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　南砺市では、平成 22 年 7 月に相倉集落・菅沼集落の代表者と地域の関係団体、行政、学識経験者等からなる

「合掌造り集落の未来を考える会」（会長：西村幸夫　以下、考える会）を立ち上げ、同会を母体として策定を開

始しました。また「考える会」の作業チームとして、教育委員会文化課（現在の文化・世界遺産課）を中心に、

庁内の関連部局からなる「庁内ワーキンググループ」を発足させました。

　平成 23 年からは東京大学西村研究室のメンバーによる「五箇山プロジェクトチーム」の協力を得ながら作業

体制を整えるとともに、同年 7 月からは、相倉集落・菅沼集落でそれぞれ住民会議を開始しました。全 8 回の

会議うち、前半はテーマ毎に現状・課題に関する意見交換等を行い、平成 24 年 2 月以降の後半は、前半の議論

を経て作成されたマスタープラン素案をもとに議論を行いました。また平成 23 年７月には、平・上平地域の若

手の代表者を集めた若手座談会、同年９月には、住民会議の中間報告を兼ねた公開の「五箇山合同住民会議」を

開催しました。

　これらの内容は「考える会」で報告し、富山県、文化庁からも助言を得ながら最終案をとりまとめ、平成 24

年 9 月の市議会での報告、パブリックコメントを経て策定しました。

●南砺市五箇山世界遺産マスタープランの策定体制

 附属資料１ 策定の経過

合掌造り集落の未来を考える会

庁内ワーキング・グループ
東大・五箇山PJチーム

住民会議など
・専門家（学識）・南砺市各課・集落住民代表・関係主体

・文化・世界遺産課（教育委員会）
・観光課・農政課・企画情報課など

策定プロセス・内容（案）への助言・答申

MPに関わる調査／原案の作成支援

南砺市長 南砺市議会

ヴィジョンの共有・意思表示

庁内調整・原案検討
協力

実施支援 意見・思い・意思の伝達助言原案の提示

諮問答申

共有
・地域住民を中心に議論

【実働チーム】

▲相倉集落の住民会議 ▲菅沼集落の住民会議
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【附属資料】

●南砺市五箇山世界遺産マスタープラン策定に関する委員名簿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

役　職　等 氏　　名 備　　　　考
東京大学副学長 　西村　幸夫 会　長
金沢大学講師 　小林　史彦 副会長
株式会社　玄　代表取締役 　政所　利子
南砺市観光協会長 　川合　声一
富山県生涯学習・文化財室主幹 　松島　吉信
富山県地域振興課主幹 　桐木　均
相倉区長 　図書　健裕
相倉史跡保存顕彰会長 　山崎　博司 平成 24 年 3 月 9 日～
菅沼世界遺産保存組合長 　北　博通
越中五箇山菅沼集落保存顕彰会長 　中島　慎一 平成 24 年 3 月 9 日～
平地域自治振興会長 　丘村　哲夫
上平地域自治振興会長 　藤井　貢
南砺市教育長 　浅田　茂
有限会社五箇山タクシー 　村上　幸子
南砺市観光協会五箇山支部事務局 　山崎　友紀恵
南砺市市長政策室次長 　長澤　孝司
南砺市観光課長 　大西　毅彦 平成 22 年度
南砺市観光課長 　米田　聡 平成 23 年度～
文化庁記念物課世界文化遺産室長 　小林　万里子 オブザーバー ( 代理：西 和彦  世界文化遺産室調査官 )

役　職　等 氏　　名 備　　　　考
和歌山大学講師 　永瀬　節治 検討アドバイザー
南砺市文化・世界遺産課長 　浦辻　一成 事務局長
南砺市文化・世界遺産課主幹 　山森　伸正
南砺市文化課主幹 　野村　和善 平成 22 年度
南砺市文化・世界遺産課係長 　山田　修弘 平成 23 年度～
南砺市文化・世界遺産課主任 　山本　悦司
南砺市文化課主任 　谷中　正樹 ～平成 23 年度
南砺市文化・世界遺産課主任 　宮崎　順一郎 平成 24 年度～
南砺市文化・世界遺産課主任 　井並　幹隆 平成 24 年度～
南砺市文化・世界遺産課主任 ( 併任 ) 　山下　真人 平成 24 年度～
南砺市文化・世界遺産課主任 ( 併任 ) 　下田　友康 平成 24 年度～
南砺市文化・世界遺産課嘱託 　内記　志朗 平成 23 年 12 月 2 日～
南砺市観光課課長補佐 　此尾　治和
南砺市総務課主査 　長岡　芳典
南砺市井波文化センター主任 　金子　有希
南砺市平行政センター次長 　荒井　聡
南砺市上平行政センター主査 　横井　勇昭 平成 22 年度
南砺市上平行政センター次長 　山崎　宏 平成 23 年度～
南砺市農政課主事 　富田　大輔 平成 23 年度～
南砺市企画情報課主幹 　中嶋　真知子 平成 23 年度～
南砺市企画情報課主査 　上野　容男 平成 23 年度～

役　職　等 氏　　名 備　　　　考
和歌山大学講師 　永瀬　節治 東京大学助教（西村研究室）：～平成 24 年 3 月
東京大学大学院・博士課程（西村研究室） 　森　朋子
東京大学大学院・修士課程（西村研究室） 　浅野　純子
東京大学大学院・修士課程（西村研究室） 　大森　文彦

（１）合掌造り集落の未来を考える会

（２）五箇山プロジェクトチーム

（３）庁内ワーキンググループ
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●マスタープランの策定の経過（１）：平成 22 年 7 月〜平成 23 年 9 月
年月日 マスタープラン策定に関わる取り組み 内　容

平成 22 年

７月 24 日 第１回「合掌造り集落の未来を考える会」 ・委員の委嘱
・現地視察 
・従来の行政や住民の取り組み紹介 
・世界遺産集落をめぐる問題点の拾い出し

８月 25 日 庁内ワーキンググループ会議 ・集落会議の資料検討　・作業行程の確認

９月 14 日 菅沼集落座談会 ・集落の維持保存に関する法的規制
・菅沼集落が抱える問題点の拾い出し

９月 15 日 相倉集落座談会 ・同上

10 月下旬 戸別アンケート配布 

10 月 29 日 庁内ワーキンググループ会議 ・第２回「合掌造り集落の未来を考える会」資料の調整

11 月１日 第２回「合掌造り集落の未来を考える会」 ・集落座談会の開催報告
・戸別調査の内容報告

平成 23 年
３月下旬 五箇山プロジェクトチーム現地調査開始 ・行政関係者及び住民団体代表者へのヒアリング

４月下旬 五箇山プロジェクトチーム現地調査 ・同上

５月 13 日 庁内ワーキンググループ会議 ・第３回「合掌造り集落の未来を考える会」資料の調整

５月 16 日 第３回「合掌造り集落の未来を考える会」 ・取り組み体制報告
・五箇山プロジェクトチーム現地調査報告
・マスタープラン策定のスケジュール確認

５月 16 日 庁内ワーキンググループ会議 ・マスタープラン策定のスケジュール確認

６月２日 庁内ワーキンググループ会議 ・世界遺産集落の実態と問題点の整理

６月 13 日 庁内ワーキンググループ会議 ・総合計画（９７年）の検証作業

６月 25 日 菅沼集落の魅力を語る会 ・マスタープランの進捗報告
・合掌集落の魅力の語り合い

６月 26 日 相倉集落の魅力を語る会 ・同上

６月 27 日 庁内ワーキンググループ会議 ・若手座談会の資料調整

６月下旬 五箇山プロジェクトチーム現地調査 ・地域資源調査

７月上旬 五箇山プロジェクトチーム現地調査 ・地域資源調査

７月２日 五箇山の若手座談会 ・五箇山全体の観光、定住等の課題の意見交換

７月４日 庁内ワーキンググループ会議 ・相倉、菅沼住民会議の進め方

７月 11 日 庁内ワーキンググループ会議 ・相倉住民会議の事前協議

７月 13 日 庁内ワーキンググループ会議 ・菅沼住民会議の事前協議

７月 21 日 第１回　相倉住民会議　 ・「空き家・定住について」 

７月 25 日 第１回　菅沼住民会議　 ・「景観保全について」 

８月４日 庁内ワーキンググループ会議 ・第２回住民会議の事前協議
・五箇山合同住民会議の事前協議

８月 23 日 第２回　菅沼住民会議　 ・「農地保全について」 

８月 24 日 第２回　相倉住民会議 ・「農地保全について」

８月下旬 五箇山プロジェクトチーム現地調査 ・地域資源調査

９月８日 五箇山合同住民会議 ・相倉、菅沼住民会議の報告
・五箇山プロジェクトチーム現地資源調査の報告
・意見交換

９月９日 庁内ワーキンググループ会議 ・第３回住民会議の事前協議

９月上旬 五箇山プロジェクトチーム現地調査 ・地域資源調査

９月 27 日 第３回　菅沼住民会議　 ・「観光について」 

９月 28 日 第３回　相倉住民会議 ・「観光について」 
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【附属資料】

年月日 マスタープラン策定に関わる取り組み 内　容

平成 23 年
10 月 18 日 第４回　相倉住民会議　 ・「集落の保全と住民生活について」

10 月 19 日 庁内ワーキンググループ会議 ・マスタープランの項目、方針検討

10 月 19 日 第４回　菅沼住民会議 ・「集落の保全と住民生活について」

10 月下旬 五箇山プロジェクトチーム現地調査 ・地域資源調査

11 月 10 日 庁内ワーキンググループ会議 ・マスタープランの項目、方針検討

11 月 21 日 庁内ワーキンググループ会議 ・マスタープランの項目、方針検討

12 月上旬 五箇山プロジェクトチーム現地調査 ・地域資源調査

平成 24 年
１月 17 日 庁内ワーキンググループ会議 ・マスタープラン素案（第一次）の検討

１月 23 日 庁内ワーキンググループ会議 ・マスタープラン素案（第一次）の検討

１月 30 日 庁内ワーキンググループ会議 ・マスタープラン素案（第一次）の検討

２月 10 日 相倉・菅沼集落代表者会議　 ・「素案（第一次）について（事前協議）」

２月 14 日 集落全戸への素案配布 ・住民からの意見徴収

２月 22 日 第５回　相倉住民会議 ・「素案（第一次）について（説明・協議）」 

２月 23 日 第５回　菅沼住民会議 ・「素案（第一次）について（説明・協議）」 

３月９日 第４回「合掌集落の未来を考える会」 ・規約の改正 

・進捗報告 

・マスタープラン素案（第一次）の協議
３月 23 日 庁内ワーキンググループ会議 ・マスタープラン素案（第二次）の検討

４月 21 日 第６回　菅沼住民会議 ・「素案（第二次）について（説明・協議）」 

４月 23 日 第６回　相倉住民会議 ・「素案（第二次）について（説明・協議）」 

５月上旬 五箇山プロジェクトチーム現地調査 ・地域資源調査

５月 20 日 第７回　相倉住民会議 ・「素案（第三次）について（説明・協議）」 

５月 21 日 第７回　菅沼住民会議 ・「素案（第三次）について（説明・協議）」 

５月 29 日 第５回「合掌造り集落の未来を考える会」 ・マスタープラン素案（第三次）の協議

６月 11 日 庁内ワーキンググループ会議 ・市各課の役割分担確認

７月中・下旬 五箇山プロジェクトチーム現地調査 ・地域資源調査

９月３日 第６回「合掌造り集落の未来を考える会」 ・マスタープラン案（最新版）の協議

９月 10 日 第８回　相倉住民会議 ・「案（最新版）について（説明・協議）」 

９月 11 日 第８回　菅沼住民会議 ・「案（最新版）について（説明・協議）」 

９月 19 日 市議会に報告

９月 25 日 パブリックコメント受付（～ 10 月 15 日）

●マスタープランの策定の経過（２）：平成 23 年 10 月〜平成 24 年 9 月
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●相倉集落・菅沼集落を対象とした住民アンケート
①実施期間：平成 22 年 10 月　　②回答者数：相倉 17 人 ,  菅沼 6 人

１　回答されるあなた自身についてお聞きします。

２　集落内で所有・管理される住宅についてお聞きします。

2.1. 住宅は茅葺きですか。

 附属資料２ 住民アンケート結果

 

 

菅沼

相倉

相倉 菅沼

はい 10 5

いいえ 6 1

相倉 菅沼

はい 9 5

いいえ 7 1

相倉 菅沼

はい 7 0

いいえ 9 6

2.2. 集落内で売店・民宿等の観光営業をされてますか。

2.3. 集落内の住宅以外に住居はありますか。
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３　同一生計のご家族について、同居・別居の別を記してください。

４　集落内の空き家や農地についてお聞きします。

4.1. 都市住民などが移住を希望したら歓迎しますか。

4.2. 大歓迎、またはどちらかといえば歓迎する場合、その理由は何ですか。（複数回答）

4.3. 歓迎しない場合、またはどちらかといえば歓迎しない場合、その理由は何ですか。（複数回答）
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4.4. 都市住民等が移住してきた場合、あなたの農地の一部を貸す事は可能ですか。

５　世界遺産の集落であることについてお聞きします。

5.1. 世界遺産になったことをどう思いますか。

5.2. 世界遺産を守ることについて。

5.3. 改築が制限されている世界遺産集落内の家屋に住む上で、最も不便に感じる点は何ですか。

(4)
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5.4. 世界遺産になってよかったこと、悪かったことは何ですか。（複数回答）

６　観光客についてお聞きします。

6.1. 観光客数についてお聞きします。

6.2. 観光客のマナーについてお聞きします。

７　高速道路開通による生活の変化についてお聞きします。

7.1. 東海北陸自動車道開通で、生活は変わりましたか。
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８　就労状況についてお聞きします

8.1. 家族で会社等で勤めに出ている人は何人ですか？

９　産業状況についてお聞きします

9.1. 水田の耕作の形態はどうですか。

9.2. 畑地の形態はどうですか。
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○南砺市伝統的建造物群保存地区保存条例
平成 16 年 11 月１日

条例第 105 号

改正　平成 17 年６月 23 日条例第 28 号

（目的）

第１条　この条例は、文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号。以下「法」という。）第 143 条第２項の規定に

基づき、市が定める伝統的建造物群保存地区に関し、地区の決定、現状変更の規制その他その保存のため必要

な措置を定め、もって市の文化的向上に資することを目的とする。

（定義）

第２条　この条例において「伝統的建造物群」とは、法第２条第１項第６号に掲げる「伝統的建造物群」をいう。

２　この条例において「伝統的建造物群保存地区」とは、法第 142 条に規定する「伝統的建造物群保存地区」（以

下「保存地区」という。）をいう。

（保存地区の決定）

第３条　南砺市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、市の区域内に所在す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、保存地区を決定することができる。

２　前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、第 12 条に規定する審議会の意見を聴かなけれ

ばならない。

３　保存地区を決定しようとする場合において必要があると認めるときは、住民等の意見を反映させるために公

聴会の開催等の必要な措置を講ずるものとする。

４　保存地区を決定したときは、その名称及び区域を告示しなければならない。

５　保存地区の決定は、告示することによりその効力を生ずる。

（保存地区の取消し）

第４条　教育委員会は、保存地区がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、当該地区の決定を取

り消すことができる。

２　前項の場合には、前条第２項から第５項までの規定を準用する。

（保存計画）

第５条　教育委員会は、保存地区を決定したときは、第 12 条に規定する審議会の意見を聴いて当該保存地区の

保存に関する計画（以下「保存計画」という。）を定めなければならない。

２　第１項の保存計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

（１）　保存地区の保存に関する基本計画に関する事項

（２）　保存地区内における伝統的建造物群を構成している建造物その他の工作物（以下「伝統的建造物」と

いう。）及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件の決定に関する事

項

（３）　伝統的建造物の保存整備計画に関する事項

（４）　伝統的建造物及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件に係る

助成措置等に関する事項

（５）　保存地区の保存のため必要な管理施設及び設備並びに環境の整備に関する事項

３　第１項の保存計画を定めたときは、これを告示しなければならない。

４　保存計画を変更するときは、第１項及び前項の規定を準用する。

（現状変更行為の規制）

第６条　保存地区内における次に掲げる行為については、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならな

い。

 附属資料３ 関連条例
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（１）　建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）の新築、増築、改築、移転又は除却

（２）　建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を著しく変更することとなるもの

（３）　宅地の造成その他の土地の形質の変更

（４）　木竹の伐採

（５）　土石類の採取

（６）　水面の埋立て又は干拓

２　前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為に該当する行為で次に掲げるものについては、同項の規定

による許可を受けることを要しない。

（１）　非常災害のため必要な応急措置として行う行為

（２）　次に掲げる工作物（建築物以外の工作物をいう。以下同じ。）の新築、増築、改築、移転又は除却

ア　仮設の工作物の新築、増築、仮設又は移転　

イ　水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、増築、改築、移転

又は除却

（３）　次に掲げる木竹の伐採

ア　間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採

イ　枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

ウ　森林病害虫等防除のための木竹の伐採

エ　自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

オ　仮植した木竹の伐採

（４）　法第 27 条に基づき指定された有形文化財又は法第 109 条に基づき指定された史跡名勝天然記念物で、

文化庁長官の許可を受けて行う行為

（５）　前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

ア　法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

イ　富山県公安委員会が行う道路標識等の設置又は管理に係る行為

ウ　農林漁業を営む為に行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。

（ア）　建築物その他の工作物の新築、増築、改築、移転又は除却（仮設の工作物を除く。）

（イ）　用排水施設又は幅員が２メートルを超える農道若しくは路肩部分及び屈曲部又は待避所として必

要な拡幅部分を除く部分の幅員が３メートルを超える林道の設置

（ウ）　宅地の造成又は土地の開墾

（エ）　水面の埋立て又は干拓

３　教育委員会は、第１項の許可を与える場合には、保存地区の保存のために必要な限度において条件を付すこ

とができる。

（許可の基準）

第７条　教育委員会は、前条第１項各号に掲げる行為で次の各号に定める基準に適合しないものについては、同

条同項の規定による許可をしてはならない。

（１）　伝統的建造物の増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更でその外観を変更すること

になるものについては、それらの行為後の伝統的建造物の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該伝統的

建造物群の特性を維持していると認められるものであること。

（２）　伝統的建造物の移転（同一保存地区内における当該伝統的建造物の移築を含む。以下この号において

同じ。）については、移転後の伝統的建造物の位置及び移転後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持し

ていると認められるものであること。

（３）　伝統的建造物の除却については、除却後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認めら

れるものであること。

（４）　伝統的建造物以外の建築物等の新築、増築若しくは改築又は修繕、修繕又は模様替え若しくは色彩の

変更でその外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の当該建築物等の位置、規模、形態、
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意匠又は色彩が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

（５）　前号の建築物等の移転については、移転後の当該建築物等の位置及び移転後の状態が当該保存地区の

歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

（６）　第４号の建築物等の除却については、除却後の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうもの

でないこと。

（７）　前条第１項第３号から第６号までの行為については、それらの行為後の地貌その他の状態が当該保存

地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

（８）　前各号に掲げるもののほか、当該行為後の建築物等又は土地の用途等が当該伝統的建造物群の保存又

は当該保存地区の環境の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。

（国の機関等に関する特例）

第８条　国若しくは地方公共団体の機関又は法令の規定により国の行政機関若しくは地方公共団体とみなされ

た法人（以下「国の機関等」という。）が行う行為については、第６条第１項の許可を受けることを要しない。

この場合において、当該国の機関等は、第６条第１項の許可に係る行為をしようとするときは、あらかじめ、

教育委員会に協議しなければならない。

２　第６条第１項及び前項の規定は、文化財保護法施行令（昭和 50 年政令第 267 号。以下「施行令」という。）

第４条第６項各号に規定する行為及びこれに類する行為で当該保存地区の保存に著しい支障を及ぼすおそれが

ないものとして規則で定めるものについては適用しない。この場合においては、第６条第１項の許可又は前項

の協議に係る行為をしようとするときは、あらかじめ、教育委員会にその旨を通知しなければならない。

（許可の取消し等）

第９条　教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、保存地区の保存のため必要な限度において、

第６条第 l 項の規定によってした許可を取り消し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限

を定めて、建築物等の改築、移転又は除却その他違反を是正するため必要な措置を執ることを命ずることがで

きる。

（１）　この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

（２）　この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人（請負工事の下請人を

含む。）又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者

（３）　第６条第３項の規定により許可に付した条件に違反している者

（４）　詐欺その他不正な手段により、第６条第１項の規定による許可を受けた者

２　教育委員会は、前項の規定により、処分をし、又は必要な措置を執ることを命じようとするときは、あ

らかじめ、第 12 条に規定する審議会の意見を聴き、かつ、当該処分又は措置を命ずべき者について聴聞

を行わなければならない。

（損失の補償）

第 10 条　市は、第６条第１項の許可を受けることができなかったことにより、損失を受けた者に対しては、通

常生ずべき損失を補償するものとする。

（経費の補助等）

第 11 条　市は、保存地区内における建造物及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認

められる物件の管理、修理、修景又は復旧について、自ら保存のため適当な措置を行い、又は当該物件の所有

者等に対しその経費の一部を補助することができる。

（審議会の設置等）

第 12 条　教育委員会に南砺市伝統的建造物群保存地区保存審議会（以下「審議会」という。）を置く。

２　審議会は、教育委員会の諮問に応じ、保存地区の保存等に関する重要事項について調査審議し、及びこれら

の事項について教育委員会に建議する。

３　審議会の委員の定数は 10 人以内とし、学識経験者、関係行政機関の職員、関係地域を代表する者等のうち

から、教育委員会が委嘱する。

４　委員の任期は、３年とする。
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５　審議会に、必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

（組織及び運営）

第 13 条　審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

（委任）

第 14 条　この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

（罰則）

第 15 条　次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の罰金に処する。

（１）　第６条第１項の規定に違反した者

（２）　第９条第１項の規定に基づく命令に違反した者

　附　則

（施行期日）

１　この条例は、平成 16 年 11 月１日から施行する。

（経過措置）

２　この条例の施行の日の前日までに、合併前の平村伝統的建造物群保存地区保存条例（平成６年平村条例第

17 号）又は上平伝統的建造物群保存地区保存条例（平成６年上平村条例第５号）の規定によりなされた処分、

手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

　附　則（平成 17 年６月 23 日条例第 28 号）

　この条例は、公布の日から施行する。

○南砺市合掌造り家屋保護条例
平成 16 年 11 月１日

条例第 106 号

（目的）

第１条　この条例は、市における伝統的建造物である貴重な合掌造り家屋が、生活様式の変化にともない年々減

少するとともに、その保存が著しく困難になっている現状にかんがみ、合掌造り家屋の減少を防ぎ、その保存

に努め、もって市の文化的発展に資することを目的とする。

（定義）

第２条　この条例において「合掌造り家屋」とは、次に揚げるものをいう。

（１）　市指定文化財で茅葺き屋根を有する建造物。

（２）　文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）の規定に基づく国、県又は市の指定文化財以外の建造物であっ

て、市の区域内に存する民有の茅葺きの合掌造りの家屋。

（市民等の心構え）

第３条　市民及び合掌造り家屋の所有者その他の関係者は、市長がこの条例の目的を達成するために行う措置に

誠実に協力しなければならない。

２　この条例の適用に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、合掌造り家屋の保護と

他の公益との調整に留意しなければならない。

（修理又は管理の補助等）

第４条　市長は、合掌造り家屋の修理又は管理につき、その経費の一部に充てさせるため、その所有者に対し、

予算の範囲内で補助金を交付することができる。

２　前項の補助金を交付する場合において、市長は、その補助の条件として、修理又は管理に関し必要な事項を

指示することができる。

３　市長は、必要があると認めるときは、合掌造り家屋の修理又は管理に関し所有者その他の関係者に対し、必

要な指導又は助言をすることができる。

（現状変更等の制限）
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第５条　前条第１項の規定による補助金の交付を受けた合掌造り家屋の現状を変更し、又はその保存に影響を及

ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ市長に協議しなければならない。ただし、内装等合掌造り家屋の特

性を損なうおそれがない場合、非常災害のために必要な応急措置を執る場合又は軽易な行為である場合は、こ

の限りでない。

（所有者の変更等の届出）

第６条　第２条第２号に該当する合掌造り家屋の所有者又は権原に基づく使用者は、次に掲げる場合は、速やか

に市長にその旨を届け出なければならない。

（１）　所有者を変更しようとするとき（相続による場合は、その開始があったとき。）。

（２）　修理をしようとするとき。

（台帳の整備）

第７条　市長は、市内の合掌造り家屋の調査を行い、台帳を作成し、これを整備しておかなければならない。

（委任）

第８条　この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

　附　則

（施行期日）

１　この条例は、平成 16 年 11 月１日から施行する。

（経過措置）

２　この条例の施行の日の前日までに、合併前の上平村合掌家屋保護条例（平成２年上平村条例第９号）の規定

によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。　

○南砺市合掌造り等活用施設条例
平成 21 年３月 25 日

条例第１号

改正　平成 23 年９月 26 日条例第 32 号

（設置）

第１条　国指定史跡越中五箇山相倉集落及び越中五箇山菅沼集落内の貴重な合掌造り家屋を保存活用するため、

南砺市合掌造り等活用施設（以下「施設」という。）を設置する。

（名称及び位置）

第２条　施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

（指定管理者による管理）  

第３条　施設の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）にこ

れを行わせる。

名称 位置

旧図書家 南砺市相倉 710 番地 1

旧竹森家 南砺市相倉 173 番地 2

旧東山家 南砺市相倉 817 番地

旧窪田家 南砺市相倉 126 番地 1

旧高田家 南砺市相倉 344 番地

旧高田家土蔵 南砺市相倉 247 番地

旧野宇家 南砺市菅沼 177 番地

旧中井家 南砺市菅沼 529 番地

旧真井家板倉 南砺市菅沼 902 番地
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（指定管理者が行う業務）

第４条　指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

（１）　施設の利用の許可に関する業務

（２）　施設及び設備の維持管理に関する業務

（３）　施設の利用に係る利用料金の収納に関する業務

（４）　前３号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業

務

（指定管理者の管理の期間）

第５条　指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の４月１日（当該指定を

受けた日が４月１日である場合は、当該日）から起算して３年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

（利用の許可）

第６条　施設を利用しようとする者は、あらかじめ南砺市教育委員会（以下「教育委員会」という。）と協議の

うえ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。

２　指定管理者は、利用の許可に際して、管理上必要な条件を付することができる。

（利用の制限）

第７条　指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

（１）　公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

（２）　施設又は附属施設を損傷するおそれがあると認めるとき。

（３）　施設の設置目的に反し、管理運営上不適当であると認めるとき。

（４）　前３号に掲げるもののほか、施設の管理上特に支障があると認めるとき。

（利用権の譲渡等の禁止）

第８条　利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、利用目的以外のことに利用し、又は利用権を他

人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

（特別の設備等の承認）

第９条　利用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み利用しようとすると

きは、あらかじめ教育委員会と協議のうえ承認を受けなければならない。

（利用許可の変更及び取消し）

第 10 条　施設の利用に際し、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、利用許可の条件を変更し、

若しくは利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を生じても

市又は指定管理者は、その責めを負わない。

（１）　この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

（２）　許可の条件に違反したとき。

（３）　虚偽の申請により利用の許可を受けたとき。

（４）　前３号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上特に支障があると認めるとき。

（利用料金）

第 11 条　利用者は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。

２　利用料金は、別表に定める範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定める。

３　利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

（利用料金の減免）

第 12 条　指定管理者は、市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

（利用料金の不還付）

第 13 条　既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金の

全部又は一部を還付することができる。

（１）　利用者の責めによらない理由で利用できなくなったとき。

（２）　利用者が規則に定める期間内に利用の取り消しを申し出た場合において、市長が相当の事由があると
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認めるとき。

（原状回復）

第 14 条　利用者は、施設の利用が終わったときは、直ちに整理及び清掃をし、一切を原状に回復して指定管理

者及び教育委員会の点検を受けなければならない。

２　前項の原状回復は、利用者が第 10 条の規定により利用の許可を取り消されたときも同様とする。

（損害賠償）

第 15 条　利用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければ

ならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

（委任）

第 16 条　この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

　 附　則

（施行期日）

１　この条例は、平成 21 年４月１日から施行する。

（国指定史跡越中五箇山相倉集落及び越中五箇山菅沼集落内の南砺市所有建物貸与条例の廃止）

２　国指定史跡越中五箇山相倉集落及び越中五箇山菅沼集落内の南砺市所有建物貸与条例（平成 16 年南砺市条

例第 107 号）は、廃止する。

（指定管理者の管理の期間の特例）

３　第５条の規定にかかわらず、旧野宇家、旧中井家及び旧真井家板倉について平成 20 年度に指定を受けた指

定管理者が管理を行う期間は、平成 21 年４月１日から平成 22 年３月 31 日までの間とする。

（利用料金の特例）

４　第 11 条の規定にかかわらず、平成 22 年３月 31 日までの旧図書家及び旧東山家の利用料金は、年間 10 万

円とする。

　附　則（平成 23 年９月 26 日条例第 32 号）

　この条例は、公布の日から施行する。

別表（第 11 条関係）

備考　利用期間が１年に満たない場合の利用料金は、月割りをもって算定した額とし、算定した額に１円未満の

　　　端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

○平村自然環境及び文化的景観の保全に関する条例
平成６年６月 28 日

平村条例第 18 号

（目的）

第１条　この条例は、良好な自然環境及び文化的景観の保全に関する基本的事項を定めることにより、現在及び

将来の住民の健康で快適な生活の確保に寄与することを目的とする。

（用語の定義）

第２条　この条例において「自然環境保全地区」とは、特にその自然環境が貴重であり、保全の必要があると認

められる土地で、区域を定めてその保全を図る地区をいう。

２　この条例において「文化的景観保全地区」とは、特にその文化的景観が貴重であり、保全の必要があると認

められる土地で、区域を定めてその保全を図る地区をいう。

利用目的 期間 利用料金 摘要

営利 １年 200,000 円 店舗、事務所等

非営利 １年 120,000 円 住居、研修、研究等
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（村の責務等）

第３条　村は、良好な自然環境及び文化的景観が保全されるよう適切な保全措置を講ずるとともに、この条例の

周知に努めなければならない。

２　村長は、良好な自然環境及び文化的景観を保全するため必要があると認められるときは、村内で事業等を行

おうとする者に対して、事業等の内容の報告を求め、助言若しくは勧告を行い、又は協力を要請することがで

きる。

（住民の心構え）

第４条　住民は、この条例の趣旨を踏まえ、日常生活において良好な自然環境及び文化的景観の保全に積極的に

努めるとともに、この条例の目的を達成するために村が行う措置に協力しなければならない。

（事業者の義務）

第５条　村内で事業等を行おうとする者は、この条例の趣旨を踏まえ、事業等の実施に当たり、良好な自然環境

及び文化的景観を損なうことのないよう細心の注意を払うとともに、村が良好な自然環境及び文化的景観を保

全するため必要があると認めて行う措置を尊重し、協力しなければならない。

（保全地区の指定）

第６条　村長は、自然環境保全地区又は文化的景観保全地区（以下、両者を併せて「保全地区」という。）を定

めることができる。

２　村長は、前項の規定により保全地区を定めるときは、あらかじめ住民の意見を聴かなければならない。

３　保全地区の指定は、その名称と区域を告示することによつてその効力を生ずる。

４　第２項及び前項の規定は、保全地区の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

（保全地区）

第７条　村長は、保全地区を指定したときは、当該保全地区の保全に関する計画（以下「保全計画」という。）

を定め告示しなければならない。

（開発行為等の制限）

第８条　村内で宅地の造成、森林の開削、水路の新設、変更等の規則に定める開発行為等を行おうとする者は、

当該開発行為等に着手する６カ月前までにその内容の詳細を示す資料を添付して村長に届け出なければならな

い。

２　村長は、前項の規定により届け出がなされた開発行為等について、当該開発行為等の事業者、その他の関係

者に対し資料若しくは説明を求め又は当該開発行為等が良好な自然環境及び文化的景観の保全に影響を及ぼす

恐れがあると認められる場合には、当該開発行為等の影響評価を求めることができる。

３　第１項の規定により届け出がなされた開発行為等について、村長が必要と認めた場合には、当該開発行為等

の事業者は、村長との間で良好な自然環境及び文化的景観の保全に関する協定を締結しなければならない。

４　第１項から前項までの規定は、国又は地方公共団体が行う開発行為等については適用しない。

（保全地区内における行為の制限）

第９条　保全地区内における行為の制限については、前条のほか、保全計画によるものとする。

（規則への委任）

第 10 条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

　附　則

　この条例は、平成６年７月１日から施行する。

※「上平村自然環境及び文化的景観の保全に関する条例」も上記とほぼ同文である。
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※平村教育委員会「国指定史跡　越中五箇山相倉集落　保存管理計画策定報告書」（1996）より抜粋。なお、
上平村教育委員会「国指定史跡　越中五箇山菅沼集落　保存管理計画策定報告書」（1996）に記載の「保存
修理等の基準」もほぼ同文である。

（１）史跡の現状変更の基準
〔現状変更等の制限〕文化財保護法第 80 条第１項 ( 昭和 25 年 5 月 30 日、法律第 214 号 )
「史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化

庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応

急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。」

〔現状変更等の許可に係る審査基準〕( 平成 6 年 11 月 25 日、文化庁次長通達 )
１）史跡名勝天然記念物に関して保存管理計画が定められている場合

　　　  当該保存管理計画に定められた基準に適合していると認められるか否か。

２）史跡名勝天然記念物に関して保存管理計画が定められていない場合

ア現状変更等が指定の解除又は一部解除につながるものと認められるか否か。

イ現状変更等が指定物件の保存に相当程度の支障となるおそれがあると認められるか否か。

ウ現状変更等が指定物件の整備に相当程度の支障となるおそれがあると認められるか否か。

（２）相倉合掌造り集落における現状変更の基準
　史跡指定区域内で次の各号に掲げる行為については、文化財保護法第 80 条第１項にしるす現状変更の許可の

対象となる。

①合掌造り建物その他の家屋および工作物 ( 以下「建築物」という。) の新築、増築、改築、移転又は除却

②建築物等の修繕、模様替えまたは色彩の変更でその外観を著しく変更することとなるもの

③宅地の造成その他の土地の形質の変更

④木竹の大幅な伐採

⑤土石類の採取

⑥水面の埋立て又は干拓

（３）保存修理のための具体的な基準
　特別の事由により、上記の基準で文化庁長官の許可を得て行う行為以外で、本保存管理計画の趣旨に従い、保

存と活用のために実施される事業等については、次の各号に掲げる基準に従って実施する。

　①合掌造り建物の保存修理基準
　　合掌造り建物は、現状の構造及び屋根・外観の維持を目的とした保存修理等を行う。後世の改造や修理で合

掌造り建物の価値を甚だしく損ねているものについては、復原修理を行うことを基本とするが、個別的な経緯

や事情も尊重する。復原は、科学的調査と根拠に基づくものとする。

　②工作物、環境物件等の保存修理基準
　　工作物は、現状の構造及び外観の維持を目的とした保存修理等を行う。材料等において、後世の改造や修理

で工作物の価値を甚だしく損ねているものについては、復原修理を行うことを基本とするが、個別的な経緯や

事情も尊重する。復原は、科学的調査と根拠に基づくものとする。

　　環境物件は現状維持を原則とするが、現状が歴史的景観を損ねる状態にあるものについては、科学的調査と

根拠に基づいて、修景、復旧、整備を行う。

 附属資料 4 史跡における保存修理等の基準
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　③その他の建造物等の修景
　　伝統的建造物以外の建造物で、現状が歴史的景観を損ねる状態にあるものについては、周囲の景観と調和す

るよう修景を行う。

　④建造物等の移転、除却、新築、増築、改築
　　合掌造り建物の移転、除却、新築、増築、改築及び合掌造り建物以外の建造物の新築、増築については、①

～③に規定する修理、復原、修景、復旧、整備以外は行わないことを原則とするが、特別の事情により許可さ

れた場合には、規模・材料・屋根形式・軒高・色彩などについて周囲の歴史的環境と調和したものにする。た

だし、かつて存在した家屋等を科学的根拠に基づいて復原する場合以外は、合掌造り建物に類似したものの建

築は避けることとする。

　⑤道路、耕作地、水路等の整備と復旧
　　道路の位置及び幅員は現状維持を原則とする。未舗装の地道はできる限り現状のままとし、既舗装の道路に

ついては、舗装改修時に歴史的景観を考慮し、地道風の仕様とするよう留意する。耕作地の形状等についても

現状維持を原則とするが、生産性の向上と利便性を考慮して、歴史的景観を阻害しない程度の近代化に配慮す

る。水路及び側溝の位置、幅員も現状維持を原則とするが、現状が歴史的景観を損ねる状態にあるものについ

ては、科学的調査と根拠に基づいて修景、復旧、整備を行う。

　⑥その他
　　アンテナ類やガスボンベ等の屋外設備類、屋外の看板、標識などの類で歴史的景観を大きく損ねる状態にあ

るものについては、修景、整備等を行う。



95

【附属資料】

 附属資料５ 相倉集落・菅沼集落の保全年表

西暦 和暦 月 項　目

1966 昭和 41 3 上平村が国に菅沼集落の史跡指定を申請

7 平村が国に相倉集落の史跡指定を申請

相倉集落・菅沼集落が国の史跡に内定

1967 昭和 42 1 相倉史跡保存顕彰会設立

平村が相倉集落で民俗館 ( 現民俗館２号館 ) を開設

上平村が菅沼集落で五箇山民俗館を開設

1970 昭和 45 12 国（文化庁）が相倉集落・菅沼集落を史跡に指定

1971 昭和 46 平村が相倉集落で民俗館１号館を開設

1973 昭和 48 3 富山県が相倉集落・菅沼集落を含む平村・上平村の一部を五箇山県立自然公

園に指定

4 相倉集落は平村、菅沼集落は上平村が史跡の管理団体となる

1977 昭和 52 12 平村が相倉集落保存管理計画を策定

1978 昭和 53 3 上平村が菅沼集落保存管理計画を策定

1985 昭和 60 3 越中五箇山菅沼集落保存顕彰会設立

1989 平成元 7 上平村が菅沼集落で塩硝の館を開設

1994 平成６ 7 平村が平村伝統的建造物群保存地区保存条例を施行

上平村が上平村伝統的建造物群保存地区保存条例を施行

8 平村が相倉集落、上平村が菅沼集落を伝統的建造物群保存地区に指定

12 国（文化庁）が相倉集落・菅沼集落を重要伝統的建造物群保存地区に選定

1995 平成７ 12 「白川郷・五箇山の合掌造り集落」世界遺産登録

1996 平成８ 3 平村が相倉集落保存管理計画を策定

上平村が菅沼集落保存管理計画を策定

12 相倉集落で地下埋設型格納庫を整備

1998 平成 10 7 財団法人世界遺産相倉合掌造り集落保存財団設立

2004 平成 16 11 町村合併により南砺市が誕生。相倉集落・菅沼集落の管理団体となる

2006 平成 18 12 菅沼世界遺産保存組合設立

2007 平成 19 3 菅沼集落に展望広場・エレベーター施設・駐車場を整備

2012 平成 24 10 南砺市五箇山世界遺産マスタープランを策定
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［注１］
下梨村の水上善三郎氏の尽
力による明治 20 年 (1887)
の道谷新道の開削をはじ
め、道路開削や架橋、索道
設置などが進められていっ
た。

はじめに
　平成 7 年（1995）の世界遺産登録は、五箇山に多くの観光客が訪れる一つの契機になっ

たと言えるが、合掌造り家屋に代表されるこの地の独特の文化は、それ以前から多くの人々

を惹きつけてきた。本稿では、近代以降、外からの来訪者を受け入れ、次第に観光地とし

て発展してきた五箇山の歩みを、１. 戦前、2. 戦後～史跡指定以前、 3. 史跡指定後～世界

遺産登録以前、4. 世界遺産登録後、の４つの時代に区分し、跡づけてみたい。

　なお本稿においても、「五箇山」は平・上平地域の範囲を指すものとする。

１．戦前
　奥深い山々に囲まれた五箇山は、かつて平家の落人が住みついたとも伝えられ、また近

世は加賀藩が流刑地に選んだことからも窺えるように、平野部から隔絶され、冬は深い雪

に閉ざされる秘境であり、旅人が容易にたどり着ける地ではなかった。明治期に至り、近

代化の影響を徐々に受けるようになった五箇山では、平野部との交通路を整備する動きが

見られるようになる［注１］。

　やがて明治後期になると、日本における民俗学の発展の中で、五箇山をはじめとした庄

川流域の独特の文化が注目されるようになる。明治 42 年 (1909) に柳田國男が五箇山地

域を訪れた［注２］のをはじめ、合掌造り家屋での生活や大家族制度などへの関心から、幾

人かの学者が五箇山地域を訪れた記録が残されている［注３］。

　一方、この地には多くの民謡が伝承されてきた。なかでも伝承されてきた麦屋節をめぐっ

ては、明治 42 年、当時の皇太子殿下（後の大正天皇）の北陸行啓に際して福野農学校で

披露したのを契機として、下梨集落を中心に「麦屋団」が結成され、大正 14 年（1925）

には「越中五箇山麦屋節保存会」と改称され、さまざまに伝えられてきた麦屋節をはじめ

とする五箇山の民謡を体系的に記録・保存し、各地で公演を行いながら後世へ受け継ぐ取

り組みがはじめられた［注４］。こうした活動により、五箇山は戦前より、民謡の宝庫として

知られるようになっていった。

　五箇山の交通路が大きく改善する契機となったのは、大正末期からの庄川の電源開発の

進展である。小牧・祖山の両巨大ダムと発電所建設にともなって、上流に向けて川沿いの

道路と河川交通が徐々に整備されていった。昭和 5 年 (1930) に小牧ダムが完成すると、

ダムには汽船が就航し、一帯は「庄川峡」と呼ばれる観光地として着目されるようになる。

ダムの完成に伴い、秘湯として知られていた大牧温泉は現在地に移転し、湯治客は庄川下

流から船を利用できるようになり、また祖山ダムで船を乗り継ぐことにより、下梨への河

川交通も確保された。

　そうした昭和戦前期の時代の流れにあって、地理学者の小寺廉吉氏は、五箇山の観光地

としての発展を予見する論考を発表している。昭和 10 年の『エコノミスト・トヤマ』１

巻１号に掲載された「観光地としての五ヶ山」（南砺市平図書館、高田文庫所蔵）から、

小寺氏の当時の五箇山に対するまなざしを捉えてみたい［注５］。

　小寺氏は、当時開かれていった庄川峡の美しさに触れながら、「大牧温泉あたりまでの

庄川峡については多くの人が知つてゐるが、それより上流の五箇山（平、上平、利賀三村

の総称）についてはあまり世に知られて」いないとしながら、観光地としての五箇山は優

れた点を多く有しているとし、「五箇山のほんとうの興趣は祖山から上流にある。そして

それは単に自然の風光のみならず自然の中に懐かれた人間の生活の姿が実に魅了するので

［注 2］
柳田國男「木曽より五箇山
へ」『定本柳田國男集 第２
巻』pp.187-197, 筑摩書房
1909

［注 3］
ドイツの建築家ブルーノ・
タウト（1880-1938）が昭
和 10 年（1935）に白川郷
を訪れ、合掌造り家屋を高
く評価したのは有名な話で
ある。（ブルーノ・タウト

（篠田英雄訳）『日本美の再
発見』岩波書店 ,1962）

［注４］
しかし戦前の五箇山におい
て、こうした麦屋節保存の
取り組みに対する周囲の視
線は冷ややかであったとさ
れ、その価値が広く周知さ
れるようになるのは、昭
和 27 年に麦屋踊が無形文
化財に選定される頃から
であった。（越中五箇山麦
屋節保存会『越中五箇山麦
屋節保存会百周年記念誌』
pp.10-11）

［注５］
同論考は、戦後の昭和 28
年に平村役場文化部が発行
した『観光地としての五箇
山』に再掲されている。

 附属資料 6 付論：五箇山における来訪者受け入れの歩み
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ある」と述べ、独特の風土の中での人々の暮らしぶりにまなざしを向けている。

　小寺氏は、山間の傾斜地に点在する五箇山の集落の立地上の特色に触れるとともに、家

屋の独特の形態（当時はまだ「合掌造り」の名は定着していない）については「五箇山お

よび白川の特異な家屋の形態はこれまた日本の民家史上の大きな秘密である」と述べるな

ど、研究者としての関心もかきたてられながら、五箇山の観光地としての魅力を論じてい

る。最後に、「観光地としての五箇山は大牧温泉以南は一般人士にとつての未開拓の地で

あるが、将来は日本の一つの特色ある観光地となるであらう」、また「五箇山は単に専門

の学者の調査や研究ばかりでなく、その風景の観賞に、また機械文化の中に育ち理性のは

たらきに疲れた頭や身体の休養に、また登山などの運動を試みる純観光の目的に対しても

五箇山は決して期待を裏切らないであらう」と締め括っている。

　戦後の五箇山は、小寺氏の指摘通り、独特の集落の風景と自然環境を活かしながら、休

養地・行楽地として発展していくことになる。

２．戦後〜史跡指定以前　
　第二次大戦中から戦後にかけても庄川のダム開発は継続され、五箇山地域への道路も順

次整備されていった。昭和 17 年（1942）に小原ダム、昭和 26 年に成出ダムが完成し、

昭和 28 年には庄川沿いの道路が国道 156 号として改良され（庄川町～下梨）、砺波方面

からの自動車交通が改善されたほか、道路の拡幅などが進み、大型バスによる五箇山地域

へのアクセスが可能になった［注６］。

　一方、昭和 31 年の経済白書で「もはや戦後ではない」と謳われたように、昭和 30 年

代以降、国民経済は次第に豊かになり、それに伴って余暇にかけられる時間や金額も増え、

国内旅行の需要も高まっていった。昭和初期から盛り上がり、戦争により一時中断された

国民の観光熱が、再び上昇するのがこの時期であったと言える。旅行の形態も、伝統的な

社寺参詣、湯治や名所旧跡めぐりから、大自然でのレジャー、家族旅行、社内旅行など、

より多様化していった。

　そうした時代背景の中で、五箇山地域も、合掌造り、民謡、秘境などの魅力から、次第

に観光地としての認知度が高まっていった。現在残されている五箇山の観光パンフレット

のうち、最も古い昭和 32 年に越中五箇山観光協会［注７］が発行した平村のパンフレット

を見ると、当時の人々が何を観光資源と捉えていたかが分かる。

図 A-1. 昭和 28 年発行の平村の観光パンフレット

［注 6］
例えば昭和 30 年 (1955) に

は美濃白鳥・金沢間の国鉄

バスが開通している。

［注７］
後述の五箇山観光協会とは

別組織である。
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　パンフレットには合掌造り家屋が多く残る集落として相倉集落が紹介されているが、他

にも天柱石、白山宮、祖山発電所なども紹介されており、必ずしも合掌造り集落のみが重

視されているわけではない。むしろ、歴史的な合掌造り家屋とともに、最新の施設として

建設が進められ、五箇山の地域環境を変貌させていった発電所が記載されている点は興味

深い。しかし序章でも触れたように、電源開発の進展は、五箇山のいくつかの集落で多く

の合掌造り家屋（正確には合掌造りの茅葺き屋根）を失わせる結果をもたらした。そうし

た傾向が専門家の間で危惧される中、民家の学術調査が進められ、昭和 33 年には岩瀬家、

村上家、羽馬家の合掌造り家屋が国の重要文化財に、さらに昭和 45 年には、相倉・菅沼

の合掌造り集落が国の史跡に指定されることとなる。

　再びパンフレットの内容に戻ると、村上家は「五箇山最古の合掌造り」として紹介され

ており、まだ文化財指定を受けていない羽馬家については、幹線道路から離れていること

もあってか記述がない。当時は各集落にも合掌造りが数棟ずつ残っており、現在ほど希少

性がなかったとも考えられ、合掌造り家屋というだけでは必ずしも観光資源にはなり得な

かった状況も推察される。当時からすでに相倉集落が紹介されていることから、合掌造り

家屋が一定規模で残存している集落の景観については、貴重な観光資源として着目されは

じめていることが窺える。また五箇山地域は「わが国における民謡の宝庫」として紹介さ

れており、文化財保護法の制定後間もない昭和 27 年には麦屋踊が国の「助成等を講ずべ

き無形文化財」に選定されたことで、五箇山の民謡は全国に知られる存在となり、訪れる

観光客にも披露されたものと思われる。

　現在のように観光客向けの見学施設などはなく、宿泊も下梨などの旅館が紹介されてい

るが、その多くは土木工事関係者向けで、必ずしも観光客だけを対象として営業していた

わけではなかった。そして当時の相倉には、現在見られるような民宿は存在しなかった。

　次第に道路が改良されてきたとは言え、冬期は依然として、五箇山を訪れることは容易

でなかった。平野部に至るルートは、郵便物を運ぶ逓送隊の山越えルート（相倉から細尾

峠を越えて城端へ至る）があったが、村民にとっても危険を伴う道筋であり、多くの人々

はささ舟や汽船を乗り継いで庄川町に出ていた。また荷物は一部、索道などを通じて、時

に人力で運搬されるなど、冬期の五箇山は観光で訪れるには程遠い環境にあったと言え

る。現在に比べて交通事情が整っていない当時の五箇山観光は、独特の風土に興味を持っ

た人々が、季節を選んで訪れていたのが実態であったと考えられる。

　既に述べたように、民家調査を経て、昭和 33 年に岩瀬家、村上家、羽馬家の合掌造り

家屋が国の重要文化財に指定される。この時に白山宮本殿も重要文化財に指定されており、

村上家と白山宮のほか、数件の合掌造り家屋が集まる上梨地域は、以後、麦屋節とならぶ

五箇山民謡「こきりこ」を活かしながら、五箇山の観光を先導する役割を果たすこととなる。

3. 史跡指定後
　昭和 41 年 (1966)、相倉集落（平村）・菅沼集落（上平村）が国の史跡に内定し、昭和

45 年には正式に指定される。昭和 44 年には相倉集落内に村立相倉民俗館が開館、同年

に五箇山観光連絡協議会が発足しており、五箇山地域における観光の可能性が本格的に考

えられるようになった［注８］。

　両集落が史跡となった昭和 45 年には、主要地方道城端平線が国道 304 号となり、同

年より国鉄による五箇山定期観光バスが運行を開始したほか、名金特急長距離バス［注９］

が五箇山を経由するルートで開通し、都市部の人々が観光客として同地を訪れることが容

易となった。昭和 46 年には五箇山観光協会が発足しており、観光地としての広報活動も

本格化するとともに、昭和 48 年には相倉集落・菅沼集落を取り巻く一帯が五箇山県立自

然公園に指定される。こうした影響を受け、昭和 46 年に 13 万人だった観光客は、翌年

［注８］
同年より五箇山への入り込

み観光客数の調査も開始さ

れ、年を追うごとに観光客

数は増えていくこととな

る。

［注９］
名古屋・金沢間に国鉄バス

二往復、名鉄バス二往復が

それぞれ運行された。



99

【附属資料】

にほぼ倍の 25 万人となっている。また昭和 48 年には「五箇山の歌と踊」が国の「記録

作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」に選択されたのに続き、昭和 49 年から上梨

の白山宮境内にて「こきりこ祭り」が、昭和 54 年からは下梨の地主神社境内にて「五箇

山民謡祭（後の五箇山麦屋まつり）」がそれぞれ開始され、五箇山の９月の風物詩として

定着していく。

　相倉集落では、昭和 42 年の民宿「勇助」の開業を皮切りに、合掌造り家屋を利用した

民宿が次々と開業し、また昭和 49 年に国民休養地に指定されたことで、五箇山青少年ふ

るさとセンターをはじめ、キャンプ場や運動広場、植物園、遊歩道なども整備された。ま

た菅沼集落でも、昭和 43 年に五箇山民俗館が開館し、付近には昭和 47 年に青少年旅行村・

合掌の里、翌 48 年には庄川の対岸にロッジ合掌（宝引荘）がオープンするなど、施設整

備が進められていったほか、当時は菅沼集落でも民宿が営まれていた。こうした一連の動

きの中で、五箇山での滞在型の観光スタイルが確立していったと言える。

　昭和 54 年には、昭和 41 年から続いていた国道 156 号の工事が完了し、飛越峡合掌ラ

インとして飛騨高山地域と結ばれた。これにより飛騨方面からの自動車によるアクセスが

改善し、この前後は観光客が急激に増加していった。同年には田向地区に村営国民宿舎「五

箇山荘」が建設されている。

　昭和 55 年から昭和 59 年にかけて、国道 304 号の五箇山トンネル群及び橋梁群が相次

いで竣工する。昭和 59 年 3 月 10 日、総延長約 3km に及ぶ悲願の五箇山トンネルの開

通式が行われ、城端地域と五箇山間の移動時間が一気に短縮された。こうした道路事情の

改善により日帰りの観光客も増加し、五箇山は気軽に訪れることができる観光地へと変化

していった。この間、五箇山地域には各種観光・体験施設、スキー場などがオープンし、

次第に様々なレジャーが楽しめる観光・行楽地としての性格を強めていく。昭和 55 年か

ら平成 7 年 (1995) までの観光客数の平均はおよそ 60 万人で、年ごとの増減はあるもの

の安定して推移しており、五箇山地域が一定の知名度を保ちつつ、観光地として成熟して

いく時期であったといえる。昭和 50 年代後半以降は、道の駅や温泉などの各種施設が個
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別に整備されることで、観光客の立ち寄りスポットが分散する傾向も強まっていった。

　当時は、昭和 45 年から国鉄が開始した「ディスカバー・ジャパン」キャンペーン［注 10］

の影響により、個人旅行が広く普及しはじめた時代でもあった。五箇山の観光も、そうし

た国内旅行の潮流の中にあったと言える。まだまだバスによる団体客が大きな割合を占め

たとは言え、個人で訪れる観光客の姿も見られるようになっていった。加えて昭和 50 年

代は、相倉集落が全国各地から多くの修学旅行生を受け入れた時期でもあった。

　昭和 40 年代から 50 年代にかけては、文化財としての合掌造り家屋（及びその集落）が、

観光資源として定着していった時期でもある。文化財保護と観光との間には、特に地域の

現場においては、当初から密接な関わりがあったと言える。昭和 43 年、日本各地の文化

財や町並みの調査・保護事業に取り組む現・日本ナショナルトラストは「観光資源保護財

団」として設立され、昭和 44 年からは白川郷の合掌造り家屋の屋根葺き替えに補助を行っ

ている。白川村では、昭和 50 年の文化財保護法改正により伝統的建造物群保存地区（伝

建地区）の制度が設けられると、翌年に荻町に伝建地区が定められ、国の重要伝統的建造

物群保存地区（重伝建地区）の第一次選定に加えられる。同年に白川村荻町とともに重伝

建地区に選定された角館（秋田県仙北市）、妻籠宿（長野県南木曽町）、産寧坂・祇園新橋

（京都府京都市）、堀内・平安古（山口県萩市）は、観光地として一層着目されるようにな

る中で、それぞれの特色ある地域づくりの取り組みを進めている。

　伝建地区制度の成立より 10 年ほど先に、合掌造り集落を国の史跡として守り受け継ぐ

ことを選択した当時の平村・上平村も、一方では、文化財を観光客誘致につなげようとい

う発想を当初から持ちながら、地域振興に努めてきたものと考えられ、そのことは既に示

した観光パンフレットや、施設整備の動向からも窺える。

4. 世界遺産登録後
　平成 7 年 (1995)、五箇山の相倉集落・菅沼集落は、岐阜県の白川郷とともに世界文化

遺産に登録された。これにより五箇山の知名度は飛躍的に高まることになる。平成 7 年

に五箇山地域を訪れた観光客数はおよそ 60 万人であったのに対し、平成 8 年には 90 万

人以上に増加している。翌 1997 年以降は反動で 70 ～ 80 万人に減少しているが、平成

8 年から平成 22 年までの平均は 78 万人と、昭和 55 年 (1980) ～平成 7 年 (1995) の平

均観光客数と比べると 30% 増加していることになる。世界遺産登録の頃の施設整備とし

ては、平成 8 年に東中江地区に道の駅たいら（五箇山和紙の里）、平成 10 年には合掌の

里の敷地内に五箇山生活館がオープンしている。

　その後に大きな影響を与えたのは、東海北陸自動車道の整備である。平成 12 年に五箇

山 IC・福光 IC 間、平成 14 年には白川郷 IC・五箇山 IC が開通し、平成 20 年には全線が

開通したことで、名古屋方面から高山・白川郷・五箇山を経て富山・金沢方面に至る広域

移動の動脈が強化される。五箇山地域に限ってみても、五箇山 IC が上平地域に設置され

たことで、地域をめぐる観光客の流れにも少なからぬ変化が生じたと言える。

 現在の五箇山の観光客数は年間 80 万人以上となっており、高速自動車道の開通により、

観光バスだけでなく、マイカーを利用して訪れる観光客がより増加を見せている。また平

成 10 年に相倉保存財団、平成 18 年に菅沼保存組合が設立され、両集落での駐車場整備

にともなって、駐車時に保存協力金を徴収する仕組みが運用されるようになった。世界遺

産登録とインターネットの普及により、海外からの旅行客の姿がしばしば見られるように

なったのも近年の傾向と言える。しかし五箇山地域に宿泊しない通過型の観光客が多く、

日帰りもしくは旅程の中の一日で、五箇山を訪れるケースが多いのも実情と言える。

　平成 23 年からは、東海北陸自動車道を経由して氷見・高岡方面と名古屋を結ぶ高速バ

ス・きときとライナー（イルカ交通）が五箇山インター口に停車するようになり、個人客

［注 10］
当時の国鉄が、個人旅行客

の増大を目的として行った

キャンペーン。京都や奈良

といった有名な観光地では

なく、地方に点在する魅力

を発見することが、自分を

見直すきっかけとなるとし

たイメージ戦略で、旅行の

形態を当時主流であった団

体旅行から個人旅行へシフ

トする流れをつくった。
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のアクセスに寄与している。現在の五箇山地域内の公共交通機関は、高岡・城端と五箇山・

白川郷の間を１日４往復で運行される加越能バスに限られるが、海外も含めた今後の個人

客の増加を視野に入れるならば、五箇山地域の観光資源を結ぶ二次交通を充実させること

も、今後の重要な課題と言えよう。

　また広域合併による南砺市の発足により、平成 22 年からは「南砺里山博」の一環とし

て五箇山でのイベントが実施されるなどの試みも見られるが、今後は平野部を含む地域間

の連携による取り組みも、新たな観光の可能性を切り開くものと思われる。

結びにかえて
　五箇山は名実ともに「秘境」であったが、その独自の風景や生活文化の魅力に惹きつけ

られてきた人々は、戦前から存在した。はじめは一部の研究者や愛好家の対象であったも

のが、戦後にかけて、一般の人々にとっても観光地として認知されるようになっていった。

史跡指定後の昭和 40 年代から 50 年代にかけては、そうした観光地づくりの一つのピー

クをなしたと言える。当時の観光地づくりが、宿泊・体験などの施設（インフラ）整備を

中心としたものであったとすれば、世界遺産登録後から現在にかけては、むしろ保存協力

金などの仕組みや、両集落で冬に行われているライトアップなどのプログラムに重心が移

るようになっている。それは団体旅行から個人旅行へ、また日本社会そのものが、量的拡

大から質的充足へと、人々のニーズにしたがってライフスタイルを変化させてきたことと

も関係している。近年はスローライフや LOHAS といった、地産地消や環境志向を取り入

れたライフスタイルが人気を集めている。インターネットが国を超えてさまざまな情報へ

のアクセスを可能にし、地域を支える主体も、さまざまな結びつきによるコミュニティ・

団体が、公的役割を果たすようになりつつある。こうした動向を敏感に察知し、新たな仕

組みやプログラムを取り入れながら、既に五箇山に存在する物的資源をいかに「活かす」

あるいは「使いこなす」か、という発想が、持続可能な観光を実現する上で不可欠であろう。

　また観光地の発展にとって、交通網の整備は密接な関係を持っている。観光地としての

非日常性から捉えるならば、五箇山の本質的な特色であった「秘境性」が失われるという、

相反する作用も及ぼし得る。昭和 59 年（1984）の五箇山トンネルの開通、そして平成

20 年（2008）の東海北陸自動車道の全通は、その意味で大きな転換点と言え、近い将来

には北陸新幹線が開業する。そうした中でも、「五箇山らしさ」と言えるもの、それは環境・

風景であり、伝統文化であり、それを支える人々のありようにも見られるが、それを丁寧

に確認しながら、訪れる人々に十分に伝えられるような取り組みが、「何度も訪れたい地域」

として多くの人々に認知され、日本が誇る世界遺産地域としての五箇山の質を高めること

につながるだろう。

（大森文彦・永瀬節治）
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