを示す証拠となるこ

と。

３）３つの集落はそれぞれ、規模の大きな集落、中規模の集落、小規模の集落の

好例であり、集落の規模の大小の多様性があったことを示す証拠となること。

４）白川郷と五箇山では、合掌造り家屋の構造に差異があり、双方を保存するこ

とでその証拠となること。また、附属屋の種類からも集落の景観に差異があ

ること。

　荻町、相倉、菅沼の３つの集落は、江戸時代以来の集落【注 6】として存在し続け、

自動車道路の開設以外では大きな変化はなく、歴史的集落としての真正性は保た

れている。

　集落を構成する歴史的な建造物は、現状を変更するときに法令や保存計画の規

制があり、真正性を保持することができる。

　維持修理の多くは、茅葺き屋根の全面または部分葺替えであるが、真正な技術

により茸替えられ、真正な形態を保持している。また、解体や半解体修理におい

ては、文化財の修復に経験の有る建築家が設計管理し、真正性の保持を保証して

いる。

　なお、農地や周辺の環境についても現状の変更が厳しく規制されていて、文化

的景観と自然環境の真正性も保証されている。
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【注７】
「世界遺産条約履行のため

の作業指針」において、「資
産の効果的な保護を目的と
して資産を取り囲む地域
に、法的又は慣習的手法に
より補完的な利用・開発規
制を敷くことにより設けら
れるもう１つの保護の網」
として必要に応じ設定が求
められている。

値や真正性が認められたためであるが、逆に言えばこれらの価値や真正性が損な

われたとき、登録を抹消されることもありうる。高齢化と後継者不足が深刻な社

会問題となっている相倉集落・菅沼集落で、どのようにして資産の価値と真正性

を維持し、次代に継承していくかが、現代に生きる我々の命題であり、本マスター

プラン策定の理由でもある。

序 . ５ 　用語について

序 . ５. １　用語の整理

（１）資産
　世界遺産として保存管理すべき顕著な普遍的価値を有し、真正性（authenticity）

や完全性（integrity）が継承されている範囲を指す。以前は核心地域（コアゾーン）

とも呼ばれていた。現在、相倉集落及び菅沼集落においては、伝統的建造物群保

存地区が資産の範囲となっている。

（２）緩衝地帯（バッファゾーン）
　世界遺産を取り巻く環境や景観を保全するために資産の周囲に設けられる、一

定の利用・開発行為を制限する区域【注 7】を指す。五箇山においては、相倉集落・

菅沼集落を取り囲む地域に緩衝地帯Ⅰ種及びⅡ種を設定し、平・上平地域の全域

が緩衝地帯となっている。

（３）五箇山
　五箇山の名は、歴史的には旧平村・上平村・利賀村のいわゆる「五箇三村」の

呼称であるが、本書の１章以降においては、これまでの合掌造り集落保全の経緯

を踏まえ、平・上平地域の範囲を指すものとする。

（４）史跡
　文化財保護法第 2 条における「貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の

遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの」等の記念物のうち、重

要なものが国により指定される（第 109 条）。現在、相倉集落及び菅沼集落にお

いては、集落内に加えて雪持林と茅場の土地が指定されている。

（５）伝統的建造物群保存地区（伝建地区）
　文化財保護法第 142 条に定められている「伝統的建造物群及びこれと一体を

なしてその価値を形成している環境を保存するため（中略）市町村が定める地区」

をいう。また国は、市町村の申出に基づき、「伝統的建造物群保存地区の区域の

全部又は一部で我が国にとつてその価値が特に高いもの」を、重要伝統的建造物

群保存地区（重伝建地区）として選定することができる（第 144 条）。現在、相

倉集落及び菅沼集落においては、集落内の宅地および農地、社地など（相倉集落
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は雪持林の一部を含む）が伝建地区に定められ、重伝建地区に選定されている。

（６）合掌造り
　「合掌造り」は、五箇山では一般に急勾配の茅葺き屋根を持つ家屋の総称であ

るが、本書では「世界遺産推薦書」に従い、平屋の茅葺き住宅（住宅として建築

され、現在は資料館等に使用している家屋を含む）に限定することとし、いわゆ

る二階建て合掌造り家屋や寺院・板倉は含まないこととした。

　なお、世界遺産推薦書では、「合掌造り」の定義について下記のとおり記載さ

れている。

（７）保存・保全・保護
　これらの語は、学術分野や行政の主管部門、個別の対象に応じて捉え方が異な

る場合があり、また互いに重なり合う部分もあるため厳密に区別できるものでは

ないが、本書においては、おおむね以下の考え方に基づいて用いている。

① 保存
　建造物や集落等の歴史的・文化的価値を評価し、必要に応じて適切な修復・補

強や復原を行いながら、対象の有する文化財としての特性を維持していく行為。

②保全
　集落、農地、景観、自然環境等の面的かつ動態的な対象について、歴史的・文

化的価値を尊重しつつ、必要に応じて、現代に適合するように再生・強化・改善

のための適切な方策を講じながら、その機能を保持していく行為。

③ 保護
　「保存」及び「保全」を志向する活動全般。なお文化財保護法においては「保存し、

且つ、その活用を図」ること（第１条）とされ、世界遺産登録の根拠となるいわ

ゆる世界遺産条約は、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産の「保護

（protection）」を目的としている【注 8】。以上を踏まえ、本書においても特にこれ

らの枠組み・概念と整合させるべき箇所については「保護」を用いる。

（８）マネジメント
　対象となる物を効果的に利用・維持管理・運営し、その価値を向上させるため

の、関係各者の連携による主体的かつ総合的な取り組み。

【注８】
い わ ゆ る 世 界 遺 産 条 約

（1972 年発効）の正式名称
は「世界の文化遺産及び自
然遺産の保護に関する条約

（Convention Concerning 
t h e  P r o t e c t i o n  o f  t h e 
World Cultural and Natural 
Heritage）」である。

　『合掌造り』の定義は、研究者によって多少異なり定まっていないが、一般的

には次のように定義される。『小屋内を積極的に利用するために、叉首構造の切

妻造り屋根とした茅葺きの家屋』。



23

序章

序 . ５. ２　組織の略称

　本マスタープランにおいて頻出する団体名は、初出を除き表 0-8 に示す略称を

用いた。　

表 0-8. 組織の略称

　　　　　　　　　　正式名称　　　　　　　　　　→　　　　　略称

　相倉史跡保存顕彰会　　　　　　　　　　　　　　→　　　相倉顕彰会

　財団法人　世界遺産相倉合掌造り集落保存財団　　→　　　相倉保存財団

　越中五箇山菅沼集落保存顕彰会　　　　　　　　　→　　　菅沼顕彰会

　菅沼世界遺産保存組合　　　　　　　　　　　　　→　　　菅沼保存組合

　合掌造り集落の未来を考える会　　　　　　　　　→　　　未来を考える会

　富山県西部森林組合　　　　　　　　　　　　　　→　　　森林組合

　五箇山農業公社　　　　　　　　　　　　　　　　→　　　農業公社

　五箇山合掌の里　　　　　　　　　　　　　　　　→　　　合掌の里
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１. １　五箇山の合掌造り集落の「価値」とは何か

　世界遺産登録に際しては、資産の有する「顕著な普遍的価値（outstanding 

universal value）」の説明が求められる。「白川郷・五箇山の合掌造り集落」が登

録される際に認められた内容については、平成６年（1994）の世界遺産推薦書

に記述されており【注 1】、今後もそれらの価値を損なうことなく受け継いでいくこ

とが求められる。その内容を踏まえながらも、本マスタープランの前提として、

後世へと守り受け継ぐべき五箇山の合掌造り集落の「価値」とは何なのか、あら

ためて以下に整理してみたい。

１. １. １　現代に継承された、希少な合掌造り集落としての価値

　五箇山・白川地方で成立した合掌造り家屋の歴史的・文化的・学術的価値につ

いては、これまで多くの研究者によって指摘され、世界遺産登録の重要な根拠と

なっている。加えて、合掌造り家屋はもとより、それらがまとまった集落として、

屋敷地・農地や道などの歴史的な空間構造とともに現在まで受け継がれてきた極

めて希少な例が、白川郷の荻町集落であり、五箇山の相倉集落・菅沼集落である。

　五箇山においては、戦後の庄川流域の電源開発の影響を受け、多くの合掌造り

家屋が瓦屋根に変わっていった昭和 30 年（1955）代から 40 年代にかけて、合

掌造りに価値を見出し、国の史跡指定を受けることで集落を保存しようと決意し

た住民・行政をはじめとする関係者の尽力が、世界遺産として世の中に広く知ら

れる今日の礎になっていることを、いまいちど確認しておきたい。以来、かけが

えのない合掌造り集落を、世代を超えて大切に守り続けてきた集落保全の取り組

みそのものも、合掌造り集落と一体の価値をなすものといえる。

【注 1】
序４．「世界遺産登録に際
しての価値基準と真正性に
ついて」（p.19 〜 21）参照。

マスタープランの目標

世界遺産マスタープランの策定にあたって

の、基本的な考え方と目標、全体の枠組みに

ついて示します。
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第１章　マスタープランの目標

１. １. ２　人々が生活する「生きた世界遺産」としての価値

　五箇山の合掌造り集落は、国内に数ある史跡の中でも、人々が暮らす集落全体

が指定された、数少ない存在である。そのような特色は、平成 8 年（1996）の

相倉及び菅沼の史跡保存管理計画においても「生きた史跡」として表現されてい

る。周囲の田畑に実る農作物や、家屋の周りに置かれた生活用具の風景は、そこ

に暮らす人々の存在を訪れる者に語りかける。訪れる観光客の声に聞かれるよう

に、人気のない民家園のような博物館でもなく、また極度な観光地化もされてお

らず、素朴な「生活感」が感じられることが、五箇山の合掌造り集落の大きな魅

力となっている。

　合掌造り家屋をはじめとする歴史的建築物だけでなく、その周囲に広がる農地

や道、神社などの集落の環境も、生活者を中心に維持されている。そのことが、

平成 6 年の国の重要伝統的建造物群保存地区への選定、翌年の世界遺産登録に

つながっていると考えるならば、人々の生活があってこそ守られてきた「生きた

世界遺産」である点にこそ、大きな価値があるといえる。

１. １. ３　合掌造り集落を育んだ五箇山地域全体の価値

　生活の中で維持されている合掌造り集落は、その周囲の環境との物的・社会的

なさまざまなつながりのもとで存在している。過去から現在に至るまで、雪崩か

ら集落を守る雪持林や、急斜面地を利用した屋根葺き材料の供給源である茅場は、

集落の営みを支える上で不可欠な存在である。

　合掌造り集落は、山間の豪雪地帯に位置する五箇山の独特な風土の中で育まれ

た。そこには浄土真宗の信仰のもとで結び合わされた集落共同体があり、その中

で、ユイ（結い）や総普請【注２】といった相互扶助の精神、春祭りや報恩講など

の行事が受け継がれてきた。また、こきりこ、麦屋節という富山県を代表する民

謡・郷土芸能を生んだのも五箇山である。これらの伝統文化は、現在も五箇山地

域全体で共有され、親から子へ、熟練者から若手へと受け継がれている。

　このように考えると、合掌造りを育んだ五箇山地域そのものが、世界遺産地域

としての豊かな価値を備えていると言うことができる。平・上平地域は、世界遺

産周辺の景観を保全するための緩衝地帯に位置づけられているが、合掌造りを育

んできた生活文化と環境は、これらの地域全体の共有財産である。

１. ２　本マスタープランの目標と３つの柱

１. ２. １　世界遺産登録後の取り組みと課題

　前節で整理した、五箇山の合掌造り集落が有する価値をめぐっては、多くの課

題が存在する。具体的なものについては２章以降で詳述するが、世界遺産に登録

【注２】
ここでは集落内の全戸が参
加して行う道路の草刈り、
神社の雪囲いなどの共同作
業を指す。
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されて以降の地域の状況や取り組みを踏まえると、見直しや改善、新たに取り組

む必要のあるものなど、さまざまな課題がある。

　平成 7 年（1995）の世界遺産登録は、集落保全の取り組みの大きな節目となっ

た。前年には伝建地区となったことで、伝建地区保存計画が策定され、登録後の

平成８年には史跡保存管理計画が改訂されている。また同年には「五箇山地区（平

村・上平村）まちづくり事業推進計画」が策定され、これを受けて平成９年には、

平村・上平村でそれぞれ「世界遺産維持のための総合計画」が策定されている。

これらはその名の通り、総合的な地域づくりの計画であり、前者では世界遺産を

「五箇山文化圏あるいは庄川文化圏の生活文化全体」として捉えることが謳われ、

後者のうち平村では、相倉集落の維持・保全のための発展的な仕組みとして「相

倉合掌ふる里園」の開設、上平村では、菅沼集落と隣接する合掌の里などが一体

となった「世界遺産パーク（仮称）」などの具体策が提唱されている。これらの

報告書においては、現在も見られる課題が多く指摘されていると同時に、世界遺

産登録に対する当時のさまざまな期待も垣間見える。

　その後、平成 10 年には相倉保存財団、平成 18 年には菅沼保存組合が発足し、

集落保全をめぐる体制は発展している。また平成 12 年には東海北陸自動車道の

五箇山インターチェンジが開設され（全線開通は平成 20 年）、平成 16 年には、

平村・上平村と６町村が合併して南砺市が発足するなど、地域を取り巻く環境は

大きく変化してきた。

　その一方で、相倉集落・菅沼集落は、平・上平地域全体とともに、人口流出が

進んでおり、家屋や集落環境の維持、冬期の除雪・雪下ろし、さらには伝統行事

や郷土芸能など、地域の担い手をいかに確保するかということは、これまで以上

に、世界遺産保護の根本に関わる喫緊の課題となっている。

　こうした状況をあらためて捉え直し、先に掲げた「価値」を再確認するのはも

ちろんのこと、現在の課題を少しでも解消し、世界遺産の価値を高め、活かすた

めの方策を、地域が一丸となって編み出していかねばならない。集落保全の仕組

みや環境構築のより良いあり方、訪れる人々や次世代への価値の伝え方、集落の

担い手や支援者の輪を広げ、協力・連携がとれるような体制・仕組みなどの筋道

を示し、具体化していかねばならない。

１. ２. ２　マスタープランの目標

　上述の視点に基づき、本マスタープランでは以下の５つの目標を掲げる。

（１）世界遺産としての合掌造り集落の価値を再確認するとともに、五箇山地域、

さらには南砺市全体で、世界遺産の保全活用に向けた意識を醸成する。

（２）合掌造り集落の保全をめぐる制度・施策・体制のあり方を見直し、改善する。

（３）住民の生活空間としての合掌造り集落の維持継承をめぐる課題を整理し、

解消のための方向性を示す。

（４）五箇山の風土が育んだ複合的な資産としての合掌造り集落の価値を引き出
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第１章　マスタープランの目標

し、地域全体で活かす。

（５）世界遺産の保護に関わるさまざまな主体の連携・協力体制を構築し、担い

手を広げる。

１. ２. ３　マスタープランの３つの柱

　前項の目標を実現するため、本マスタープランでは、以下の３つの柱を掲げる。

（１）「生きた世界遺産」としての
　　  合掌造り集落の価値を磨き上げる
　「生きた史跡」として保全されてきた経緯を尊

重し、住民が暮らすことで成立し、住民の手で受

け継がれる合掌造り集落の本質を大切にする。

（２）空間・生活文化・自然環境の総体
　　  としての世界遺産の価値を伝える
　合掌造り集落の歴史的空間、そこで育まれてき

た生活文化・それらを取り巻く自然環境が一体と

なって、世界遺産としての合掌造り集落が形成さ

れている。これらの総体としての価値を、住民や

市民などの間で共有し、訪れる人々や、次世代の

担い手に伝えていく。

（３）世界遺産の保護と生活・観光が共存し、
　　  互いの質を高め合うような地域環境を実現する
　ここにしかない世界遺産を守り受け継ぐこと

が、地域への愛着を育み、心の豊かさをもたらす。

豊かに住み継ぐことが、保全の担い手を育て、来

訪者を温かくもてなすことにつながる。質の高い

観光の実現は、本物の価値を集落の外部へ発信し、

住み手に誇りと潤いをもたらすことにつながる。

このような好循環を生み出すことで、多様な人々

に支えられる持続可能な地域環境を実現する。

　以上の柱のもとに、本マスタープランでは、「集落の保全と維持継承（第２章）」、

「茅場と伝統技術の維持継承（第３章）」、「農地・山林の保全（第４章）」、「来訪

者の受入れ（第５章）」、「緩衝地帯における景観保全（第６章）」、「五箇山全体で

の取り組み（第７章）」、「マスタープランを進める体制（第８章）」の７つのテー

マを設け、それぞれに関する現状・課題と、それを踏まえた方針・方策を提示する。

マスタープランの目標・３つの柱・７つのテーマ（章）との関係を図 1-2 に示す。

生活 観光

世界遺産の
保護

担い手
本物の価値

地域への誇り

地域への愛着

おもてなし

支援者

図 1-1.    「世界遺産の保護」「生
活」「観光」の正の相互作用

写真 1-1. 相倉集落の春祭り

写真 1-2. 菅沼集落の雪持林
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マスタープランの３つの柱

７つのテーマ（２～８章の方針・方策）

第２章　集落の保全と維持継承　

２.２.１　現状変更等の基準の明確化
２.２.２　保全の仕組みの拡充
２.２.３　防災対策の徹底
２.２.４　雪への対策
２.２.５　空き家・定住等に関する取り組み

第3章　茅場と伝統技術の維持継承　

３.２.１　茅場の維持、再生

３.２.３　材料、技術の維持継承
３.２.２　茅に関する情報共有と連携

第4章　農地・山林の保全　

４.２.１　農地の保全・活用
４.２.２　山林・樹木の保全

第5章　来訪者の受け入れ　
５.２.１　観光客の適切な誘導
５.２.２　ガイド・展示の充実

５.２.４　交通・駐車場のマネジメント
５.２.３　おもてなしと交流の促進

第6章　緩衝地帯における景観保全　

６.２.１　緩衝地帯の計画的保全
６.２.２　緩衝地帯の資源把握と保全施策の実施

第7章　五箇山全体での取り組み　

７.２.１　伝統文化の継承、価値の普及教育
７.２.２　世界遺産を支える「地域力」の確保

第8章　マスタープランを進める体制　
８.２.１　行政における体制
８.２.２　地域における体制
８.２.３　マスタープランの方針の具体化と検証

世界遺産集落としての合掌造り集
落の価値を再確認するとともに、
五箇山地域、さらには南砺市全体
で、世界遺産の保全活用に向けた
意識を醸成する。

合掌造り集落の保全をめぐる制度・
施策・体制のあり方を見直し、改
善する。

住民の生活空間としての合掌造り
集落の維持継承をめぐる課題を整
理し、解消のための方向性を示す。

五箇山の風土が育んだ複合的な資
産としての合掌造り集落の価値を
引き出し、地域全体で活かす。

世界遺産の保護に関わるさまざま
な主体の連携・協力体制を構築し、
担い手を広げる。
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資産および地域の
現状・課題

「生きた世界遺産」としての
合掌造り集落の価値を

磨き上げる

空間・生活文化・自然環境の
総体としての世界遺産の

価値を伝える

世界遺産の保護と生活・
観光が共存し、互いの質を
高め合うような地域環境を
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図 1-2. マスタープランの目標・３つの柱・７つのテーマ（各章）との関係
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第１章　マスタープランの目標

マスタープランの３つの柱

７つのテーマ（２～８章の方針・方策）

第２章　集落の保全と維持継承　

２.２.１　現状変更等の基準の明確化
２.２.２　保全の仕組みの拡充
２.２.３　防災対策の徹底
２.２.４　雪への対策
２.２.５　空き家・定住等に関する取り組み

第3章　茅場と伝統技術の維持継承　

３.２.１　茅場の維持、再生

３.２.３　材料、技術の維持継承
３.２.２　茅に関する情報共有と連携

第4章　農地・山林の保全　

４.２.１　農地の保全・活用
４.２.２　山林・樹木の保全

第5章　来訪者の受け入れ　
５.２.１　観光客の適切な誘導
５.２.２　ガイド・展示の充実

５.２.４　交通・駐車場のマネジメント
５.２.３　おもてなしと交流の促進

第6章　緩衝地帯における景観保全　

６.２.１　緩衝地帯の計画的保全
６.２.２　緩衝地帯の資源把握と保全施策の実施

第7章　五箇山全体での取り組み　

７.２.１　伝統文化の継承、価値の普及教育
７.２.２　世界遺産を支える「地域力」の確保

第8章　マスタープランを進める体制　
８.２.１　行政における体制
８.２.２　地域における体制
８.２.３　マスタープランの方針の具体化と検証

世界遺産集落としての合掌造り集
落の価値を再確認するとともに、
五箇山地域、さらには南砺市全体
で、世界遺産の保全活用に向けた
意識を醸成する。

合掌造り集落の保全をめぐる制度・
施策・体制のあり方を見直し、改
善する。

住民の生活空間としての合掌造り
集落の維持継承をめぐる課題を整
理し、解消のための方向性を示す。

五箇山の風土が育んだ複合的な資
産としての合掌造り集落の価値を
引き出し、地域全体で活かす。

世界遺産の保護に関わるさまざま
な主体の連携・協力体制を構築し、
担い手を広げる。
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空間・生活文化・自然環境の
総体としての世界遺産の
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本章の考え方

　資産としての合掌造り集落を、その価値を損ねることなく保全し、将来へと受

け継いでいくための方針・方策は、本マスタープランの根幹をなすものである。

　昭和 45 年（1970）に国指定史跡となった相倉・菅沼の合掌造り集落は、平

成６年（1994）８月に当時の平村、上平村により伝統的建造物群保存地区（伝

建地区）が決定され、同年 12 月の国の重要伝統的建造物群保存地区への選定を

経て、この範囲が白川村荻町とともに世界遺産に登録されている。しかし序章

（p.16 〜 17）でも述べたように、実質的には史跡としての保存管理が継続され

ており、今後も史跡の枠組みのもとで、集落の保全が進められていくことになる。

　史跡に指定されたことで、両集落の歴史的環境は大きな改変を受けることなく

維持されてきたと言える。また「生きた史跡」とも言われる両集落のように、住

民の生活空間である集落全体が史跡に指定された例は極めて少なく、そのため文

化財行政においても、外観の維持を基本とし、一定の内部改修は認める等の柔軟

な措置が講じられてきた。一方、生活空間であることの必然として、一般的な史

跡に比べ高い頻度で生じる現状変更行為に対し、文化庁の判断を基本とする現行

の現状変更許可の過程は、住民側は関知できず、具体的な許可判断の基準も認識

できないという課題がある。

　この点で、歴史的町並みや集落を保全するため、昭和 50 年に設けられた伝建

地区制度は、市町村を主体とし、住民の合意を得ながら保存地区や保存計画を定

めるものであり、住民の参画により、物件の特性や地域的背景に応じた細やかな

取り組みを促すことが可能である。

　現行の史跡保存管理計画は、世界遺産登録後の平成８年に、当時の平村・上平

村によって策定されたものであり、平成６年に決定された伝建地区保存計画との

整合性を図るかたちで保存修理等の基準が示されている。今後はその内容を一歩

進め、これまでの取り組みの経緯を踏まえつつ、伝建地区制度の利点も取り入れ

ながら、史跡制度の運用を、より明確かつ住民に開かれた仕組みに発展させる。

あわせて、防災対策や空き家の解消など、集落保全の内容を充実させるとともに、

住民の主体的な取り組みを促し、その担い手を育むことにもつなげていく。

集落の保全と維持継承

資産全体の真正性を維持しながら、人々が住

み続けることで集落を保全し、かけがえのな

い世界遺産を後世へ受け継ぎます。
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第 2章　集落の保全と維持継承

　本章では以上の観点から、方針と方策において、「２. ２. １ 現状変更等の基準
の明確化」、「２. ２. ２ 保全の仕組みの拡充」、「２. ２. ３ 防災対策の徹底」、「２
. ２. ４ 雪への対策」「２. ２. ５ 空き家・定住等に関する取り組み」を掲げている。

２. １　現状と課題

２. １. １　集落の保全

・ 生活空間でもある集落の保全を円滑に行う上で、史跡と伝建地区という二重の

文化財保護制度の存在と、実質的に運用されている前者の現状変更行為の基準

は、住民にとってややわかりにくく、認識が不十分な面がある。

・ 現在の史跡保存管理計画及びその中の現状変更行為の基準においては、合掌造

り以外の瓦屋根の建物や、板倉、土蔵、環境物件など、物件の特性の違いが十

分に捉えられていない。

・ 実際に史跡内の建物等の修理修景に携わる業者等に対し、史跡の保護のあり方

について十分に周知がなされていない。　

・ 史跡の保存に関わる主体の役割分担が明確に定められていない。

・ 世界遺産の保護に関わる専門的知識を備えた人材が十分に確保されていない。

２. １. ２　防災、雪

・ 家屋内の自動火災報知器や集落内の防災設備に関わる維持管理や予算措置のあ

り方が、関係者の間で十分に理解されていない。

・ 地震や土砂災害等に対する防災対策が保存管理計画等において考慮されていな

い。

・ 合掌造り家屋等の除雪にあたる人材が不足しているともに、雪害対策に関する

知識の共有が不十分である。

・ 豪雪時の除雪や雪下ろし等に対する支援措置に柔軟性がない。

２. １. ３　空き家・定住

・ 集落の人口減少、高齢化の進行により、地域における集落保全の担い手が不足

している。

・ 空き家の活用に関する検討が十分になされておらず、そのための体制も不十分

である。

・ 集落内の空き家に関する情報は必ずしも集約的に把握されていない。

・ 集落内の家屋等の売買等に関わる具体的な取り決め（自主的なルール、憲章等）

が存在しない
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２. ２　方針と方策

２. ２. １　現状変更等の基準の明確化

（１）物件の保存・修理・修景等に関する具体的な基準の設置
　国指定史跡として文化財保護の対象となってきた相倉・菅沼の両集落では、史

跡保存管理計画のもと、家屋や附属屋等の建築物は「外観の維持」を原則としな

がら、内部については生活上必要な改変を許容してきた。今後もこの方向を維持

しつつ、集落の歴史的価値を損なうことのない適切な保存管理を進めるため、物

件の保存・修理・修景等の現状変更行為に関する具体的な基準（形態、材料、色

彩等）について、これまでの許可事例等を踏まえながら明確化する。

（２）物件の特性に応じた現状変更等の基準の設置
　上記（１）の明確化された基準は、史跡保存管理計画に位置づけ、物件の特性

に応じたより細やかな内容とするため、伝建地区保存計画における「伝統的建造

物（建築物・工作物）」「環境物件」「伝統的建造物以外の建造物」の区分に対応

させる【注 1】。

　建築物については、伝統的建造物とそれ以外の建造物、合掌造り家屋・茅葺き

家屋（非合掌造り家屋）と瓦屋根の家屋、板倉・土蔵など、物件の特性に応じた

適切な基準を設ける。

　工作物、環境物件については、これまで同様、現状維持を原則とした適切な保

存措置をとり、物件の追加特定についても視野に入れる。また道路（公道・私道）

や家屋まわりの舗装等の整備についても、集落景観との調和を踏まえた適切な基

準を設ける。

　なお、菅沼伝建地区内の北東に史跡の範囲外の区域が存在するが、この区域に

は神明社や社叢、板倉等、集落景観を構成する重要な要素が含まれることから、

一体的に保全を図る。

（３）基準の設置に際しての住民参加
　建築物、工作物、環境物件、道路等の保存整備の基準の設置に際しては、集落

住民の意見と、これまでの史跡保存の取り組みを尊重しながら、行政と住民との

十分な議論を経るものとする。

（４）住民・建築業者等への基準の周知
　上記（３）の過程を経て設置された基準は、内容を分かりやすく解説したパン

フレット等を作成して公開し、集落内に全戸配布する等により住民への周知を促

す。また建築・工事業者等に対しても、基準の周知徹底を図る。

【注１】
伝建地区制度において、地
区内の構成要素は「伝統的
建造物群（周囲の環境と一
体をなして歴史的風致を形
成している伝統的な建造物
群で価値の高いもの）」と

「伝統的建造物群と一体を
なして価値を形成している
環境」に区分される。前者
を構成する伝統的建造物に
は建築物と工作物が含ま
れ、保存・修理の対象とな
る。後者については「伝統
的建造物群と一体をなす環
境を保持するために特に必
要と認められる物件（通称：
環境物件）」として、樹木、
山林、水路などが特定され、
保存・復旧の対象となると
ともに、伝統的建造物以外
の建造物、その他の物件に
ついては、伝統的建造物群
や環境物件との調和を図る
ための修景の対象となる。
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第 2章　集落の保全と維持継承

図 2-1. 相倉集落の建築物の分類

板倉

非伝統的建築物

その他

史跡

伝統的建造物群保存地区

凡例 (1:3,000)

土蔵

瓦葺き家屋

茅葺き家屋(非合掌造り)

合掌造り家屋
＜伝統的建造物(建築物)＞

＜非伝統的建造物＞

50 100m0

N

瓦葺き家屋(旧二階建て茅葺き)

塩硝の館

神明社

五箇山民俗館

塩硝の館

神明社

五箇山民俗館

板倉

非伝統的建築物

その他

史跡

伝統的建造物群保存地区

凡例 (1:4,000)

土蔵

茅葺き家屋

瓦葺き家屋(旧合掌造り)

瓦葺き家屋(旧二階建て茅葺き)

茅葺き家屋(非合掌造り)

合掌造り家屋

＜伝統的建造物(建築物)＞

＜非伝統的建造物＞

0N 50 100m

西方道場
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西方道場

地主神社

相念寺

相倉民俗館2号館

相倉民俗館1号館

旧城端街道

図 2-2. 菅沼集落の建築物の分類
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図 2-3. 相倉集落の環境物件と工作物（伝統的建造物群保存地区における特定物件）

凡例 (1:4,000)

0N 50 100m

雪持林

水路 旧城端街道

石垣 火葬場

社叢

その他の
環境物件

工作物

史跡伝統的建造物群保存地区

夫婦ケヤキ

火葬場入り口石仏

天狗の足あと天狗の足あと地主神社社標

地主神社石橋 地主神社石灯籠

地主神社石鳥居地主神社狛犬

夫婦ケヤキ

火葬場入り口石仏

地主神社社標

地主神社石橋 地主神社石灯籠

地主神社石鳥居地主神社狛犬
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水路
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社叢 その他の
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史跡

伝統的建造物群保存地区

50 100m0

N

清水岩

神明社社標

神明社灯籠

神明社鳥居

清水岩

神明社社標

神明社灯籠

神明社鳥居

図 2-4. 菅沼集落の環境物件と
工作物（伝統的建造物群保存地
区における特定物件）
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第 2章　集落の保全と維持継承

２. ２. ２　保全の仕組みの拡充

（１）専門スタッフの継続的確保
　行政や関係団体において、集落保全に専門的に関わる人材を継続的に確保する。

（２）設計相談・事前協議の実施と審議会の設置
　史跡内の建物・物件の現状変更行為に際しては、市への申請に先立ち、設計業

者と市（専門スタッフ）の間で設計・工事の内容に関する相談の場を設けるとと

もに、申請内容について、区長・相倉顕彰会・菅沼顕彰会と市の間で事前協議を

行う。

　さらに、文化庁長官の許可を要する現状変更行為等の重要な案件については、

文化庁への申請の前に、住民代表、地域の関係団体、学識経験者等で構成される

「五箇山景観審議会（仮称）」を設けて審議を行う（図 2-5）【注２】。

（３）集落の保存管理主体の役割分担の明確化
　現行の史跡制度のもとでの、史跡の管理団体としての市、土地所有者である住

民、さらに集落代表者としての区長及び相倉顕彰会・菅沼顕彰会・相倉保存財団・

菅沼保存組合のそれぞれの役割を明確化するとともに、定期的な情報共有の場を

設ける。

（４）対象物件の特性に応じた適切な予算措置
　修理・修景等に際しては、物件の特性と事業・工事の内容に応じた適切な予算

措置を行う。また建築物等については、定期的に調査を行い、シロアリ対策や解

体修理も視野に入れた予算措置のあり方を検討する。

【注 2】
8.2.2（2）「 五 箇 山 景 観 審
議会（仮称）の設置」（p.72）
を参照。

写真 2-1. 合掌造り家屋（菅沼集落） 写真 2-2. 瓦屋根の家屋（相倉集落）

写真 2-3. 板倉（菅沼集落） 写真 2-4. 土蔵（相倉集落）



36

（５）景観保全に関する自主的なルールづくり
　集落住民による景観保全への主体的参画を促すため、行政と住民の議論を経た

保存修理等の基準の策定に加え、集落景観に影響を与える看板や観光営業、生活

用具、農地や植栽のあり方等について、集落住民による自主的な規範・ルールづ

くりを進めるとともに、行政も必要な支援を行う。

（６）史跡保存管理計画の改訂に向けた協議
　本章で掲げた集落保全のための方針・方策をより実効性のあるものとするため、

現行の史跡保存管理計画（平成８年）を改訂することを視野に入れ、文化庁・県・

市の間で協議を進める。

図 2-5. 史跡における現状変更行為の申請に関する新たな仕組み（イメージ）

現状変更行為Ａ：市の許可を要する案件

現状変更行為Ｂ：文化庁の許可を要する案件

・小規模建築物の新築、増築、改築又は除却
　: ２階以下かつ地階のない木造又は鉄骨造の建
　築物で、建築面積（増改築の場合は増改築後の
　建築面積）が 120㎡以下、かつ３月以内に限り
　設置されるもの。
・工作物（建築物を除く）の設置、改修若しくは除却。
　: 改修又は除却は、設置の日から 50年を経過し
　ていない工作物に係るもの。
・道路の舗装、修繕
　: それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地
　の形状の変更を伴わないもの。
・史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設の設置、
　改修又は除却
・埋設されている電線、ガス管、水管又は下水道管
　の改修
・木竹の伐採

（文化財保護法施行令第５条第４項第１号による）

申請者

富山県教育委員会
（生涯学習・文化財室）

南砺市教育委員会
（文化・世界遺産課）

文化庁

五箇山景観審議会 [ 仮称 ]
住民代表、地域の関係団体

学識経験者等

区長・顕彰会

意見書

諮問

設計・工事業者

市 (専門スタッフ )

依頼

相談

助言

相談助言

相談

意見

確認

②審議会＊
：第三者による客観的判断

申請Ａ 申請 B
許可

申請 B

許可 ＋審議会の意見書
＋県・市の副申書

報告
助言

① 設計相談・事前協議
：既存の手順の明確化

：上記以外の現状変更行為

申請 B

＊史跡内の現状変更行為の
ほか、緩衝地帯内での一定
の利用・開発行為等につい
ても審議。
（６.２.１(２)「緩衝地帯Ⅱ種
における景観保全」参照）

報告

助言

＋審議会の意見書
＋市の副申書

右図における 申請 A 及び 申請 B  は、それぞれ以下の

 現状変更行為 A  及び  現状変更行為 B に対応する。

通知

通知

（通知）

（通知）
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第 2章　集落の保全と維持継承

２. ２. ３　防災対策の徹底

（１）火の番回りの維持・継承
　集落内で行われている定期的な火の番回りの維持・継承に努め、火の始末に対

する注意喚起を徹底させる。

（２）防火訓練の周知・継続
　定期的に行われる防火訓練への参加を住民に周知するとともに、消防団と住民

の連携により、防火・消火に関する知識共有を徹底させる。

（３）防火設備の維持管理
　各戸に備え付けられた自動火災報知器（菅沼集落は屋内消火栓も含む）の定期

的な点検、維持管理を継続するとともに、行政による適切な予算支援を継続する。

また屋外の消火栓、放水銃等を含む集落全体の防火設備について、水源の確保も

含めて、管理体制をあらためて整理し、定期的な点検、維持管理に万全を期す。

さらに、集落内での初期消火のための連絡体制についても定期的に確認するとと

もに、必要に応じて見直しを行う。

（４）家屋等の耐震性能の検証と対策
　史跡内に含まれる家屋等の耐震性能等を検証し、必要に応じて、文化財として

の価値を損ねない形での適切な対策をとる。

（５）ハザードマップの整備と避難訓練の実施
　近年増加を見せる集中豪雨による土砂災害等への対策として、土石流や斜面崩

落等の危険区域、避難ルート、避難場所等を明記したハザードマップの整備を図

るとともに、定期的な避難訓練を実施する。

写真 2-6. 放水銃による消火訓練の様子（菅沼集落）

写真 2-5. 屋外消火栓（相倉集落）
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２. ２. ４　雪への対策

（１）雪に関する知識の共有化
　次世代の集落の担い手や、新たな居住者も想定しながら、相倉顕彰会・菅沼顕

彰会等が中心となり、屋根雪下ろしや排雪、歩道除雪の方法、雪囲い等の事前対

策に関する知識の共有化を図る。

（２）道路の除雪に際しての行政措置
　道路の除雪は、冬期の住民生活と観光客受け入れのあり方を踏まえて、行政が

適切な措置を講じる。また予測困難な豪雪に備え、引き続き臨機応変に対応でき

る除雪体制を維持するとともに、柔軟な予算措置のあり方についても検討する。

（３）屋根雪下ろし・排雪の支援
　集落内には高齢者世帯や空き家等も多いため、必要な屋根雪下ろしや排雪の人

材を集落内外から確保するとともに、史跡管理費の適切な運用を継続させる。さ

らに集落住民、区長及び相倉顕彰会・菅沼顕彰会、除雪業者、行政の間での密接

な連携により支援体制を整える。

２. ２. ５　空き家【注３】・定住等に関する取り組み

（１）居住者の受け入れ等による空き家の解消
　集落内の既存の空き家、及び今後生じる空き家については、体験・交流施設や

店舗、飲食施設としての活用だけでなく、新規居住者や U ターン者等を受け入

れる等により、居住空間として再生することで積極的に解消を図り、集落保全の

担い手を確保する。

写真 2-7. 豪雪時の様子（相倉集落） 写真 2-8. 屋根雪下ろしの様子（相倉集落）

【注３】
ここで言う「空き家」とは、
以下に掲げる「未利用」及
び「低利用」の家屋で、市
有・私有のものをともに含
むものとする。
１）「未利用家屋」：本来の
用途、もしくはそれに代わ
る用途に全く利用されてい
ない家屋
２）「低利用家屋」：本来の
用途、もしくはそれに代わ
る用途に充分に利用されて
いない家屋。主に以下のも
のが該当する。
①物置として利用されてい
る家屋。
②ごく一部の空間のみ利用
されている家屋。
③年に数回の利用にとどま
る家屋。
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第 2章　集落の保全と維持継承

（２）新規住民の受け入れに際しての支援
　新規住民の受け入れに際しては、行政と区長及び相倉顕彰会・菅沼顕彰会が事

前相談の場を設け、集落保全に対する新規居住者の十分な理解を得るとともに、

新生活の開始に際しての適切な支援体制を整える。

（３）空き家の維持管理と現状把握
　指定管理者の管理による市有の合掌造り家屋等については、「南砺市合掌造り

等活用施設条例」等の条例に基づく適切な維持管理を進める。その他の空き家に

ついても、行政と区長及び相倉顕彰会・菅沼顕彰会・相倉保存財団・菅沼保存組

合の連携により、定期的な現状把握に努める。

南砺市相倉民俗館条例

南砺市合掌造り等活用施設条例

南砺市相倉合掌造り交流館条例
合掌造り家屋

非合掌造り家屋

史跡

伝統的建造物群保存地区

凡例 (1:3,000)

50 100m0

N

旧高桑家

相倉民俗館2号館

旧図書家（相倉屋）

相倉民俗館1号館

旧窪田家

旧山崎家

旧水口家

旧高田家

旧竹森家

旧高桑家

相倉民俗館2号館

旧図書家（相倉屋）

相倉民俗館1号館

旧窪田家

旧山崎家

旧水口家

旧高田家

旧竹森家

図 2-6. 相倉集落の市有家屋
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（４）空き家の活用とマネジメント
　空き家の活用に際しては、建物や立地の特性を踏まえながら、行政と区長及び

相倉顕彰会・菅沼顕彰会・相倉保存財団・菅沼保存組合等で十分に協議を行い、

有効な方法を検討する。さらに、集落内の空き家に関する情報を一体的に把握し、

活用等のマネジメントを行う主体を位置づける。

（５）空き家の活用に際しての行政支援
　空き家の活用に際しては、保存修理等の基準に則って外観を維持しつつ、暮ら

しやすさ、利用のしやすさを向上させるため、行政においても内部の改修等に対

する適切な支援策を講じる。

（６）集落を支える人材の拡充
　空き家活用の担い手を集落外にも広げることで、建物の日常的な維持管理を担

う人材を拡充させるとともに、集落内の新たな就業環境を創出する。

（７）建物・土地等の売却等への対策
　史跡内に立地する建物・土地等の貸借・売却・寄贈等の行為に対しては、集落

の保全に大きな影響を及ぼすことから、住民憲章や協定等で必要な内容を定める

ことにより、集落住民による自主的な対策を講じることを基本とし、行政におい

ても必要な助言・協力を行う。

凡例 (1:3,000)
南砺市五箇山民俗館及び
塩硝の館条例

南砺市合掌造り等活用施設条例

合掌造り家屋

非合掌造り家屋

五箇山民俗館

旧野宇家（与八）

塩硝の館

史跡

伝統的建造物群保存地区

旧中井家

五箇山民俗館

旧野宇家（与八）

塩硝の館

旧中井家

50 100m0

N

図 2-7. 菅沼集落の市有家屋
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第 2章　集落の保全と維持継承

（８）住民の駐車スペースの適切な確保
　両集落では既に住民向けの共同駐車スペースが確保されているが、駐車台数に

限界があり、住民生活のネックとなっている。景観に配慮しつつ、冬期の利用も

踏まえた新たな駐車スペースの確保を検討する。

写真 2-9. 住宅利用も可能な市有家屋（相倉集落） 写真 2-10. 共同格納庫（菅沼集落）
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本章の考え方

　家屋等に用いられる伝統的な材料や技術は、資産の真正性を維持する上で不可

欠な要素であり、それらを取り巻く物的・社会的環境とともに保全する必要が

ある。特に茅は、合掌造りを象徴する屋根葺き材料であり、昭和 45年（1970）

の史跡指定当時から、集落、雪持林とともに保護対象となってきた。

　茅には、コガヤ（小茅＝カリヤス）とオガヤ（大茅＝ススキ）の二種類があり、

平・上平地域では前者が、利賀地域や白川地方では後者が多く使われてきた。各

戸では茅場（カヤバ）とよばれる茅の採集地を保有し、毎年良質の茅を得るため

に下草取りなどの手入れを行いながら、大切に維持管理されてきた。五箇山の茅

場は、通常は家ごとに各所に分散しているが、相倉集落・菅沼集落では比較的ま

とまった茅場が形成されており、史跡の範囲に含まれている。しかし戸数の減少

により、手入れの十分に行き届かない茅場が増え、現在のコガヤの自給率は、相

倉集落では８割弱、菅沼集落では５割弱である（表 3-1）。コガヤの茅場は、全

国でも五箇山以外ではごくわずかしか存在しないため、不足分は県外からオガヤ

を取り寄せて充当しているのが現状であり、資産の真正性を維持する上でも、茅

場の再生や新たな造成に取り組む必要がある【注 1】。

　また、かつてはユイ（結い）とよばれる互助活動によって葺き替え作業が行わ

れていたが、茅葺き家屋の減少や社会環境の変化により、昭和 40年代からは地

元の森林組合や建築業者が葺き替えを請け負うようになった。現在、相倉集落・

菅沼集落を含め、平・上平地域の茅葺きの建造物はすべて富山県西部森林組合が

葺き替えを請け負っている。茅葺きに関わる伝統的な技術を維持し、後継者を育

成するとともに、森林組合・専門家・行政・住民の間で、茅に関する知識や現状

を共有し、次世代に受け継いで行く必要がある【注２】。

　また茅だけでなく、伝統的建造物の修理等に用いられる適正な材料や技術を確

保するとともに、材料の供給源としての山林を保全することも重要である。

　本章では以上の観点から、方針と方策において「３. ２. １　茅場の維持、再生」、
「３. ２. ２　茅に関する情報共有と連携」、「３. ２. ３　材料、技術の維持継承」
を掲げている。

【注１】
これまでに、相倉集落にお
いては相倉保存財団が集落
付近の休耕地を利用して茅
場の造成を行っている他、
平成 22 年にはタカンボー
スキー場（上平）の一部に
も造成され、また平成 21
年からは、菅沼顕彰会を中
心に菅沼展望台向かいの国
道沿いの旧茅場を再生する
取り組みが行われている。

【注２】
五箇山では平成 22 年より
日本茅葺き文化協会によ
る茅刈り・茅葺きワーク
ショップが開催され、全国
の茅葺き団体や専門家と地
域住民・森林組合の間での
研修・交流活動が行われて
いる。

茅場と伝統技術の
維持継承
茅などの伝統的な材料・技術、それらを取り

巻く茅場や山林などの環境を維持継承し、世

界遺産としての真正性を担保します。
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第 3章　茅場と伝統技術の維持継承

３. １　現状と課題

３. １. １　茅場の維持・再生

・	両集落ともコガヤでの葺き替えを原則とし、不足分は県外からオガヤを取り寄

せて充当するので、本来コガヤであるべき合掌造り家屋等にもオガヤが使われ

ている。

・	相倉集落では、相倉顕彰会がすべてのコガヤを生産者から買い上げて葺き替え

業者に売却しているが、生産原価より業者への売却単価の方が安いため、その

差額が生産者と相倉顕彰会の負担となっている。

・	今後茅が増産されていくと、保管場所の不足が懸念される。

・	茅の増産のため、新たな茅場の造成が必要である。

３. １. ２　茅に関する情報共有と連携

・		茅場の維持・管理は所有者、相倉顕彰会・菅沼顕彰会・相倉保存財団・菅沼保

存組合・森林組合等が個別に行っており情報の共有が十分ではないことから、

茅の品質や１束の量が一定ではないなどの課題が発生している。

・	茅場の造成、維持管理及び茅場道の維持管理に際し、地域住民、行政、森林組

合等の連携が十分ではない。

３. １. ３　材料、技術の維持継承

・	伝統的な茅葺き技術を保存・伝承していくシステムが十分に構築されていない

ため、時代の経過にともなう伝統的な手法の変容が懸念される。

・	茅以外の材料についても、伝統的な材料に代えて金属製品等が使用される例が

散見される。

・	茅以外の木材料は、現在のところ周辺の天然林で採集可能であるが、天然林を

将来にわたって維持するシステムは構築されていない。

表 3-1. 五箇山における茅の自給率（文化・世界遺産課調べ）

＊茅の葺き替え周期１回 /15 年、茅使用量 22束 / １㎡として算出

区分 棟数 茅葺き面積 a
年間必要茅数 b
＝ a/15 × 22	*

自給茅数 c
( 平成 23年 )

自給率 d
＝ c/b × 100

棟 ㎡ 束 束 ％

相倉周辺 25	 5,212	 7,644	 6,000	 78.5	

菅沼周辺 14	 2,997	 4,396	 			2,038 46.4	

その他 55	 12,964	 19,014	 3,962	 20.8	

合計 94	 21,173	 31,054	 12,000	 38.6	



44

・	国・県指定の有形文化財では、古建築の専門家等による指導がなされるが、史

跡内の建造物の修理で古建築の専門家等による指導が不十分な場合がある。

３. ２　方針と方策

３. ２. １　茅場の維持、再生

（１）茅の自給率の向上
　五箇山で産出するコガヤの生産束数を、現在の 11,500 束から 15,500 束まで

計画的に増産し、世界遺産集落を含めた国・県・市指定文化財に用いられるコガ

ヤについては完全自給をめざす。

（２）茅の種類に応じた特性の評価と単価への反映
　現在の五箇山の茅葺きには、地元の茅場で産出されるコガヤと、県外産のオガ

ヤが使用されているが、両者は茅葺き材料としての特性や生産費に違いがあると

言われているものの、同じ単価で扱われている実情がある。両者の特性を適正に

評価し、単価に反映させるための仕組みを検討するとともに、五箇山におけるコ

ガヤの増産を推進する。

（３）茅の増産に伴う新たな保管場所の確保
　茅の増産状況に応じて、新たな保管場所を計画的に確保する。茅保管庫の整備

に際しては、遊休地や既存ストックの活用、景観への配慮など、地域にふさわし

い整備のあり方を検討する。

（４）茅場の造成候補地、再生可能な旧茅場に関する調査・検討
　今後の茅の増産に向け、新たな茅場の造成候補地や、再生可能な旧茅場につい

ての調査検討をすすめる。

３. ２. ２　茅に関する情報共有と連携

（１）住民、関係組織、行政の連携による茅場の維持管理
　現在、茅刈りを含めた茅場の維持管理に際しては、所有者・相倉顕彰会・菅沼

顕彰会・相倉保存財団・菅沼保存組合・森林組合等が、それぞれの茅場の状況に

応じた取り組みを行っているが、行政も含め、関係主体の適切な連携による維持

管理に努める。

（２）行政各課の連携による茅場の造成・維持管理への支援
　茅場の造成、維持管理、及び茅場道の維持管理に際しては、行政内の文化・世

界遺産課、林政課、農政課等の連携により、必要な人的・財政的支援策を講じる。
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写真 3-1. コガヤ（カリヤス）

図 3-1. 相倉集落の茅場 ( 国土地理院発行の２万５千分の１地形図の一部をもとに作成 )

写真 3-2. 乾燥させたコガヤ（カリヤス）の断面
茎の中が空洞となっているのがコガヤの特徴である。

伝統的建造物群保存地区

史跡 茅場(史跡)

凡例(1:10,000)

0 50 100 200 500mN

雪持林(史跡)雪持林
(伝建地区の環境物件)

上口地区茅場

倉の上地区茅場

仙道地区茅場

高坪地区茅場
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図 3-2. 菅沼集落の茅場 (国土地理院発行の２万５千分の１地形図の一部をもとに作成 )

写真 3-3. 茅の葺き替え作業 写真 3-4. 菅沼集落での茅場再生の取り組み

写真 3-5. 日本茅葺き文化協会
によるワークショップ

伝統的建造物群保存地区

史跡

茅場(史跡) 雪持林(史跡)

凡例(1:10,000)

0N 50 100 200 500m

松尾ノカヤバ

タノ上ノカヤバ大平ノカヤバ

横平ノカヤバ
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（３）茅に対する知識の普及と、支援者の確保
　茅場の維持管理、茅刈り、茅葺きについて、森林組合・専門家・地域住民・行

政の間で定期的な情報交換の場を設けることで、茅に関する知識や現状について

共有するとともに、外への情報発信やボランティアの受け入れ、体験・研修プロ

グラム等の交流活動を通じて、支援者を広げる。さらに茅場の維持管理に関わる

人材の定常的な確保に努める。

３. ２. ３　材料、技術の維持継承

（１）伝統的な茅葺き方法等の再確認と維持継承
　伝統的な茅刈り、茅葺き屋根の葺き替え及び補修方法を、地域住民と森林組合

の間で共有し、維持継承に努める。さらに、国内の茅葺きに関わる専門的な諸団

体との積極的な交流を進め、茅葺き技術保存の重要性を再確認するとともに、さ

らなる技術の向上を図る。

（２）伝統的な屋根葺き材料の使用の推奨
　屋根葺きに用いる茅以外の材料についても、伝統的な材料の使用を推奨する。

（３）伝統的な建築材料の供給源としての周辺山林の維持管理
　茅のみならず、合掌造り等の建造物に用いられる伝統的な建築材料は、周辺の

山林で確保されてきた。今後も地元産の材料を用いた修理等を推奨するとともに、

それらの供給源としての周辺山林の適切な維持管理を行う。

（４）躯体修理に際しての部材の交換
　合掌造り家屋の本質に関わる躯体などの大規模な修理に際しては、部材の交換

等を必要最小限にとどめる。
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