南砺市五箇山

世界遺産マスタープラン
- 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 概要版
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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、平成 7 年（1995）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ました。
登録から 15 年以上が経過し、
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ます。
本マスタープランは、現在の地域の状況や、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す。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、世界遺産の保護を足がかりとした五箇山全体の持続可能な「地域づくり」を志向するも
のであり、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していきます。
＊「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」の呼称ですが、本マスタープランにおいては、
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します。

五箇山における世界遺産の概要

資産 ：世界遺産の登録範囲
・相倉重要伝統的建造物群保存地区

城端地域

・菅沼重要伝統的建造物群保存地区

福光地域

平地域

＊1

（1994 年国選定）

＊1

（1994 年国選定）

緩衝地帯 ：資産を取り巻く環境や景観を保全するため、
一定の利用・開発行為を制限する区域

相倉集落

【緩衝地帯Ⅰ種】

・国指定史跡 越中五箇山相倉集落（1970 年指定）

利賀地域

・国指定史跡 越中五箇山菅沼集落（1970 年指定）

菅沼集落

・五箇山県立自然公園（1973 年指定）

上平地域

【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」
＊2
（1994 年制定） において定められた平・上平地域の全域
＊1：相倉・菅沼の合掌造り集落は、白川村荻町集落と同様に伝統的建造物群保存地区
（伝建地区）が世界遺産の登録範囲となっているが、史跡の範囲と重なっており、
実際には世界遺産登録後も史跡制度のもとで集落の保全が進められている。
白川村
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＊2：当時の平村・上平村が制定。現在は南砺市の暫定条例。

平成 24 年 10 月

南砺市
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１

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、
全体の枠組みを整理しています。

本マスタープランの策定にあたり、将来へと守り受け継ぐべき、五箇山の合掌造り集落をめぐる３つの価値を掲げています。
１）現代に継承された、希少な合掌造り集落としての価値
相倉集落・菅沼集落は、合掌造り家屋をはじめとする伝統的建造物が、屋敷地・農地や道などの歴史的な空間構造とともに受け
継がれてきた極めて希少な例です。こうした集落環境は、史跡指定を受けた昭和 40 年代以降、大切に守られてきました。
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、国内の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り「生きた史跡」
とも呼ばれてきました。人々が住み続けることで維持されると同時に、生活感のある世界遺産であることも、重要な特色です。
３）合掌造り集落を育んだ五箇山地域全体の価値
合掌造り集落は、周辺の山林や茅場が建築材料の供給源となることで成立しています。また、五箇山の独特な風土の中で育まれ
た春祭りや報恩講などの伝統行事、こきりこや麦屋節といった郷土芸能は、現在も五箇山全体で受け継がれています。
これらの価値を地域において再確認するとともに、集落を取り巻くさまざまな課題を解消するような方策を、地域が一丸となっ
て編み出していかねばなりません。そこで、本マスタープランの基本的な指針として、以下の３つの柱を掲げました。
１ 「生きた世界遺産」としての

２ 空間・生活文化・自然環境の総体としての

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。

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
どの間で共有しながら、訪れる人々や、
次世代の担い手に伝えていく。
▲菅沼集落を雪崩から守る雪持林

▲相倉集落の春祭りの様子

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。

世界遺産の
担い手

保護

生活

「世界遺産の保護」「生活」「観光」の正の相互作用▶

資産および地域の
現状・課題

第２章
２・１
２・２
２・３
２・５

1
「生きた世界遺産」としての
合掌造り集落の価値を

茅場と伝統技術の維持継承

第4章

農地・山林の保全

４・１ 農地の保全・活用

2
空間・生活文化・自然環境の

４・２ 山林・樹木の保全

第5章

来訪者の受け入れ

五箇山の風土が育んだ複合的な資

第6章

緩衝地帯における景観保全

引き出し、地域全体で活かす。

６・１ 緩衝地帯の計画的保全
６・２ 緩衝地帯の資源把握と保全施策の実施

住民の生活空間としての合掌造り

３ 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。

５・１ 観光客の適切な誘導 ５・２ ガイド・展示の充実
５・３ おもてなしと交流の促進
５・４ 交通、駐車場のマネジメント

総体としての世界遺産の
価値を伝える

４ 産としての合掌造り集落の価値を

世界遺産の保護に関わるさまざま

５ な主体の連携・協力体制を構築し、

第7章

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

五箇山全体での取り組み

７・１ 伝統文化の継承、価値の普及教育
７・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・１ 行政における体制
８・２ 地域における体制
８・３ マスタープランの方針の具体化と検証

地域資源
新たな可能性

▲マスタープランの３つの柱と７つのテーマ（章）の関係
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登録資産

担い手を広げる。

緩衝地帯︵バッファゾーン︶

マスタープランの目標

善する。

対象区域

現状変更等の基準の明確化
保全の仕組みの拡充
防災対策の徹底
２・４ 雪への対策
空き家・定住等に関する取り組み

３・１ 茅場の維持、再生
３・２ 茅に関する情報共有と連携
３・３ 材料、技術の維持継承

合掌造り集落の保全をめぐる制度・

２ 施策・体制のあり方を見直し、改

地域への誇り

集落の保全と維持継承

第3章

磨き上げる

観光

登録資産

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、
１ 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。

おもてなし

７つのテーマ（２〜８章の方針・方策）

マスタープランの３つの柱

本物の価値

支援者
地域への愛着

２

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、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。

相倉集落・菅沼集落は、昭和 45 年に国の史跡に指定されて以来、家屋等については外観維持を基本としつつ、生活にも配慮し
ながら、史跡としての保存管理が行われてきました。今後は、史跡制度の運用の仕組みを住民に開かれた形に発展させるとともに、
防災対策や空き家の解消など、住民の主体的な取り組みを支えながら、集落保全の内容を充実させます。

２・１

現状変更等の基準の明確化

歴史的価値を有する集落を良好に保全するため、住民と行政
が十分議論を経た上で、物件の特性に応じた具体的かつ細やか
な基準を設置し、住民や建築・工事業者等への周知を徹底する。

２・３

防災対策の徹底

定期的な火の番回り、防火訓練を継続し、防火設備の維持管
理体制をあらためて整理するなど、防災対策に万全を期す。
（１）火の番回りの維持・継承

（１）物件の保存・修理・修景等に関する具体的な基準の設置

（２）防火訓練の周知・継続

（２）物件の特性に応じた現状変更等の基準の設置

（３）防火設備の維持管理

（３）基準の設置に際しての住民参加

（４）家屋等の耐震性能の検証と対策

（４）住民・建築業者等への基準の周知

（５）ハザードマップの整備と避難訓練の実施

２・２

保全の仕組みの拡充

史跡内の現状変更申請に際しては、事前に相談・協議する場
を設けるとともに、新たに「五箇山景観審議会（仮称）
」を設
置して審議する。また集落保全に関わる専門スタッフを継続的
に確保する他、行政と住民・関係団体の役割分担を明確にし、
景観に関する集落住民の自主的なルールづくり等を支援する。
（１）専門スタッフの継続的確保

２・４

（１）雪に関する知識の共有化
（２）道路の除雪に際しての行政措置
（３）屋根雪下ろし・排雪の支援

２・５

（２）設計相談・事前協議の実施と審議会の設置

雪への対策

雪害対策に関する知識の共有化を図り、除雪・屋根雪下ろし
等の支援体制を整える。

空き家・定住等に関する取り組み

空き家については、適切な維持管理・情報把握や活用等のマ
ネジメントを行いながら、居住者の受け入れ等により解消を図
り、集落保全の担い手を確保する。

（３）集落の保存管理主体の役割分担の明確化
（４）対象物件の特性に応じた適切な予算措置
（５）景観保全に関する自主的なルールづくり

（１）居住者の受け入れ等による空き家の解消

（６）史跡保存管理計画の改訂に向けた協議

（２）新規住民の受け入れに際しての支援
（３）空き家の維持管理と現状把握
（４）空き家の活用とマネジメント
（５）空き家の活用に際しての行政支援
（６）集落を支える人材の拡充
（７）建物・土地等の売却等への対策
（８）住民の駐車スペースの適切な確保

▲放水銃による消火訓練（菅沼集落） ▲豪雪時の様子（相倉集落）
合掌造り家屋

菅沼集落

相倉集落

庄 川

駐車場
神明社

瓦葺き家屋

地主神社

五箇山民俗館

相念寺

塩硝の館

土蔵

展望広場
駐車場

凡例 (1:5,000)

国道156号

N

0

50

西方道場
200m

100

＜伝統的建造物(建築物)＞
板倉

合掌造り家屋

旧城端街道

土蔵

瓦葺き家屋(旧合掌造り)

板倉

瓦葺き家屋(旧二階建て茅葺き)

その他

非伝統的建築物

（旧）五箇山青少年
ふるさとセンター

瓦葺き家屋

茅葺き家屋(非合掌造り)

＜非伝統的建造物＞

相倉民俗館1号館

相倉民俗館2号館

伝統的建造物群保存地区
史跡

▲相倉集落・菅沼集落の建築物の分類
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３

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。

五箇山の合掌造りの屋根葺きには、古くからコガヤが用いられてきました。相倉集落・菅沼集落には比較的まとまった茅場が形
成されており、集落、雪持林とともに史跡の範囲に含まれ、保存対象となってきました。しかし茅が不足する場合は県外からオガ
ヤを取り寄せて充当している現状があります。
今後は茅場の再生や新たな造成に取り組むことで茅の自給率を向上させるとともに、
茅に関する知識・現状を共有し、次世代に受け継いでいきます。また合掌造りに関わる伝統的な材料・技術の維持継承に努めます。

３・１

茅場の維持、再生

３・３

五箇山で採取されるコガヤを計画的に増産し、あわせて茅の
保管庫の整備、旧茅場の再生などの取り組み等を進める。

材料、技術の維持継承

伝統的な茅刈り、茅の葺き替え方法等を再確認し、維持継承
に努める。また、伝統的な建築材料を供給する周辺の山林の適
切な維持管理を行う。

（１）茅の自給率の向上
（２）茅の種類に応じた特性の評価と単価への反映

（１）伝統的な茅葺き方法等の再確認と維持継承

（３）茅の増産に伴う新たな保管場所の確保

（２）伝統的な屋根葺き材料の使用の推奨

（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

（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

３・２

（４）躯体修理に際しての部材の交換

茅に関する情報共有と連携

茅場の造成、維持管理、茅刈り、茅葺きについて、森林組合・
専門家・行政・地域団体間で情報や知識を共有する。また外へ
の情報発信や体験・交流活動を通じて支援者を広げる。
（１）住民、関係組織、行政の連携による茅場の維持管理
（２）行政各課の連携による茅場の造成・維持管理への支援
（３）茅に対する知識の普及と、支援者の確保

▲乾燥させたコガヤ（カリヤス）

▲茅の葺き替え作業

▲相倉集落の茅場
凡例 (1:20,000)

0

100 200

400m
N

伝統的建造物群保存地区

▲菅沼集落での茅場再生の取り組み

４

史跡

雪持林(伝建地区
の環境物件)

茅場(史跡)

雪持林(史跡)

▲相倉集落・菅沼集落の茅場の位置

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。

時代に応じて変化しながらも、集落の営みとともに存在し続ける農地は、農産物を住民と来訪者に供給する重要な地域資源です。
集落への雪崩を防ぐため大切に守られてきた雪持林は、豊かな自然環境を伝える貴重な空間ともなっています。集落の歴史的環境
を伝える上で欠くことのできない農地・山林は、現在も集落の営みの基盤となっており、適切な維持管理が求められます。

４・１

農地の保全・活用

４・２

歴史的資源である農地を、集落や関係団体、行政の連携によ
り適切に保全・管理するとともに、合掌造り集落の特色を活か
した農業への取り組み、体験交流などを通じて活用を進める。

（１） 集落内の樹木・樹林

（１） 農地形状の維持

地の保全

（２） 水田の維持・保全と活用

（２） 山林の多面的機能の

（３） 作付けが困難な農地の維持管理

保全

（４） 合掌造り集落の特色を活かした

（３） 山林の保全・育成の

農業による農地保全

ための連携

（５） 石垣・水路・道路等の維持管理
（６） 農機具保管庫の適切な整備

山林・樹木の保全

先人の生活の知恵を伝える集落内の樹木や樹林地を保全する
とともに、五箇山の景観の重要な構成要素である山林について
も、行政、関係団体等の連携により保全・育成に努める。

▲菅沼集落の水田

▲相倉集落の雪持林
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５

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。

国内外に広く認知される世界遺産には、多くの観光客が訪れます。観光客を受け入れることで、世界遺産の価値をより多くの人
に伝えることができる反面、集落の生活環境にとっては負の影響も与える場合があります。しかし、外からの来訪者の存在は、経
済的にも精神的にも地域に活気を与え、世界遺産保護への関心を深めてもらうことで、集落を支える力にもなり得ます。五箇山を
深く知り、繰り返し訪れ、地域の人々との交流を楽しむような来訪者を一人でも多く増やします。

５・１

観光客の適切な誘導

５・２

相倉集落・菅沼集落ともに、
歴史的資源を活かした回遊型ルー
トを設定し、住民生活や景観に配慮しながら、統一的なサイン
を設置する等により案内する。また五箇山全体に散在する観光
資源を一体的に情報発信し、関係団体の連携により適切に観光
客を受け入れられるようマネジメントを行う。

ガイド・展示の充実

資産の価値を充分に伝えるため、集落全体の歴史や空間資源
を伝える展示を導入し、施設の積極的な活用と設備の充実を図
る。また、人材育成等によるガイドの質の向上に努め、パンフ
レットやマップ等による観光マナー遵守、世界遺産に関する正
確な情報発信も促していく。

（１）相倉集落の散策ルート

（１）ガイダンス機能の充実

（２）菅沼集落の散策ルート

（２）集落全体の歴史や空間資源を伝える展示

（３）生活空間への配慮

（３）観光客のマナー向上のための方策

（４）集落内の統一的なサインの設置

（４）ガイドの育成と活用

（５）広域からの誘導

（５）世界遺産に関する正確な情報発信

（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

５・３

おもてなしと交流の促進

五箇山にあ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、店舗・民宿や展示施設は、気軽に佇める
空間を設け、住民も利用できるようにする等、交流を育む空間
として位置づける。
（１）小さなおもてなしの空間づくり
（２）商業に関する自主的なルールづくり
（３）交流空間としての位置づけ
▲相倉集落を歩く観光客

▲菅沼集落を歩く観光客

５・４

交通・駐車場のマネジメント

適切な駐車場マネジメントを行うことで、集落内の過度の混
雑を回避するとともに、駐車時の保存協力金についてはパンフ
レット等で趣旨の理解を促す。また観光客と住民生活との共存
が図れるような集落内道路のあり方を検討する。
（１）駐車場の適切なマネジメント
（２）保存協力金への理解の促進
（３）集落内道路の利用
▲集落を案内するガイド

６

▲相倉集落に植えられたコスモス

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。

平・上平地域に設定されている緩衝地帯（表紙の図参照）は、

６・１

緩衝地帯の計画的保全

相倉集落・菅沼集落を取り巻く平・上平地域は、一部が「五
箇山県立自然公園」、全域が「自然環境及び文化的景観の保全
に関する条例」による保全区域となっており、これらを活かし
ながら、より効果的な保全策を講じる。

世界遺産周辺の景観保全のために一定の利用・開発行為が制限
されるだけでなく、重要文化財の合掌造り家屋をはじめ、五箇
山地域を理解する上で重要な数多くの景観資源を含んでいま
す。これらを一体的に保全・活用していくことで、世界遺産を
取り巻く歴史的環境の価値を高めます。

（１）緩衝地帯Ⅰ種における景観保全
（２）緩衝地帯Ⅱ種における景観保全
（３）景観法に基づく景観計画への移行

６・２

緩衝地帯の資源把握と保全施策の実施

指定文化財以外の合掌造り家屋や歴史的遺構など、五箇山の
特徴を伝える多様な地域資源を把握し、積極的な保全に努める。
（１）指定文化財以外の合掌造り家屋の保全
（２）多様な景観資源の把握と保全施策の実施
▲上梨地区の合掌造り家屋

▲楮集落での石積み復旧の取り組み
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７

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。

合掌造り集落の価値と、世界遺産の保護に対する意識を、五箇山から南砺市全体へと広げ、市民の誇りとして次世代に伝えます。
また、世界遺産の存在を核としながら、生活文化の総体としての五箇山の価値を高めるため、総合的な地域づくりに取り組みます。

７・１

伝統文化の継承、価値の普及教育

７・２

相倉集落・菅沼集落はもとより、五箇山地域、さらに南砺市
民全体の間で世界遺産の保護意識を醸成し、子供たちに世界遺
産の価値を伝える教育プログラムを実施する。また郷土芸能や
報恩講などの伝統文化を次世代に継承し、多様な地域資源の記
録調査を蓄積する。

世界遺産を支える「地域力」の確保

世界遺産の存在を手がかりとして、集落保全や観光客の受け
入れ等に関わる雇用を創出し、生活・観光ともに利用できる交
通システムの充実、地域資源を活かした環境配慮型産業の育成、
定住の促進等により、地域力を確保する。
（１） 世界遺産の保護・情報発信・観光客の受け入れに関わる

（１）世界遺産の保護意識の醸成

雇用の創出

（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

（２） 公共交通の拡充による移動性（モビリティ）の向上

（３）次世代への伝統文化の継承

（３） 地域資源に根ざした「ものづくり」の再構築

（４）地域資源の記録調査の一体的な蓄積

（４） 五箇山全体での定住の促進

▲相倉財団による小学生の研修

８

▲越中五箇山麦屋節保存会の公演

▲五箇山を走る加越能バス

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。

８・１

マスタープラン策定に際して設けた議論の場や、既存の地域

▲五箇山和紙の紙すき体験

行政における体制

世界遺産の保護に関わる行政スタッフを充実させ、関係部局
の間での連携・協力体制を確保する。

団体、行政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、マスタープランに定めた内容を
具体的に実行していきます。

（１）庁内の関係部局による定期的な連絡会議の実施

▼史跡における現状変更行為申請の新たな仕組み（イメージ）

（２）世界遺産の保護に関わる行政スタッフと体制の充実
（３）文化・世界遺産課の役割

① 設計相談・事前協議

（４）その他の部局の役割

：既存の手順の明確化

助言
相談

申請者

申請Ａ

市 ( 専門スタッフ )
確認

通知

（通知）

（１）相倉集落・菅沼集落に関わる組織の役割分担と連携
諮問

南砺市教育委員会
（文化・世界遺産課）
報告
助言

（２）五箇山景観審議会（仮称）の設置

五箇山景観審議会 [ 仮称 ]

（３）五箇山地域会議（仮称）の設置

住民代表、地域の関係団体
学識経験者等

意見書

（４）外からの支援者の拡充
（５）白川村との連携

申請 B
通知

＋審議会の意見書
＋市の副申書

②審議会

富山県教育委員会

報告

許可
（通知）

８・３

＊

（生涯学習・文化財室）

助言

区長・顕彰会

申請 B

マスタープランの方針の具体化と検証

マスタープランの方針を分野ごとに具体化し、行政の予算措
置とあわせて、観光客や地域内外の協力を得ながら資金を確保
する仕組みを検討する。マスタープランは定期的に見直しを行
い、白川村と共通の方策については、具体化の際に連携を図る。

：第三者による客観的判断

＊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・
＋審議会の意見書
開発行為等についても審議。
＋県・市の副申書
申請 B

（１）各分野の方針の具体化
（２）資金の確保

申請Ａ ：市の許可を要する現状変更行為申請

文化庁

地域における体制

史跡の現状変更行為や緩衝地帯の開発行為等を審議する「五
箇山景観審議会（仮称）
」や、世界遺産保護のだけでなく、五
箇山全体の地域づくりについて議論する「五箇山地域会議（仮
称）
」を設置する。また白川村との情報交換・連携により地域
間の交流を促し、世界遺産集落外からも支援者を拡充すること
で世界遺産の支援体制を強化する。

相談

助言
相談
意見

許可

８・２

設計・工事業者

依頼

（文化財保護法施行令第５条第４項第１号による）

（３）マスタープランの定期的な見直し

申請 B ：文化庁の許可を要する現状変更行為申請

（４）白川村世界遺産マスタープランとの連携
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五箇山における合掌造り集落保全の歩み

国の史跡指定 - 世界遺産登録 - 現在

明治末期までの五箇山では、大半の住宅が合掌造りでした。

現在、平・上平地域の茅葺き建造物の葺き替えはすべて富山県
西部森林組合が行っています。

しかし、15 ～ 20 年ごとに茅の葺き替えを要するなど不便な
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

また相倉集落では、史跡内定後の昭和 42 年に「相倉史跡保

の社会生活の近代化の影響を受け、徐々に減少していきます。

存顕彰会」、菅沼集落では昭和 60 年に「越中五箇山菅沼集落

第二次大戦後はこの動きが加速し、事態を深刻に受け止めた

保存顕彰会」が設立され、住民による自主的な保存の母体となっ
ています。

国（文化財保護委員会）は、昭和 26 年 (1951) と同 31 年に

一方、昭和 50 年には伝統的建造物群保存地区（伝建地区）

白川郷と五箇山地方の民家の学術調査を実施し、同 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）

の制度が設立されたことで、以降は白川村荻町集落をはじめ、

が国の重要文化財に指定されました。これを契機に、平村・上

全国の歴史的町並みや集落の多くは伝建地区として保全される

平村では合掌造り家屋の価値が見直され、比較的保存状況が良

ようになりました。平成 6 年（1994）に相倉集落・菅沼集落

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

も伝建地区となり、平成 7 年、それらの範囲が白川村荻町集

されました。国においても、文化財としての指定種別が検討さ

落とともに「白川郷・五箇山の合掌造り集落」として世界遺産

れ、昭和 41 年に史跡に内定し、資料調査等を経て同 45 年に

に登録されました。
平成 10 年には「世界遺産相倉合掌造り集落保存財団」
、同

正式指定されました。
人々が生活する集落全体が史跡に指定された、全国でも数少

18 年には「菅沼世界遺産保存組合」が設立されています。こ

ない事例となった両集落では、住民生活を考慮しつつ、現状維

れらの組織の発足と、駐車場等の整備に伴い、駐車場を利用す

持を基本とした保全措置が講じられ、茅葺き屋根の葺き替えや

る観光客から保存協力金を徴収し、集落の保全に活用する仕組

建造物の修理事業等は、国・県・村（後に市）の補助を得て実

みが整えられる等、世界遺産の保護をめぐる体制は発展してい

施されるようになります。

ます。

昭和 48 年には平村・上平村が史跡の管理団体に指定され、
平成 16 年（2004）の町村合併後は南砺市が管理団体となり、
屋根の葺き替え等の大規模な事業を行っています。一方、雪囲
いや除排雪、周辺の草刈り等の日常的な管理、差し茅等の小規

▼相倉集落・菅沼集落における保全の歩み
西暦

和暦

月

1966

昭 41

３ 上平村が国に菅沼集落の史跡指定を申請

事

項

７ 平村が国に相倉集落の史跡指定を申請

模な修繕は所有者により行われています。なお屋根の葺き替え

相倉集落・菅沼集落が国の史跡に内定

は、かつてはユイ（結い）と呼ばれる集落住民の互助活動によ

1967

り行われていましたが、社会環境の変化により、昭和 40 年代

昭 42

平村が相倉集落で民俗館 ( 現相倉民俗館２号館 ) を開設

からは森林組合や建築業者が葺き替えを請け負うようになり、
昭和 31 年頃の相倉集落＊

１ 相倉史跡保存顕彰会設立

上平村が菅沼集落で五箇山民俗館を開設
1970

昭 45

1971

昭 46

1973

昭 48

12 国（文化庁）が相倉集落・菅沼集落を史跡に指定
平村が相倉集落で民俗館１号館を開設
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 52

12 平村が相倉集落保存管理計画を策定

1978

昭 53

３ 上平村が菅沼集落保存管理計画を策定

1985

昭 60

３ 越中五箇山菅沼集落保存顕彰会設立

1989

平元

７ 上平村が菅沼集落で塩硝の館を開設

1994

平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 平村が相倉集落を伝統的建造物群保存地区に指定

昭和 30 年代の菅沼集落＊

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７

12 「白川郷・五箇山の合掌造り集落」世界遺産登録

1996

平８

３ 平村が相倉集落の史跡保存管理計画を策定
上平村が菅沼集落の史跡保存管理計画を策定
12 相倉集落に地下埋設型格納庫を整備

1998

平 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 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

＊小寺廉吉氏撮影
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2006

平 18

12 菅沼世界遺産保存組合設立

2007

平 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 24

10 南砺市五箇山世界遺産マスタープランを策定

マスタープラン策定までの取り組み
年月日
平成 22 年

マスタープラン策定に関わる会議等の名称

平成 22 年〜平成 24 年
内

容

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

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
・従来の住民や行政の取り組み紹介
・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

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

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、

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

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

キンググループ」を発足させました。

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

バーによる「五箇山プロジェクトチーム」の

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

同年 7 月からは、相倉集落・菅沼集落でそれ

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

うち、前半はテーマ毎に現状・課題に関する

10 月 29 日
11 月 1 日

平成 23 年からは東京大学西村研究室のメン

平成 23 年

協力を得ながら作業体制を整えるとともに、
ぞれ住民会議を開始しました。全 8 回の会議

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

・
「世界遺産維持のための総合計画」（平成９年）の検証作業

意見交換等を行い、平成 24 年 2 月以降の後

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

半は、前半の議論を経て作成されたマスター

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

プラン素案をもとに議論を行いました。また

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

平成 23 年７月には、平・上平地域の若手の代

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

表者を集めた若手座談会、同年９月には、住

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

民会議の中間報告を兼ねた公開の「五箇山合

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

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

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」

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」

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

・
「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

五箇山プロジェクトチーム現地調査

・地域資源調査

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）」

12 月上旬

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。

８月下旬

菅沼住民会議

山県、文化庁からも助言を得ながら最終案を

合掌造り集落の未来を考える会

平成 24 年

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

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

五箇山プロジェクトチーム現地調査

・地域資源調査

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）

７月中・下旬
９月３日

相倉集落の住民会議

・
「素案（第三次）について（説明・協議）」

菅沼集落の住民会議
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