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本章の考え方

　農地・山林は、集落の歴史的形態を伝える重要な要素であると同時に、農山村

の営みの基盤である。本章では、集落（資産）内の農地と、資産及び緩衝地帯に

含まれる山林を対象とした方針・方策を掲げる。

　歴史的に五箇山は水田に乏しく、戦前までは主な耕地は桑畑であり、養蚕業は

合掌造り家屋を発達させる一因となった。相倉集落・菅沼集落で水田耕作が可能

になったのは、戦後に養蚕業が衰退するとともに、山からの導水が可能になって

からである【注 1】。農地の姿は時代に応じて変化してきたと言えるが、農地そのも

のは、歴史的な形態を残しながら集落の営みとともに存在し続け、米や野菜を住

民や来訪者に供給する重要な地域資源となっている。農地や水路・石垣が織りな

す集落の景観や、農地そのものの価値を再認識し、住民・行政・関連団体に外か

らの支援者も交えながら、農地を維持するための体制を整えていくことが求めら

れる【注 2】。

　また豪雪地帯に位置する五箇山には、雪崩を防ぐための「雪持林」と呼ばれる

樹林地が集落の背後に存在し、大切に守られてきた。史跡に含まれる相倉集落・

菅沼集落の雪持林は保安林に指定されるとともに、相倉集落の雪持林の一部は伝

建地区にも含まれ、環境物件として特定されている。ブナ・トチ・ミズナラなど

からなる雪持林は、森の豊かな自然環境を伝える貴重な空間でもある。また山林

は一般に、生物多様性の保全や土砂災害の防止、水源涵養等の多面的機能を有し

ているとされるが、五箇山においては、茅場の良好な環境を保つ上でも、適切な

維持管理が求められる。

　本章では以上の観点から、「４. ２. １　農地の保全・活用」、「４. ２. ２　山林・
樹木の保全」、において、それぞれの方針・方策を掲げている。

【注１】
水田耕作が本格的に開始さ
れるようになったのは、相
倉集落においては昭和 23
年に西方の谷川から、菅沼
においては昭和 20 年に対
岸からの導水路が整備され
てからである。

【注２】
相倉集落では、相倉保存財
団が管理する水田の一部を
利用して、平成 17 年から
棚田オーナー事業が行われ
ている。

農地・山林の保全

合掌造り集落を取り巻く農地や山林を、集落

の営みを支え、五箇山の歴史的環境を伝える

重要な要素として保全・継承します。
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菅沼集落の水田
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第４章　農地・山林の保全

４. １　現状と課題

４. １. １　農地の保全

・	人口の減少や高齢化にともない、田畑の耕作が困難になりつつある。

・	集落内の作付けされていない農地の増加は、農村景観として好ましくない。

・	相倉集落で生産される農産物のより有効な活用が期待されている。

・	石垣・水路・農道等の維持・管理に関する行政の支援体制が必ずしも十分とは

いえない。

・	農機具保管庫を集落内で設置することが容易でないため、保管場所の確保が難

しい。

４. １. ２　山林の保全

・	集落内の樹木・社叢などの樹林地は、集落景観の重要な構成要素であるが、保

全上の位置づけが必ずしも十分ではない。

・	世界遺産集落周辺の山林は、いわゆる雪持林としての機能維持、茅場の環境保

全や山村集落としての景観維持のため重要であり、引き続き保護に努めなけれ

ばならない。

・	周辺山林の保全に関し、行政、森林組合、集落住民等の連携が引き続き必要で

ある。

４. ２　方針と方策

４. ２. １　農地の保全・活用

（１）農地形状の維持
　史跡に含まれる農地の多くは、屋敷地とともに歴史的形状を伝える重要な空間

である。作物の変更や生産性・利便性の向上のための方策を講じる際も、農地や

畦道の形状については現状維持を原則とし、必要に応じて集落景観との調和に配

慮した復旧・整備等を行う。

（２）水田の維持・保全と活用
　集落内の水田については、既に相倉集落で実施されているオーナー制度を継続

しつつ、両集落とも住民・五箇山農業公社・相倉保存財団・菅沼保存組合・行政

が連携し、外からの支援者や農業体験等の受入れも視野に入れながら保全に努め

る。また水田としての維持が困難になった場合には、畑作物等の作付けを行うこ

とで農地として活用する。
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（３）作付けが困難な農地の維持管理
　現在作付が困難な農地や、今後困難となることが予想される農地については、

集落景観の維持のため、住民・農業公社・相倉保存財団・菅沼保存組合・行政が

連携し、草刈り等の実施により維持管理に努めながら、適切な利用方法を検討す

る。

（４）合掌造り集落の特色を活かした農業による農地保全
　旧来から実施されている、古茅を肥料として利用した畑作など、合掌造り集落

の特色を活かした五箇山らしい農業を積極的に実施するとともに、それらの農産

物を、民宿利用客をはじめとする来訪者に提供・アピールすることで、地産地消

と一体となった農地の保全活用を図る。

図 4-1. 相倉集落の農地と水路の配置（農地は 2011 年７月の状況）

水田

水田 ( 棚田オーナー )

畑

休耕地

池 水路

凡例(1:3,000)

伝統的建造物群保存地区

50 100m0N

史跡
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第４章　農地・山林の保全

（５）石垣・水路・道路等の維持管理
　農地景観の重要な構成要素であるとともに、農地を維持する上で欠くことので

きない石垣・水路・道路・畦道等についても、地域住民や関係団体等を中心とし

て維持管理を継続するとともに、行政各課が連携して維持管理のために必要な対

策を講じる。

（６）農機具保管庫の適切な整備
　集落内の農地保全をすすめる上で必要な農機具の保管庫については、既存建物

の活用や、駐車スペースとの一体化も想定しながら、景観と地域の実情に配慮し

た適切な整備を行う。

図 4-2. 菅沼集落の農地と水路の配置（農地は 2011 年７月の状況）

写真 4-2. 菅沼集落の水田写真 4-1. 相倉集落の棚田

凡例(1:3,000)

水田 畑

池 水路

伝統的建造物群保存地区

50 100m0N

かつての沼

史跡
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４. ２. ２　山林・樹木の保全

（１）集落内の樹木・樹林地の保全
　社叢や防風林など、集落内の樹木や樹林地は、先人の生活の知恵と集落の歴史

的景観を伝える重要な要素であることから、既存の樹木や植生をできる限り維持

し、環境物件としての位置づけ【注３】も活用しながら保全に努める。

（２）山林の多面的機能の保全
　資産や緩衝地帯に含まれる山林は、五箇山の景観を支える重要な構成要素であ

図 4-3. 相倉集落周辺の樹木と山林

【注３】
2.2.1（2）「 物 件 の 特 性 に
応じた現状変更等の基準の
設置」（p.32）を参照。

針葉樹 （スギ等）
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第４章　農地・山林の保全

ると同時に、伝統的な建築材料の供給源であり、さらに「雪持林」としての機能

を果たし、茅場の環境を保つ上でも重要な存在である。これらの多面的機能を踏

まえた適切な維持管理を行う。

（３）山林の保全・育成のための連携
　山林の保全に際しては、行政内の関係部署と森林組合などの関係団体の連携に

より、必要な対策を講じるとともに、集落住民や地域の活動団体等とも情報共有

を図り、地域での保全・育成に努める。

写真 4-3. 相倉集落の雪持林 写真 4-4. 菅沼集落の雪持林

図 4-4. 菅沼集落周辺の樹木と山林
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本章の考え方

　世界遺産に登録された地域は、その存在が国内外に広く認知されることから、

多くの観光客を集めることとなる。観光客の受け入れにより、多くの人々に世界

遺産の価値を伝えることができる反面、交通・騒音やゴミの問題など、地域に対

しては負の影響も与える場合がある。特に五箇山のような集落が観光の対象であ

る場合、住民の日常生活を阻害する事態も生じ得ることから、生活と観光は相反

するものとして捉えられることも多い。

　しかしながら、世界遺産の登録地における観光客の受け入れは必然であり、ま

た人口減少の進む地域においては、訪れる観光客の存在は、経済的にも精神的に

も地域に活気を与えるとともに、地域の魅力や世界遺産保護への関心を深めても

らうことで、集落の支援者にもなり得る。相倉集落・菅沼集落では、車で訪れる

観光客から、駐車時に「保存協力金」を徴収し、得られた資金を集落の保全に回

す仕組みがある【注１】。こうした仕組みは、外から訪れる人々を集落保全の支援者

に変える第一歩と言える。

　本章のタイトルにおいて、「観光客」でなく「来訪者」という表現を用いているが、

これは短期・長期、一時的・定期的を問わず、訪れる人々をより広い意味で捉え

ようという考え方に基づいている。これまでの「観光客」という表現が、滞在時

間の限られる大型バスによるツアー客のイメージを喚起するものであるとするな

らば、本章がめざすのは、合掌造り集落をはじめとする五箇山地域を深く知り、

人々の暮らしぶりに共感し、繰り返し訪れ、地域の人々との交流を楽しむような

観光の姿であり、そうした観光客＝来訪者を一人でも多く増やすことである。

　本章では以上の観点から、「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. ３　おもてなしと交流の促進」、「５. ２. ４　交通・
駐車場のマネジメント」の４点に関する方針と方策を掲げている。

【注１】
駐車場を利用する観光客か
ら徴収される保存協力金
は、相倉保存財団、菅沼保
存組合によってそれぞれ運
用され、家屋の修繕をはじ
めとする集落の保全・民俗
館等市有施設の管理・茅場
の維持管理・エレベーター
施設の管理（菅沼集落のみ）
などに使用されている。

来訪者の受け入れ

来訪者を受け入れることで、資産の価値を多

くの人々に伝え、世界遺産の保護と集落の営

みへの理解と共感を促します。R
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相倉集落を歩く観光客
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第５章　来訪者の受け入れ

５. １　現状と課題

５. １. １　観光客の動線

・	相倉集落の観光動線は、一軸往復型であり、集落の魅力を十分に伝えていると

はいえない。

・	菅沼集落の観光動線は、誘導表示の不足もあって展望台が活用されない場合が

見受けられる。

・	一部の観光客には住民のプライバシーへの配慮を欠いた行動がみられ、住民に

精神的な苦痛を与える場合がある。

・	両集落とも、分かりやすい統一した誘導サインが設置されていない。

・	広域からの世界遺産集落への誘導に際し、サインの表示内容や配置が必ずしも

適正とはいえない。

・	五箇山には合掌造り集落以外にも魅力的な観光スポットが多数点在している

が、これらを総体的に情報発信するシステムが十分に整備されていない。

５. １. ２　ガイド・展示

・	両集落とも、訪問者等に対する総合的なガイダンス機能が十分とはいえない。

・	資料館で五箇山の歴史・民俗等を紹介しているものの、世界遺産集落としての

価値、登録資産の範囲、保存や登録の経緯、集落の現況や見どころ等を紹介す

る施設や手法が不足している。

・	予約によりガイドの説明を受けることも可能であるが、常駐していないことも

あり、入り込み客全体からみれば利用率は低い。

５. １. ３　観光営業、おもてなし

・	既存の店舗や展示施設等には、観光客が気軽に休憩し、ゆっくりと佇める場所

が必ずしも十分に確保されていない。

・	両集落とも、観光営業に関する看板の設置や陳列方法などが不統一であり、と

もすれば集落の景観に好ましくない影響を与える場合が見受けられる。

５. １. ４　交通、駐車場

・	繁忙期には駐車場が不足し、国道の渋滞を引き起こしている。

・	駐車時に徴収する保存協力金の趣旨について、必ずしも入り込み客に十分理解

されているとはいえない。



56

・	関係者の車両は常時集落内道路への進入が可能であるが、観光客の多い時間帯

は歩行者があふれ、関係車両の通行や歩行者の安全性の確保の面で課題を抱え

ている。

５. ２　方針と方策

５. ２. １　観光客の適切な誘導

（１）相倉集落の散策ルート
　相倉集落の散策ルートは、すでに相倉保存財団によって設定されている、夫婦

ケヤキや眺望スポットをめぐるルートや、見座方面から城端へ至る旧道等の歴史

的資源を積極的に活かしながら、現在の市道の往復を中心としたルートから、相

倉集落の多様な表情に触れることのできる回遊型ルートへと転換させる。また第

二駐車場や林間の歩道の活用についても視野に入れる。

（２）菅沼集落の散策ルート
　菅沼集落の散策ルートは、集落内の神明宮や清水岩等の歴史的資源を活かすと

ともに、集落全体を俯瞰できる展望台や国道沿いの歩道等を活かした回遊型ルー

トを設定し、案内に努めていく。また隣接する合掌の里との適切な役割分担を行

いながら、魅力ある展示や案内プログラム等の連携を図ることで、一体的な回遊

ルートを確立する。

（３）生活空間への配慮
　集落内の散策ルートの設定に際しては、住民と十分な協議を行い、生活空間の

プライバシーに配慮するとともに、パンフレットや案内板への記載等により、観

光客の理解を促す。

（４）集落内の統一的なサインの設置
　両集落とも、観光客が回遊しやすく、かつ集落景観に配慮した統一的なサイン

を設置する。また近年は外国人観光客が増加しつつあることから、外国語表記の

サインについても検討を進める。

（５）広域からの誘導
　広域からの自動車アクセスによる世界遺産集落の誘導に際しては、南砺市サイ

ン計画（平成 24年度策定）に準拠し、誘導標識の適正化に努める。

（６）五箇山全体の連携による観光客の受け入れとマネジメント
　世界遺産集落の周辺にも、重要文化財を含む合掌造り家屋や社寺をはじめ、合

掌の里、和紙の里、桂湖やスキー場などの観光・体験施設が点在し、春祭りやこ

きりこ祭りなど、季節に応じたイベントも行われている。山村ならではの体験や
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第５章　来訪者の受け入れ

自然環境を享受できる空間は地域全体に広がっており、これらを総体として情報

発信しながら、行政と事業者・団体・集落等の連携により、五箇山全体で適切に

観光者を受け入れられるよう、マネジメントを行う。

図 5-1. 相倉集落の観光資源と散策動線
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図 5-2. 菅沼集落の観光資源と散策動線

写真 5-1. 相倉集落を歩く観光客 写真 5-2. 菅沼集落を歩く観光客
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第５章　来訪者の受け入れ

５. ２. ２　ガイド・展示の充実

（１）ガイダンス機能【注２】の充実
　集落内のガイダンス機能については、既存の施設や空き家等の積極的な活用と

設備の充実を図るとともに、不足する部分はパンフレットや案内看板、ガイドの

積極的活用、民俗館の展示の充実等により補っていく。

（２）集落全体の歴史や空間資源を伝える展示
　合掌造りだけでなく、集落内の歴史的家屋や社寺、雪持林、防風林、茅場や農

地など、集落全体の歴史的背景や空間構造を理解してもらえるような案内、展示

を導入する。

（３）観光客のマナー向上のための方策
　集落をめぐる観光客等に対し、住民の生活空間であることや、プライバシー保

護への理解を促すため、ガイダンス機能を有する施設、マップ、パンフレット等

を活用しながら、観光マナーの遵守を促す。

（４）ガイドの育成と活用
　生涯学習講座の実施等によりガイドの人材育成に努めるとともに、原則として

祝祭日は常駐、平日は予約制とするなど、より効果的な運用を目指す。また住民

が快く観光客を受け入れられるよう、ガイドと集落の間で十分な連携を図る。五

箇山を案内するバスガイドやタクシー運転手についても、手引き書の作成・配布

等により、ガイドの質の向上を図る。

（５）世界遺産に関する正確な情報発信
　行政と観光協会等の関係団体の連携により、五箇山を訪れる人々に対し、世界

遺産の登録範囲（資産）と緩衝地帯、白川郷荻町集落との関係など、世界遺産に

関する正確な情報発信に努める。

【注２】
世界遺産を訪れる人々に対
し、資産の概要、歴史・文
化、見学に際しての留意事
項等を案内する機能。

写真 5-3. 集落を案内するガイド
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５. ２. ３　おもてなしと交流の促進

（１）小さなおもてなしの空間づくり
　軒先や庭先、道端などには、五箇山の自然・風景に合った草花を植える等によ

り、小さなおもてなしの空間づくりを心がける。

（２）商業に関する自主的なルールづくり
　良好な集落景観を維持し、合掌造り集落の魅力をより高めるため、看板や陳列

方法、五箇山らしい商品・メニューの提供など、店舗・民宿の営業に関する自主

的なルールづくりを検討する。

（３）交流空間としての位置づけ
　集落内で営まれる店舗・民宿や展示施設は、住民が観光客をもてなす場である

と同時に、住民や地域の人々がともに利用できるようにすることで、豊かな交流

を育む空間となる。このような「交流空間」としての視点に立ち、誰もが気軽に

たたずむことができるような内部の設えや空間づくりを工夫する。

５. ２. ４　交通・駐車場のマネジメント

（１）駐車場の適切なマネジメント
　観光客用の駐車場の不足は国道の渋滞の要因となっているが、一方で集落内の

滞在観光客数を適切な状態に保ち、過度の混雑を招かないという利点もあるため、

当面は現状の駐車スペースを維持する。一方で、駐車状況に関する情報提供や、

補完関係にある既存の駐車場との一体的運用により、適切な駐車場マネジメント

を行う。

写真 5-4. 相倉保存財団により集落内に
植えられたコスモス

写真 5-5. 菅沼集落に設えられた花畑



61

第５章　来訪者の受け入れ

（２）保存協力金への理解の促進
　駐車時に徴収する保存協力金の趣旨について、パンフレット等を活用し、利用

客への理解を促す。

（３）集落内道路の利用
　集落内を散策する観光客に対し、住民の生活道路である旨を充分に周知すると

ともに、関係車両が走行する際には、歩行者の安全のため細心の注意を払うよう

意識喚起に努める。また多客時については回遊動線を工夫する等、集落と行政、

関係組織の連携により、景観に配慮しつつ、生活と観光が共存するための集落内

道路のあり方をさまざまな角度から検討する。

写真 5-6. 相倉集落の駐車場
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本章の考え方

　世界遺産を取り巻く良好な環境を維持するため、資産の周辺には「緩衝地帯

（バッファゾーン）」と呼ばれる一定の区域を設け、自然環境や景観保全のための

一定の規制を敷くことが通例となっている。五箇山においては、資産としての伝

建地区はほぼ史跡に包含されるとともに、史跡の周囲には五箇山県立自然公園

（昭和 48年（1973），富山県）、さらにその外側の平・上平地域は「自然環境及

び文化的景観の保全に関する条例」（平成６年（1994），平村・上平村→南砺市）

に基づく保全区域となっており、これらが緩衝地帯Ⅰ種、Ⅱ種を構成している（表

6-1、図 6-1）。

　緩衝地帯は、単に景観保全のための一定の規制をかけるだけでなく、区域内に

は、重要文化財に指定された合掌造り家屋をはじめとする歴史的建築物のほか、

世界遺産を取り巻く五箇山地域を理解する上で重要な数多くの建造物や景観資源

が散在しており、これらを一体的に保存（保全）・活用することで、緩衝地帯そ

のものの価値を高めることにもつながる。

緩衝地帯における
景観保全
緩衝地帯の景観を良好に保持することで、世

界遺産と一体となった地域全体の価値を高め

ます。
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表 6-1. 五箇山における緩衝地帯の区分

［相倉集落］
・	資産（登録遺産）：相倉重要伝統的建造物群保存地区

・	緩衝地帯Ⅰ種：国指定史跡越中五箇山相倉集落（伝建地区を除く）及び五箇山県

立自然公園（特別地域第２種、第３種及び普通地域。富山県立自然公園条例による）

・	緩衝地帯Ⅱ種：「自然環境及び文化的景観の保全に関する条例」（平村→南砺市）

において位置づけられた旧平村の全域

［菅沼集落］
・	資産（登録遺産）：菅沼重要伝統的建造物群保存地区

・	緩衝地帯Ⅰ種：国指定史跡越中五箇山菅沼集落（伝建地区を除く）及び五箇山県

立自然公園（特別地域第２種、第３種及び普通地域。富山県自然公園条例による）

・	緩衝地帯Ⅱ種：「自然環境及び文化的景観の保全に関する条例」（上平村→南砺市）

において位置づけられた旧上平村の全域。白山国立公園の一部（特別地域第２種、

第３種及び特別保護地区）を含む。
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第 6章　緩衝地帯における景観保全

　緩衝地帯に含まれる山林の保全については第 4章に掲げているが【注１】、本

章ではそれ以外の景観保全に関して、「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」に分けて、それぞれの方針・
方策を掲げている。

6. １　現状と課題

６. １. １　緩衝地帯の保全

・	緩衝地帯Ⅰ種のうち、富山県の「富山県立自然公園条例」に基づく五箇山県立

自然公園の保全措置についても、県に内規があるものの、場所に応じたより細

図 6-1. 五箇山の世界遺産を取り巻く緩衝地帯

【注１】
4.2.2（２）「山林の多面的
機能の保全」及び 4.2.2（３）

「山林の保全・育成のため
の連携」（p.52 ～ 53）を参
照。

資産（世界遺産の登録区域）
： 伝統的建造物群保存地区

緩衝地帯Ⅰ種
： 国指定史跡
緩衝地帯Ⅰ種
： 五箇山県立自然公園
（富山県立自然公園条例による）

緩衝地帯Ⅱ種（白川村）
： 白川村景観条例による景観計画区域

緩衝地帯Ⅱ種
： 自然環境及び文化的景観の保全
　に関する条例による保全区域

凡例(1:150,000)

0N 1000 2000 3000m

平地域

相倉集落

菅沼集落

上平地域

利賀地域

城端地域

　福光地域

白川村
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やかな施策を講じる必要がある。特に世界遺産の登録範囲（伝建地区）に接す

る区域（望見できる範囲等）については、より踏み込んだ景観保全の方針を策

定する必要性がある。

・	緩衝地帯Ⅱ種の保全に関して、平成６年 (1994) に平村・上平村において制定

された「自然環境及び文化的景観の保全に関する条例」は、合併後は南砺市の

条例（暫定条例）として引き継がれているが、それらに基づく保全施策が必ず

しも十分に進められているとはいえない。

６. １. ２　緩衝地帯の景観資源

・	指定文化財以外の合掌造り家屋等に対しても、具体的な保全措置を検討する必

要がある。

・	緩衝地帯に存在する景観資源を体系的に把握し、保全策を検討する必要がある。

６. ２　方針と方策

６. ２. １　緩衝地帯の計画的保全

（１）緩衝地帯Ⅰ種における景観保全
　史跡内における現状変更行為は文化財保護法のもとで厳密に制限されるととも

に、それを取り囲む五箇山県立自然公園には、富山県立自然公園条例に基づく特

別地域（第２種、第３種）が指定され、開発行為等には知事の許可が必要となっ

ている。今後も、合掌造り集落と一体となった歴史的風致として保全するととも

に、史跡もしくは伝建地区に隣接する一定の区域（集落内の要所から望見できる

範囲など）には、保全措置を詳細化するなどさらに効果的な保全を行うことも検

討する。

（２）緩衝地帯Ⅱ種における景観保全
　緩衝地帯Ⅱ種の区域（旧平村・上平村の全域）の保全を担保する平村・上平村

の「自然環境及び文化的景観の保全に関する条例」を、南砺市条例に移行・改訂

するとともに住民の合意を得ながら具体的な保全計画を定め、必要に応じて緩衝

地帯Ⅰ種に準じた重点的な保全を行う区域を特定する。

　また、緩衝地帯での一定の開発行為等に対しては、後述する「五箇山景観審議

会（仮称）」【注 2】を活用した景観保全の仕組みを整える。

（３）景観法に基づく景観計画【注３】への移行
　緩衝地帯Ⅱ種の保全は、当面は市の自主条例に基づく保全計画のもとで実施さ

れるが、将来、市が景観法に基づく景観行政団体となった際には、同法に基づく

景観条例・景観計画に移行し、緩衝地帯の景観施策をより充実させる。

【注３】
景観法は、都市部から農山
漁村・自然公園に至る国土
全般の良好な景観形成を促
すため、平成 16 年に施行
された景観に関する基本法
である。景観行政を担う地
方公共団体（景観行政団体）
は、同法に基づく景観条例
を施行し、景観計画を策定
することで、地域の特性に
応じた積極的な景観施策を
講じることができる。都道
府県、政令市、中核市は自
動的に景観行政団体とな
り、その他の市町村も、都
道府県知事との協議・同意
を経て景観行政団体になる
ことができる。平成 24 年
6 月現在、全国で 557 の地
方公共団体、富山県では富
山市、高岡市、砺波市が景
観行政団体となっている。

【注２】
8.2.2（2）「 五 箇 山 景 観 審
議会（仮称）の設置」（p.72）
を参照。
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第 6章　緩衝地帯における景観保全

６. ２. ２　緩衝地帯の資源把握と保全施策の実施

（１）指定文化財以外の合掌造り家屋の保全
　現在、国指定の史跡、重要文化財及び県・市の指定文化財となっているもの以

外の合掌造り家屋等についても調査を進め、積極的な保全を進める。なお、緩衝

地帯外ではあるが、五箇山東部に位置する利賀地域についても、同じ合掌造り文

化を育んできた歴史的経緯を踏まえ、緩衝地帯に準じた保全措置を講じる。

（２）多様な景観資源の把握と保全施策の実施
　史跡・伝建地区以外の、歴史的遺構を伝える集落、棚田や段々畑、茅場、樹木

など、文化財としていは位置づけられていないものの、五箇山の特徴を伝える価

値ある地域資源である。これらについても、景観保全の観点から資源調査を進め、

住民・市民の間で価値を共有するとともに、必要に応じて文化財や地域遺産とし

ての位置づけを検討する。

　緩衝地帯内の作付けされていない田畑やかつての茅場については、積極的な景

観形成を図るための再生・活用も検討する。

写真 6-1. 上梨地区の合掌造り家屋（五箇山総合案内所）

写真 6-2. 楮集落（上平地域）での石積み復旧の取り組み



66

本章の考え方

　五箇山の合掌造り集落を地域で支えるためには、文化財としての世界遺産の保

護施策にとどまらない、五箇山全体での多様な取り組みが不可欠である。

　合掌造り集落の価値と、その保全に対する意識は、五箇山地域から南砺市全体

へと広げ、市民の誇りとして共有すべきものであり、特に、次の時代を担う子ど

もたちに伝えていくことが重要である【注１】。また五箇山では、合掌造り家屋を生

んだ山間の豪雪地帯の中で培われてきた、こきりこや麦屋節などの郷土芸能、春

祭りや報恩講をはじめ、地域の伝統文化が大切に受け継がれてきた。世界遺産の

存在を核としながら、こうした生活文化の総体としての地域の価値を高めて行く

必要がある。

　一方で、五箇山地域は深刻な過疎化の問題を抱えている。世界遺産登録の年（平

成７年）と現在（平成 24年）を比べると、相倉集落の人口は約６割、菅沼集落

の人口は約７割にまで減少し、一方で平地域、上平地域ともに約７割に陥ってい

る（表 7-1、表 7-2）。相倉・菅沼の合掌造り集落は、生活空間である集落が世

界遺産として登録された、日本でも数少ない例である。世界遺産となった集落の

営みは、それを取り巻く五箇山全体の生活・文化・活力が保たれることで、一体

的に維持されるものである。そのためには、世界遺産として評価された五箇山の

価値を、地域の人々が再認識し、またその魅力や知名度を活かしながら、五箇山

の暮らしそのものの質を高めていくことが重要であり、地域資源を活かした産業・

雇用の創出、定住者の確保、交通施策など、総合的な「地域づくり」に取り組ん

でいく必要がある。

　以上の観点により、本章の方針と方策においては、「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」を掲げている。

【注１】
現在、夏休みを利用して平・
上平地域の小学６年生が沖
縄などの世界遺産登録地を
訪問し、現地の人と交流す
る教育プログラムが組まれ
ている。

五箇山全体での
取り組み
世界遺産を支える生活・文化を地域が一体と

なって守り、質を高めながら、住み手が誇れ

る地域づくりに取り組みます。
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白山宮でのこきりこの奉納

表 7-1. 相倉集落・菅沼集落における人口減少 表 7-2. 平・上平地域における人口減少

平成７年 (1995) 平成 24年 (2012) ４月

相倉 88人・25戸 54人・17戸

菅沼 39人・８戸 27人・５戸

平成７年 (1995) 平成 24年 (2012) ４月

平 1,620 人 1,068 人

上平 1,016 人 740 人
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第 7章　五箇山全体での取り組み

７. １　現状と課題

７. １. １　文化の継承、価値の普及教育

・	平・上平の小学校統合後の、子どもたちへの教育プログラムのあり方（現在の

相倉保存財団の研修プログラムのあり方など含め）を検討する必要がある。

・	世界遺産を取り巻く五箇山の豊かな歴史と文化、自然環境に関する調査・記録

がさまざまな形で蓄積されているが、それらを一体的に集約し、発信する方法

や場がない。

・	五箇山全体、さらには南砺市民の間で、世界遺産の積極的な保存と活用に向け

た意識醸成が十分に図られているとはいえない現状がある。

７. １. ２　世界遺産を取り巻く地域の現状

・	相倉集落、菅沼集落さらには五箇山全体で人口減少が進んでおり、これらを取

り巻く雇用の受け皿の減少、地域力の低下という切実な現状がある。

・	世界遺産の保護に携わる個人・団体は、五箇山の中でも限られており、人材を

充実させる必要があるとともに、地域の中で世界遺産との直接的な関わり意識

を育む必要がある。

・	合掌造り集落の成立の原点にある、五箇山に根ざした地域資源を活かした「も

のづくり」との関係が失われている。

・	五箇山には多様な観光資源が存在するものの、訪れる観光客は、世界遺産集落

に集中する傾向があり、それぞれの観光資源の間での連携体制も十分に確保さ

れていない。

・	五箇山内の各所を結ぶとともに、周辺地域にアクセスする公共交通機関（路線

バス等の二次交通）が十分に確保されていない。

７. ２　方針と方策

７. ２. １　伝統文化の継承、価値の普及教育

（１）世界遺産の保護意識の醸成
　相倉・菅沼の両集落では保存顕彰会が組織され、住民の連帯による史跡保存の

取り組みが行われてきた。本マスタープランの策定を契機として、集落内におい

ては相倉顕彰会・菅沼顕彰会が中心となり、さらなる意識醸成を図るとともに、

相倉集落・菅沼集落の間での定期的な情報共有の場を設ける。行政においても、

世界遺産や文化財の保護、それらを取り巻く環境の保全に関する知識や技術への

理解をより深めてもらうための支援を行う。　
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　また五箇山全体でも、世界遺産への理解を深め、景観保全に対する意識を醸成

するための取り組みを行うとともに、集落と関係団体間での情報交換の場を設け、

相互連携による五箇山全体での地域づくりの動きへとつなげていく。

　さらに世界遺産としての合掌造り集落は、五箇山のみならず、南砺市全体の誇

りと活力の向上につながるものとして再認識し、市民全体での保存と活用に向け

た意識の醸成を図る。

（２）合掌造り集落や世界遺産の価値を伝える教育プログラム
　五箇山の合掌造り集落の特色と価値を子どもたちに伝える教育プログラムを市

内の小・中学校において展開するとともに、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、子どもたちの体験学習・交流の機会を設け、

世界遺産の将来の担い手を育成する。

　また市民全体に対しても、五箇山の世界遺産に関わる取り組み・情報を定期的

に発信する等により、価値認識の向上を図る。

（３）次世代への伝統文化の継承
　五箇山には、麦屋節やこきりこに代表される数々の民謡や、獅子舞などの伝統

芸能、報恩講などの伝統行事など、独自の風土に培われた伝統文化が保存、継承

されている。また越中五箇山麦屋節保存会、越中五箇山こきりこ唄保存会、越中

五箇山民謡保存会、小谷麦屋節保存会、さらに全国大会でも実績を重ねる南砺平

高校郷土芸能部などにより、次世代へ受け継ぐ取り組みが活発に続けられている。

今後もこれらの活動の継続を支援しながら、市内の小・中学生を対象とした体験・

教育、市内外での交流事業などの取り組みを通じて、伝統文化の担い手を育て、

将来へ守り受け継いでいく。

（４）地域資源の記録調査の一体的な蓄積
　五箇山の生活文化や自然環境、集落空間については、これまでもさまざまな調

査が行われ、五箇山自然文化研究会の取り組みや、郷土資料に関する高田文庫な

どの豊富な蓄積がある。これらを基礎としながら、今後も行政や学校、各団体、

専門家等の連携により調査・記録を継続するとともに、それらの情報を集約し、

地域内外へ発信するための一体的な地域資源アーカイブを構築する。

写真 7-1. 相倉財団による小学生の研修プログラム 写真 7-2. 越中五箇山麦屋節保存会の公演
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第 7章　五箇山全体での取り組み

７. ２. ２　世界遺産を支える「地域力」の確保

（１）世界遺産の保護・情報発信・観光客の受け入れに関わる雇用の創出
　合掌造り集落の保全を進めながら、世界遺産を取り巻く五箇山全体の価値や魅

力を発掘・発信し、観光客を受け入れるためには、それらに関わる一定の人材が

必要となる。現在、相倉保存財団・菅沼保存組合・五箇山観光協会・五箇山合掌

いろりの会・五箇山自然文化研究会等が一定の役割を担っているが、それらの取

り組みをベースとしながら、人材と活動内容をより充実させ、かつ集落内外の雇

用が促進されるような組織の体制・仕組みのあり方を検討する。

（２）公共交通の拡充による移動性（モビリティ）の向上
　北陸新幹線開業後の交通体系を視野に入れながら、二つの世界遺産集落をはじ

め、五箇山地域に散在する観光資源を結ぶとともに、城端、井波や白川郷方面と

のアクセスを確保し、鉄道や高速バスに結節する公共交通（バス等）を拡充する。

観光客のみならず、地域住民の通学・通院や買い物など日常生活のニーズにも対

応した交通システムとするため、デマンドバス【注２】としての運行も視野に入れる。

（３）地域資源に根ざした「ものづくり」の再構築
　五箇山ではかつて、土地の気候風土に寄り添いながら、塩硝生産、養蚕、紙す

きが営まれ、これらの生業と合掌造り家屋は、表裏一体のものとして維持されて

いた。現在も、合掌造り集落のみならず、民謡や五箇山和紙などの伝統文化が継

承され、赤かぶなどの農産品や山菜類、五箇山豆腐などの食文化、地場産の茅（コ

ガヤ）、それを取り巻く豊かな自然環境が存在する。合掌造り集落の原点にある「も

のづくり」との関わりをあらためて捉え直すとともに、世界遺産地域としての知

名度と、多様な地域資源を活かしながら、これからの循環型社会にふさわしい環

境配慮型産業の育成を図り、雇用の創出につなげる。

（４）五箇山全体での定住の促進
　世界遺産としての合掌造り集落は、そ

こに住民が住み続けながら維持されてい

ることに大きな意義がある。またそれら

を取り巻く五箇山全体を生活環境として

受け継ぐことが、世界遺産の担い手を育

てることにつながる。雇用の創出ととも

に、既存の空き家・古民家等を活用した

魅力ある住まいを確保し、定住者の受け

入れを促進することで、世界遺産を支え

る地域力を向上させる。将来的には、五

箇山らしいライフスタイルを世界に向け

て発信できるような地域をめざす。

写真 7-3. 五箇山を走る加越能バス

写真 7-4. 五箇山和紙の紙すき体験

【注２】
利用者の要望に応じて運行
される形態のバス。南砺市
営バスによる平・上平地域
の一部路線でも事前申し込
みによるデマンド運行が実
施されている。
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本章の考え方

　本マスタープランに掲げた方針・方策は、地域において広く共有するとともに、

今後の具体的なアクションへとつなげていくことで、はじめて意味をもつもので

ある。

　今後は、２章～７章に掲げた内容を実現するための、具体的な計画・施策・取

り組みとともに、それらを総合的に実現するための連携体制が求められる。本マ

スタープランの策定に際して設置した、合掌造り集落の未来を考える会、相倉集

落・菅沼集落の住民会議をはじめとする地域での集まり、市の庁内ワーキンググ

ループなどの組織を基盤としながら、関係主体の連携と役割分担による継続的な

体制を整えることが重要である。またマスタープランに掲げた施策を継続するた

めの仕組みや、相倉集落・菅沼集落と白川村荻町集落との住民同士の交流【注１】

をはじめ、南砺市と白川村の行政・民間団体の連携や情報共有も不可欠である。

　以上の観点から、終章となる本章の方針・方策においては、「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」について掲げている。

８. １　現状と課題

８. １. １　行政における体制

・	南砺市では従来、世界遺産をめぐる総合的課題や取り組みに応じるため、定期

的に部局・課を超えて集まる場や枠組みが確保されていない。

・	南砺市の発足以降、庁内各部局が、井波、城端、福野、福光など複数の旧自治

体庁舎に分散して置かれ、住民にとって合併前より遠い存在になったと感じら

れている。

・	世界遺産の保全・活用に関する諸業務に携わる専属の部局が設置されておらず、

人材も十分に確保されていない。

【注１】
相倉集落・菅沼集落と白川
村荻町集落の間では、平成
７年の世界遺産登録を機に

「三村交流会」が開催され
るようになり、住民同士の
交流が行われている。

マスタープランを
進める体制
マスタープランに掲げたさまざまな方針・方

策を、具体的かつ体系的に進めていくための

体制を整えます。
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五箇山合同住民会議の様子



71

第８章　マスタープランを進める体制

・	世界遺産の保全に関して、文化庁や富山県等と定期的に情報交換する機会が十

分に確保されていない。

・	世界遺産の保全活用に関する行政各課の役割分担が必ずしも明確ではない。

８. １. ２ 地域における体制

・	世界遺産の保全に関わる諸課題について、相倉と菅沼の両集落や、行政各課、

関連諸団体の間で情報を交換・共有する場が確保されていない。

・	五箇山全体、さらに南砺市民の間で、世界遺産を守り、積極的に活かし、地域

の宝として後世に受け継ぐ意識が十分に醸成されているとは言い難い状況があ

る。

・	一体的な世界遺産を構成する白川村との定期的な情報交換や人的交流を、官民

ともに活発化させる必要がある。

８. ２　方針と方策

８. ２. １　行政における体制

（１）庁内の関係部局による定期的な連絡会議の実施
　本マスタープラン実現に向けて、策定後も定期的な連絡会議等を開催し、南砺

市庁内の関係部局の連携・協力体制を維持継続する。

（２）世界遺産の保護に関わる行政スタッフと体制の充実
　世界遺産の保護に関わる行政スタッフの充実を図るとともに、組織体制のあり

方についても検討を行う。

（３）文化・世界遺産課の役割
　本マスタープランに掲げた事項のうち、集落の保全に関わる事項、緩衝地帯の

景観保全に関わる事項（景観計画の策定を除く）、文化の継承・価値の普及・教

育に関する事項は、文化・世界遺産課が中心となって推進する。世界遺産の保全

に関わる諸業務のほか、特に以下の事項についての取り組みを強化する。

①	専門スタッフの充実

②	世界遺産保護に関わる事項の総合窓口としての機能

③	関連各課や地域団体との連携

④	世界遺産保護に関わる諸課題の整理と、史跡保存管理計画の改訂に向けた準備

⑤	過去の史跡保存管理に関する資料の整理・保管

⑥	文化庁・県に対し、地域の実情への理解を促しながら、課題への迅速な対応

が行えるような連携体制の強化
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（４）その他の部局の役割
　文化・世界遺産課以外の南砺市各部局においては、本マスタープランに掲げた

もののうち、主として以下の内容に関する施策を実施・推進する。

　なお茅場に関する施策については、文化・世界遺産課と農政課・林政課等が適

宜連携しながら進めていく【注 2】。

・	企画情報課　　		

・	土木課　　　　		

・	農政課　　　　		

・	林政課　　　　		

・	観光課　　　　	

・	平行政センター		

・	上平行政センター		

・	上記以外の部局　

８. ２. ２　地域における体制

（１）相倉集落・菅沼集落に関わる組織の役割分担と連携
　既存の相倉顕彰会・菅沼顕彰会・相倉保存財団・菅沼保存組合の役割・活動内

容と連携のあり方を再検討し、両集落の積極的な連携が図れるようなより強固な

体制づくりに努める。

（２）五箇山景観審議会（仮称）の設置
　世界遺産の保護を円滑かつ開かれた形で進めるため、史跡内の現状変更行為や、

緩衝地帯内での開発行為等、世界遺産集落と五箇山地域の景観保全に関わる重要

事項について審議する「五箇山景観審議会（仮称）」を設ける【注 3】。同審議会は

住民代表、関係団体、学識経験者等によって構成され、市・県及び文化庁に対し

て参考意見を提示する。

写真 8-1. 庁内ワーキンググループ会議 写真 8-2. 合掌造り集落の未来を考える会

：空家対策、定住対策

：	相倉集落・菅沼集落内及びアクセス道路の維持（除雪作業を含む）

：農地の保全・農地の有効利用

：相倉集落・菅沼集落周辺及び緩衝地帯内の山林の保全

：世界遺産集落を含む五箇山全般の観光施策

：相倉集落及び平地域における各課の事業の支援

：	菅沼集落及び上平地域における各課の事業の支援

：相倉・菅沼集落及び平・上平地域における関連施策

【注２】
３．２．２（２）「行政各課
の連携による茅場の造成・
維持管理への支援」（p.44）
参照。

【注３】
2.2.2（2）「 設 計 相 談・ 事
前協議の実施と審議会の設
置」（p.35）及び 6.2.1（2）「緩
衝地帯Ⅱ種における景観保
全」（p.64）参照。
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第８章　マスタープランを進める体制

（３）五箇山地域会議（仮称）の設置
　既存の自治振興会を母体としながら、行政と五箇山地域に関わる主要団体等の

参加により、世界遺産の保全・活用とともに、五箇山の地域づくり全般に関わる

案件について、定期的に共有・協議する場として、「五箇山地域会議（仮称）」の

設置を検討する。

（４）外からの支援者の拡充
　世界遺産集落では、保存協力金や棚田オーナーなど、これまでも外からの支援

者を得ながら、集落や農地・茅場の維持が図られてきた。こうした仕組みを発展

させるとともに、五箇山の世界遺産を外から支える個人・団体を「世界遺産サポー

ター」として位置づけ、インターネットを活用して一元的な情報発信を行う等に

より、世界遺産の支援体制の充実を図る。

（５）白川村との連携
　五箇山と白川郷は一体の世界遺産を構成する地域であり、その保存と活用に関

わる現状把握、取り組み等について、富山県・岐阜県・南砺市・白川村の間で密

接な情報共有・連携を行う。さらに民間レベルでの既存の交流活動【注 4】をベー

スとして、地域住民の間での連携・交流を推進する。

８. ２. ３　マスタープランの方針の具体化と検証

（１）各分野の方針の具体化
　本マスタープランに掲げた方針を具体化するため、分野ごとに必要な方策を計

画的に実施する。

（２）資金の確保
　本マスタープランに関わる方策の実施に際しては、行政において地域の実情に

応じた適切な予算措置を行うとともに、世界遺産基金の設置や、保存協力金の拡

【注４】
白川村との民間の交流は、
三村交流会の他、「世界遺
産合掌街道実行委員会」も
組織され、地域間連携によ
る取り組みが行われてい
る。

写真 8-3. マスタープラ
ン策定に際して開催した
若手座談会
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充など、観光客や地域内外の支援者の理解を得ながら、資金協力が得られるよう

な仕組みを検討する。

（３）マスタープランの定期的な見直し
　本マスタープランの内容は、集落・地域を取り巻く状況の変化に応じて、定期

的に見直しを行う。

（４）白川村世界遺産マスタープランとの連携
　白川郷（荻町集落）と五箇山（相倉集落・菅沼集落）は、シリーズで取り上げ

られた世界遺産であることから、連携して保存を図ることが望ましい。しかし、

実際には保存の仕組みや抱える問題点が大きく異なるため、世界遺産マスタープ

ラン策定に際しては、白川村と南砺市がそれぞれ独自に作業を行うこととし、白

川村はすでに平成 22年 (2010)12 月に策定を終えている。一方で、南砺市と白

川村の世界遺産マスタープランに掲げた方針・方策の中には共通するものも多く

含まれており、マスタープランの内容の具体化に際しては、行政・住民・関係機

関の間で連携をとりながら進めていく。
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