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主な取り組み
五箇山の合掌造り集落（相倉集落・菅沼集落）は平成７年に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」として世界文化遺産に登録されました。そして、平
成 16 年に町村合併により「南砺市」が発足し、それとともに世界遺産の二つの集落は、「南
砺市民の誇り」となりました。
今年度、世界遺産登録 20 周年という節目を迎えるにあたり、あらためて地域の誇りであ
る五箇山の合掌造り集落に眼を向け、ともに考え、ともに守り、ともに後世にひきつぎ、そ
の魅力を広く国内外へ発信し、地域の活性化を図るため、南砺市と富山県、そして地域団体
や地域住民のみなさんと連携協力し、「我らがつなぐ合掌文化」をメインテーマに各種の 20
周年記念事業を推進しました。

１

世界遺産アカデミー文化講座

（１）プレ講座「世界遺産五箇山がやってくる！」の開催
○実施日

平成 27 年５月 30 日（土）、31 日（日）

○実施場所

神奈川県

川崎市立日本民家園

五箇山から合掌造り家屋３棟が移築されている川崎市立日本民家園を会場に、五箇山の文化・建築・民謡・暮ら
しについて楽しく学べる文化講座を両日開講しました。30 日には南砺市、川崎市の両市長参加での記念式典を開催
したほか、五箇山民謡、五箇山の獅子舞の特別披露、来園者も交えた参加者全員での「こきりこ総踊り」を行うなど、
両日とも多くの来園者に世界遺産・五箇山の文化にふれていただき、両市の絆を深める事業となりました。

（２）世界遺産・越中五箇山合掌文化講座
首都圏の知的感度の高い方々を対象に、世界遺産・五箇山の文化について学ぶ全３回の講座を東京都千代田区「ス
テーションコンファレンス万世橋」で開催しました。また、講座の総仕上げとして、10 月に五箇山において地元住
民と交流しながら合掌文化を学ぶフィールドワークを実施しました。
第１回

8 月６日（木）
テーマ 「五箇山文化と民謡」
講師 越中五箇山こきりこ唄保存会 岩﨑 喜平 氏

第２回

8 月 27 日（木）
テーマ 「五箇山の歩みと文化」
講師 早稲田大学教育・総合科学学術院教授 文学博士 宮口 侗廸

第３回
第４回

9 月 10 日（木）
テーマ 「合掌造り民家」
講師 横浜国立大学理工学部建築都市・環境系学科教授 大野

敏

氏
氏

10 月 30 日（金）、31 日（土） テーマ 「五箇山でのフィールドワーク」
内容 実際に五箇山合掌造り集落を訪れ、現地の人・文化に直接触れる
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２

五箇山民謡祭

○実施日

平成 27 年６月６日（土）

○実施場所

五箇山合掌の里、菅沼集落

「民謡の宝庫」である五箇山の地において、五箇山民謡をはじめ、県内外の民謡民舞（全 21 団体）が一堂に会す
る規模の大きな祭典として開催しました。あわせて、同会場において「うんまいもん市」を開催し、手打ちそばや
山菜、五箇山豆腐など地産の食材の提供、五箇山和紙の紙漉き体験や五箇山民謡の楽器体験、五箇山民謡の歴史や
魅力を解説したパネル展示を実施しました。

３

ツーリズムＥＸＰＯジャパン出展

○実施日

９月 24 日（木）～ 27 日（日）

○実施場所

東京ビッグサイト

世界最大級の旅の祭典「ツーリズムＥＸＰＯジャパン 2015」に出展し、世界遺産登録 20 周年を伝え、世界遺産
の魅力や観光情報等を発信しました。また、北陸飛騨３つ星街道誘客推進協議会で構成された金沢市、高山市そし
て白川村と連携し、広域による観光ＰＲも実施しました。

４

相倉合掌の里美術展・もう一つの五箇山展

○実施日

10 月２日（金）～ 12 日（月・祝）

○実施場所

相倉集落

旧高桑家、旧水口家

市有合掌造り家屋「旧高桑家」において、県内作家６名による五箇山をテーマにした作品展を開催し、同じく市
有合掌造り家屋「旧水口家」においては、合掌造り集落の変遷をたどる写真パネル展示と、上平小学生のふるさと
学習「五箇山タイム」の作品展示並びに和歌山大学永瀬ゼミの五箇山に関する研究報告パネル展示を実施しました。
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５

茅の刈り取りと植栽体験事業

○実施日

平成 27 年 10 月 24 日（土）

○実施場所

タカンボースキー場

タカンボースキー場のゲレンデにおいて、地域の住民や、小・中学生らが参加し、小茅の植栽と、５年前の 15
周年記念事業の際、同地において植栽し、立派に成長した小茅の刈り取りを実施しました。

６

記念フォーラム

○実施日

平成 27 年 10 月 24 日（土）

○実施場所

平若者センター春光荘

市民によりいっそう南砺の「たから」である、世界遺産への理解を深めていただくとともに、郷土への誇りと愛
情を育むきっかけとするため、記念フォーラムを開催しました。
※詳細は 6 頁から掲載

７

世界遺産登録 20 周年記念式典・祝賀会

○実施日

平成 27 年 10 月 30 日（金）

○実施場所

五箇山合掌の里

世界遺産登録 20 周年記念式典・祝賀会には、相倉集落、菅沼集落のみなさんをはじめ、富山県知事、南砺市長、
前ユネスコ事務局長、ユネスコ諮問機関イコモス副会長、白川村長のほか多数のご来賓、地域住民の皆さんが参加し、
20 周年を祝うとともに、世界の宝であり誇りでもある五箇山の合掌造り集落を次世代に繋いでいくための決意を新
たにしました。
また、サーブルドール騎士団日本支部の皆さんがお祝いに駆け付け、式典に華を添えました。
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８

世界遺産ライトアップ事業

20 年前に世界遺産登録決定の吉報が届いた「12 月７日」から、
正式に世界遺産に登録された「12 月９日」までの３日間にかけて、
世界遺産登録 20 周年連携ライトアップ事業を実施しました。７、
８日は相倉集落と菅沼集落､ ９日には荻町集落も五箇山とあわ
せてライトアップを実施し、３集落連携によるライトアップは
20 周年を飾る特別な日となりました。

９

世界遺産白川郷・五箇山の合掌造り
集落の解説パンフレットの作成

平成７年の世界遺産登録時に作成した３集落共通の解説パン
フレットを、20 年の経過をふまえ刷新し、合掌造り集落の最新
の情報を広く一般に情報発信しました。今後も世界遺産に対す
る理解促進の一助として活用していきます。（日本語、英語、中
国語の３種類を作成）

10 世界遺産白川郷・五箇山の合掌造り
集落共通ホームページの作成
これまでは、３つの合掌造り集落の情報は各管理者により個
別のＷｅｂサイトにて情報発信されていましたが、共通のポー
タルサイトとなるホームページを作成することで、見る人にわ
かりやすく、効果的に 20 周年記念事業をはじめ３集落の情報を
発信しました。

11 世界遺産解説多言語対応ガイド
アプリ開発（日本語、英語）
五箇山の合掌造り集落への来訪者に対し、世界遺産の魅力を
さらに深く知ってもらい、満足度の向上につなげるため、世界
遺産を中心に五箇山の観光資源を解説するスマートフォンやタ
ブレット用のアプリを開発し、電子媒体による情報提供の充実
を図りました。
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白川郷・五箇山の合掌造り集落
世界遺産登録 20 周年記念フォーラム

「われらがつなぐ合掌文化」
開
主

催

催

概

要

世界遺産五箇山合掌文化アカデミー事業実行委員会
構成団体：富山県・南砺市・南砺市教育委員会・（一社）南砺市観光協会
南砺市商工会・相倉史跡保存顕彰会・越中五箇山菅沼集落保存顕彰会
（公財）世界遺産相倉合掌造り集落保存財団・菅沼世界遺産保存組合

開催日時

平成 27 年 10 月 24 日（土）13:00 ～ 17:00

会

場

平若者センター春光荘

内

容

１．世界遺産登録時記録映像放映
２．開会あいさつ
南砺市長

田中

幹夫

３．マスタープラン策定後の取り組み報告
文化・世界遺産課

課長

此尾

治和

４．記念講演「これからの世界遺産五箇山の保存と活用のあり方」
東京大学先端科学技術研究センター所長

西村

幸夫

５．発表「未来へつなげ！私たちの五箇山」

南砺市立上平小学校６年生のみなさん
荒井 琢真、 生田ひとみ、 池田真菜美、 井並
岩﨑 由意、 浦田 光野、 大瀬 丈翔、 久保
中田さくら、 鉢呂 雄太、 藤井 未悠、 村田
吉井 麻由、 和田 恵一、 和田 結香

優空
音乃
照英

６．発表「ぼくらの夏休み～れきしたんけんたい～世界遺産体験」
公益社団法人となみ青年会議所
小竹萌々花（鷹栖小５年）、大西立太郎（城端小４年）
髙島 亘平（庄東小４年）、石黒 晴琉（福野小３年）
大西陽菜子（城端小３年）
石黒 公一（公益社団法人となみ青年会議所）

７．パネルディスカッション
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開会あいさつ
本日は、富山県の川腰教育次長様、そして岐阜県の土井社会教育文化課長様、
また白川村からは倉教育長様はじめ関係の皆様方にお集まりいただき本当に
うれしく思っております。
先程、20 年前の世界遺産登録時の映像が流れましたが、私も利賀村でニュー
スを見ていた当時のことを思い出したところです。当時は、隣の村のことと
いうような認識を正直持っていました。それから 11 年前に南砺市が合併し、
そのとき世界遺産という財産が南砺市のものになった、わたしたちのものに
なった、ということが大きな印象として残っています。一方で南砺市民のみんなが、この素晴らしさ、
この文化の大切さ、集落を継承するための大変さ、を知っているんだろうか、このことをいつも問い
質しているところです。
今日、この白川郷・五箇山の世界遺産は、私達にとって観光のみならず暮らしの象徴であり、南砺
市のまちづくりの正に象徴であるべきだと思っています。
この世界遺産白川郷・五箇山に暮らす、そして今まで紡いできて下さった先人の皆様方の思い、そ
のことを子・孫そしてその先の世代へ繋いでいく。東日本大震災以降、色んな方々が口にされた、日
本の国が成長する中で大事な何かを忘れているのではないか、このことを考える大事な時期に 20 周
年の記念フォーラムを開催できましたことは大きな意味があると思います。
この世界遺産の集落を守り、次の世代に繋いでいく。今日が新たなスタートだと思います。南砺市民・
富山県民が一つになって、この地域から日本全国に、そして世界にこの素晴らしい伝統を、素晴らし
い歴史を発信していく、このことを皆様方にお約束をして私からの開会の挨拶としたいと思います。
南砺市長
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田

中

幹

夫

記念講演

「これからの世界遺産・五箇山の保存と活用のあり方」
東京大学先端科学技術研究センター所長

西 村 幸 夫

先生

【講師紹介】

明治大学助手、東京大学助教授を経て、1996 年より東京大学教
授、2011 年から 2013 年まで東京大学副学長、2013 年より現職。
この間、アジア工科大学助教授（バンコク）、MIT 客員研究員、コ
ロンビア大学客員研究員、フランス国立社会科学高等研究院客員
教授などを歴任。
専門は都市計画、都市保全計画、都市景観計画、市民主体のま
ちづくり論など。2010 年から 2013 年まで、南砺市五箇山世界遺
産マスタープラン策定のための母体「合掌造り集落の未来を考え
る会」の会長をつとめる。

この会場は五箇山世界遺産マスタープランの完成をお披露目した会場で
あり、また戻ってきたなという感じであります。今日はこれからの五箇山
を考えるために、今何をしなければいけないのかを私なりに考えてみます。
私が思うに一番大切なこととして、「五箇山を全体として考える」こと
だと思います。もちろん、合掌集落、合掌の建物が残っている所はそれほ
ど多いわけではありませんが、基本としての都市、ネットワーク、集落の
構造は変わっていないわけで、「五箇山でこういうものが生まれた」、「合
掌集落が生まれた」という地域全体が持っている価値をきちんと理解し、
もっと深く考える必要があると思います。

スライド 1

（スライド１）このように高い所から見ると、相倉も庄川流域の一つの集落

なので、一つのネットワークをもって地域が成り立っています。当たり前の
ことですが、得てして最近では忘れがちになっているように思われます。
（スライド２）こちらは富山県立図書館にある五箇山の絵図ですが、それ
ぞれの集落は江戸時代から村高の記録があり、今でも分かるわけです。そ
ういう集落は同じように今でも存在しているわけです。
こういう全体があり、さまざまな小さな谷から、そしてメインの所と支
流から成り立っていて、それぞれにそれぞれの地域の個性があります。そ
れは谷と農地の大きさによって村高が決まっていて、そしてそういうもの
のネットワークとして地域が成り立っています。
（スライド３）地形で考えると庄川流域には支流があって、全体として 4
つの小さな流域があり、そこに山があって丘陵があって砂礫段丘があって、
集落が位置づけられています。
（スライド４）そしてもう少しよく見ると、赤尾谷、上梨谷、下梨谷、小
谷という小さな谷に分かれています。それぞれ、大きい集落のあるところ
と、小さい集落のあるところに分かれます。濃い色の部分は規模の大きな
集落があるということで、いくつかの固まりがあるわけです。こうした地
図で見るだけでは、何故そこに集落があるのか余り実感がわきませんが、
ここにお住まいの皆さまでしたら地形の度合いをご承知でしょう。地形が
その後の集落の規模を決めています。実際に集落の部分と、まわりの農地
の部分の割合を考えると、それぞれ違うのです。大きく分けると一つ一つ
の集落、ここでは「大字」という言い方をしますが、農地が少ない集落は
村高が小さく集落規模も小さい、平坦な地形が多いところは農地が多く、
明治以前から村高も大きく規模の大きな集落があり、この地域の基本の構

スライド 2

スライド 3

スライド 4
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図をなしています。
（スライド５）そして明治以降もこの構図があまり変わらずに今まで残っ
てきたわけです。
インフラの変化も高速道路を除けばそうないので、江戸時代からの歴史
的な背景を色濃くもって、それぞれの地域でネットワークがあり、それぞ
れがそれぞれの地域で城端と結ばれていたわけです。山越えの道があり、
それぞれの地域の城端街道になっていたわけです。庄川で繋がっていく流
域としての集落のネットワークと、それぞれが山を越えて直線的に城端と
結びつく地域という両方の側面をこの地域は持っています。
（スライド６・７）この全体がバランスを持って経済的な共同体をなして
いました。したがって様々な大家族制や養蚕が入ってきて、大きな合掌造
りなどの建物の文化を共有していきました。そういうものが全体として意
味があります。それぞれが小さな個性をもち、それぞれが違っていて、互
いが小さなネットワークで結ばれています。そういう地域を皆さん自身が
対外的に情報を発信し、それぞれがそれぞれの形で地域を「思う」、
「見る」
ということが重要である、というのが１点目です。
そしてもう一つは、広く五箇山全体を見て、それぞれの集落をよく見る
と、今まで気づかなかった新しい物語が見えてくるのではないかと考える
わけです。今、我々が外部の人間として訪れると、皆さんもよく知るいく
つかの有名なストーリーがあるわけです。大家族があって、養蚕があって、
歴史のある建物があって、冬の暮らしがあって。それを越えて非常に多様
な物語がここに見えてくるのではないか。そのためには個々の集落を見つ
め直す必要があると思います。歴史的にもここ数十年で変わってきている
わけだし、もっと長い目で見るともっと変わってきています。それは個々
の現象としても分かるし、色んな人の話、記憶の中でも移ろってきている
ということです。

スライド 5

スライド 6

スライド 7

（スライド８）例えば、相倉の区長さんが保管している「相倉村山林等別

紙字限全図」という明治 11 年の文書があります。相倉の山林、耕地、宅
地の分布を示すものです。また、平村史から取ると昔から、村人は住まい
から奥山まで何段階かの環境として考えていたようです。「在所中」、「カ
イツ」、「近い山」、「遠い山」、「奥山」であります。そして、これを三つに
分けると、「ムラ」、農地を表す「ノラ」、「ヤマ」に分かれている。その面
積割合はそれぞれの地域で異なり、百姓持高にもそれぞれ差があるという
ことです。こういう集落のイメージを明治のはじめから、例えばこの場合
ですと相倉の方は持っておられたということです。
（スライド９）世界遺産マスタープランの相倉の図面で見ると、点線が旧
城端街道であります。地域住民の方はこれが旧城端街道であることをご存
知かと思いますが、果たして来訪者に伝わっているかというと、伝わって
いないのではないかと思います。旧城端街道というのは過去の幹線であり、
歴史的に非常に重要な道であることから、史跡になるときに「舗装しては
いけない」ということになっており、現在も未舗装の道なのです。ですから、
集落内を歩けば、相倉はほとんどが舗装された道ですが、この道は舗装さ
れていない道ということが分かるのです。そして、その街道に面して建物
のメインのエントランスが来るわけです。基本的に街道に面して建物の表
があり裏があります。そして後ほどもお話しますが、相倉は外の二つの地
区から移住してきた歴史があるそうで、街道沿いに割合本家が多く、裏に
分家が多いという仕組みになっています。
（スライド 10）これは 15 年前の街道の写真ですが、おそらく今も変わっ
ておらず、ここを歩けば相倉集落は何を背骨として成立してきたかという
ことが分かるわけです。そして、それぞれの地域がおそらくこういった構

スライド 8

スライド 9

スライド 10
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図をもっているはずです。その目で自分たちのまちを見ると、今は小さな
道になっているかもしれないけど、そこが地域の背骨となっているという
わけです。そうした目でこの地域を見直すと、どのように地域ができてき
たかが実感できるのです。そのことをまずは、住んでいる人が共有するこ
とが非常に大切なのではないかと思います。そして、それを来訪者の方に
も自然な形で伝えることができるとすれば、この地域に対するものの見方
も一歩進むのではないか。そういうことがこれからの五箇山のそれぞれの
集落に重要な第２の点だと思います。
（スライド 11） 今は集落の入り口に駐車場が整備されているので、来訪
者はこの舗装された道をまっすぐ進むわけです。残念ながらこの道は地域
の背骨ではないので、この道沿いに正面を向けて建っている建物はごく僅
かです。そうすると、この道を歩いてみて、この集落がどういう風にでき
て、どういう構図を持っているかというのは非常に分かりにくいわけです。
一軒一軒はヴジュアルに印象的なのですぐに分かるが、集落として見たと
きに、どうできて、どういう意味を持っていて、なぜそこにそのような向
きで建っているのかという風になるわけです。今すぐこの道を封鎖するこ
とはできないけど、少なくともこれは後からできた道で、ここを歩くこと
で物語はなかなか見えづらくなっているのだと。
（スライド 12） できれば駐車場から城端街道を歩いて町に入ってもらう
と、町の構造が見えるわけです。駐車場から舗装されたまっすぐ道を歩き
たくなるけれど、それならば帰りに砂利道の城端街道を歩いてみてくださ
い。行くときは現代の道かもしれないが、帰りは江戸時代の町をイメージ
しながら戻ってきてみませんか。そうすることで、この集落に関する理解
が格段に深まるはずです。おそらくその事が、この集落をどういう形で次
の世代に渡していくか、どういう所に何を建てないといけないか、また建
ててはいけないのか、すごく大きな基準になるはずです。この写真を見る
と、どこも無色透明な同じような農地にしか見えません。今のような見方
をすると、そこには違いがあります。ある種の空間的な秩序があって、空
間的な序列があります。そこを見つめ直すということです。

スライド 11

スライド 12

スライド 13

（スライド 13） 菅沼の場合は、日照を分析すると、条件が一番良い所に

は人が住んでいないのです。水害の恐れがあるという理屈なのか、農地の
方が大事だと考え一番良い所を農地にしたのか、もう少し調べてみないと
分かりませんが、あきらかに一番条件の良い部分がノラ空間になっており、
今は田んぼであり、昔は桑畑だったわけです。そして、集落を見ても、古
い時代からの本家の集落は外側にあって、内側に集落が伸びてきている事
が分かるわけです。そのように集落はある種の方向性を持っており、川側
からノラ空間、ムラ空間とあって、ムラがノラと反対側に伸びてきている。
そのように見ると、数件の建物がパラパラと、バラバラで建っており、秩
序も見えないし、合掌集落というだけで済ましてしまっていますが、そこ
にもう１歩、空間の意味、集落の意味、この集落が持つ豊かな過去の物語
を感じられるのではないかと思います。
（スライド 14） 菅沼はノラに近い側からヤマ側へ拡大している。昭和の
初めから 20 年代にかけてそういうことが起きていることがヒアリングで
分かります。そして、人口が減少してくる時代になると空き家が増えてい
きますが、空き家というのはこういう所に生まれてきているのです。これ
はあくまで事例なので、普遍的にここまで言えるかどうか分りませんが、
古くからいた本家筋が良い土地に、分家が少し離れたところに家を建てて、
それがもう少し人口が減っていく時に、条件の良い所にもう一度人口が集
約されつつある。それはそれで一つの物語なのかと思います。時代によっ
て集落が大きくなったり、小さくなったりというのはあると思います。日
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スライド 14

本の場合は、町と村の間に塀があったり、壁があったりしませんので、呼
吸をするように伸びたり縮んだりという事が可能なのです。このことは
ヨーロッパの町とは違うユニークな点なのですが、その法則性というのは
江戸時代からどういう形で集落ができてきたかに、ある程度依っているの
だと推測します。
（スライド 15） もう一つは物語を継承するということです。これは菅沼
集落の一風景ですが、この集落は川に凄く近い所でありながら、農地が少
なく、両側に山が迫っており、川が低い所を流れているので、水を取るの
が非常に難しい所です。この写真の水路も、庄川を渡ったずっと上流から
わざわざ水を取っているのです。水が生活するうえで、穀物にとって致命
的に重要で、いかに確保し、恵として利用しているのか大きな地域の物語
があるのです。普通であればここにため池をつくり、使うということが多
いのですが、ここは急峻な山であり、支流の川もないということで、水を
取るための条件が限られていました。だからこの水路は今では当たり前の
ように流れていますが、実は非常な努力の末にここまで引いてきて、それ
が今でも機能しているわけです。そこまでには大変な努力があるし、大変
な物語があるのです。そういうことを知って、それが今でも使われている
と思えば、ここの大事さ、単なる水路に見えているものが、実は凄く意味
がある、物語があるということを住んでいる人も思えるし、来る人にも伝
えられると思います。
（スライド 16・17） 例えば相倉の水系を模式的に描くとこういう形で水
系ができています。そこから、一戸一戸の建物がぶらさがり、それが一つ
の組をなしています。住んでいる人ならお分かりのことと思いますが、な
ぜこの家とこの家が同じ組なのか普通はなかなか説明できませんが、同じ
水系で綴じられたコミュニティができています。つまり、社会構造もある
種、こうした水とのネットワークの中にあるということなのです。
（スライド 18） また、相倉の中心部分には上梨からの分家と、中畑から
の分家が徐々に広がっており、上梨から分家してきた人たちは集落の西側
に同じ水系のもとに生活し、同じ組をなしています。水利の関係と村の要
職を担った家との関係を見ますと、西側から集落が進んで入ったのではな
いかと考えています。組と有力な家とがセットになる向がありそうだと。
（スライド 19） そして、それは他の集落でも言えることで、水系のもと
にそれぞれの組みが分けられています。単に見ると家がぽつぽつと建って
いる、この集落には合掌があって、ここにはないという風にだけ見られが
ちですが、集落には昔からのストーリーがあって、そのひとつの鍵は水系
にあるのだということです。例えば来訪者に「この水路には意味があるの
だ」と説明してあげたらどうでしょう。当たり前に見ていた空間が、新し
いまち、新しい集落として見えてくるのではないでしょうか。まず初めに、
住んでいる人がそうあってほしいと思います。
（スライド 20） このスライドでは、それぞれの谷に名前がついていて、
各集落別の組があります。明らかに枝の水路から分かれたところでそれぞ
れ組ができています。五箇山の集落はほとんどが同じ仕組みでつくられて
いることが分かるわけです。だから、五箇山を一体のものとして考えるこ
とに意味があるわけであります。
まずは、広いところから徐々に集落におりていって、集落の中で構成要
素を見ていくと、色んなものが見えてくるのです。
もう一つはまわりの自然をさらに深く理解していくことが必要です。み
なさんもお詳しいと思いますが、いろんな専門家の知恵、知識を借りると
より豊かな物語を描き出せると思います。
（スライド 21）これは菅沼ですが、背景には防災のための雪持ち林があっ

スライド 15

スライド 16

スライド 17

スライド 18

スライド 19

スライド 20
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て、集落があって、ノラがあって、川が流れています。これが完結した風
景となっており、今流行りの言葉でいうと「文化的景観」の典型といえます。
先程、市として「景観条例」を策定するとお聞きしましたが、景観という
のは人間が作る部分もあれば、自然が作る部分もあります。森は自然が作っ
ているものですが、森を壊さなかったのは人間なので、その意味では人間
が守ったものでもあるわけです。
先程も述べましたが、一番日当たりのいい場所を農耕地とし、そして住
宅が建てられました。水を遠くから引いてこれを安定し、桑畑は水田に変
わりましたが、同じような土地利用が何十年何百年と続いてきたというこ
とが言えます。したがって、これは人間が作り出した風景でもあるわけで
す。いなければこうなっていないわけですから、コンスタントにこれをや
り続けないと守れない風景なのです。雪持ち林には手を加えない「何もし
ない」ということもルールのなかでやってきたわけです。
普通に見ると綺麗で豊かな自然、素晴らしい景色であるとしか感じられ
ませんが、ここにはこの風景を成り立たせるための人々の営みがあった、
そういう目で風景を見ると価値も分かり、もっと大事なものに見えてくる
のではないでしょうか。
（スライド 22） そのことはすでに史跡の時代から考えられていたわけで
す。
これは史跡の範囲を示した図面ですが、これを見ると裏の山の部分、茅
場、雪持ち林などの場所が実際に分かるわけで、こういうマップがあれば、
来訪者が単に合掌造りの建物を飛び歩くだけではなく、もっと広いところ
に目を向けてもらえるのではないでしょうか。一軒一軒の建物が大事なだ
けではなくて、それを持つ広いところに、自然との関係の中で保たれてい
るからこそ、合掌造りも生き続けられているとこもあるので、そういう広
い目で見てもらえればそこに価値があることが分かるのではないでしょう
か。もう少し一歩、二歩踏みこんで地域を理解する、地域を説明する、そ
して地域の魅力を明らかにするということです。
（スライド 23） 五箇山に来る人は五箇山だけで帰るわけではないと思う
ので、ここから周りと繋げて、ネットワークの中で見ることが重要です。
今言ったことは他のどの地域でも言えることなのです。意味のある素晴ら
しい空間が周りに非常に広く広がっています。それが南砺市の強みです。
巨大な工場地帯があったらこういう事はできていないのです。巨大な駅が
できてまったく地域構造が変わっていたら、こういう事は成り立っていな
かったわけで、非常にゆっくりと地域が変わってきたのです。こういう事
が各所で言えます。そこまで広げて我々の仲間だとしてプレゼンテーショ
ンする、みんなで理解する、お互いの価値を認め合う、それは南砺市のな
かでも重要ですし、それを越えても色々な事を言えるのではないかと思い
ます。
例えば、これは日本を代表する散居村の集落ですが、一軒の農地はまと
めて持っていることよりバラバラになっていることが多いです。それは何
故なのか、決め手はないのですが、おそらくは危険分散なのだと思います。
一箇所にまとめてあれば耕作には便利ですが、そうはなっていないようで
す。そういった事は知らないと見えてこないのです。知らない人からする
と「農地ってこんなものなのかな」という風にしか見えてこないのです。
深く知ることで持っている意味がもっと分かるのです。ところが日本人に
はあまりにも当たり前すぎて、なかなかこの価値が見えないわけです。
でもどうでしょう。海外の人にそういうことを伝えてあげたら。海外の
人は、この写真を見て、この瞬間、この青々とした印象しか田んぼには持
たないのです。稲穂が黄金に染まる秋の写真を見せて、初めてこんなに違
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スライド 21

スライド 22

スライド 23

スライド 24

うと分かるのです。若しくは、田植えをした直後の写真を見せると、１年
でこんなドラマチックに風景が変わるのだと、その場で示すことができる
のです。日本人にとっては当たり前だが、まったく文化が違う人に説明す
ると、新鮮な発見だと思います。そのためにも今言ったような深い理解、
そしてそれを外に広めて行くべきなのではないかと思います。
（スライド 24） 特に南砺市は、市の中だけでも非常に多様な文化的な価
値があるところが多いわけです。これを仲間にして、いろんな所に行ける
のだと、もっと時間を費やして次はここに行こう、みたいなことを言える
本当に良い仲間。そしてここは白川郷とも繋がっているので、色んな形で
ネットワークをつくる。そして、普段普通の人が行かないような所も見ら
れるわけです。そういうことが必要なのだと思います。
（スライド 25） 世界遺産なので、もう１歩先に進んでいこうと、こうい
うことを通じて世界と繋がり、世界標準となることが非常に重要な事だと
思っています。
例えばこれは、五箇山の世界遺産のコアとバッファーゾーンですが、と
ても広いバッファーゾーンをもっているわけです。つまり五箇山全体を
守っているのだと、こういうことを来訪者にも分かってほしいし、伝えな
ければなりません。現在、五箇山の「景観条例」をつくる努力をしている
のだと。少なくともアジアの標準になりますし、そこから外に向かって発
信できるのではないか。そのことは色んな国のモデルになり得るのです。
（スライド 26・27） これはブータンです。現在、ブータンの文化財保護
法をつくる応援をしており、一番良く行っている海外です。素晴らしい景
観だと思います。ブータンも同じくらい価値があって、同じくらい素晴ら
しいのです。そこはやはり、一つストーリーをもった骨格となる道があり
ます。我々とは全然文化が違うが、立派な住宅があって、そのまわりが囲
まれていて、そして今言ったような物語があるわけです。ここの物語を詳
しく知れば、来た人は凄く納得してくれると思うし、そのことは海外の人
が五箇山に来て感じるのと同じ事のはずなのです。その時に同じくらいの
レベル、もっと凄い、日本はここまでできるのだというものを、見せてあ
げられれば世界標準になれます。小さな農村集落だけれど世界標準になれ
るのです。
そういうものを目指すべきではないか。五箇山は世界遺産なので、世界
に対して、ちゃんと五箇山を守っていって、五箇山を情報発信していって、
五箇山が世界のトップの基準になる責務があるわけです。
その責務というのは、先程から述べているここのローカルなことを深く
見て、理解して、理解を深めることと一体なのです。観光客に対してのプ
ロモーションだけではなく、地域を深く知り、物語にして語っていく、そ
れが一つのガイドラインになっていく。それがあるからこそ、意味があっ
て、意味の深い世界があります。そして他の国の人も本当の日本らしさと
して味わってくれます。そういうことを是非目指してほしいと思います。
そのことの先に観光があると思うのです。
深い地域理解を自信持って進めること、それが品質の高い観光にも繋が
りますし、それは「おもてなし」や「英語ができる」という世界ではない
のです。できなくてもいいのです。それより遥かに地域を分かっているこ
とが大事です。そういう道こそ五箇山のこれからの道だと思います。そこ
の基盤に立って、広がった観光や地域開発の話があります。自信をもって
進めていけば、おのずとそういう事になっていきます。
実はもう少しスライドがあるのですが、時間という事ですので、この後
のパネルディスカッションの中で議論していきたいと思います。ご静聴あ
りがとうございました。
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スライド 25

スライド 26

スライド 27

パネルディスカッション
●西村：それでは、まずは地元の方のお話を伺い、次
に外部の方からもお話を伺うという順番で進めたい
と思います。トップバッターは、相倉集落の中島さ
んお願いします。
●中島：今回は、相倉合掌集落の保全に向けた取り組
みとその現状と課題について発表したいと思います。
まずは、移住者募集プロジェクト「世界遺産に住ま
んまいけプロジェクト」です。
合掌集落は住民が生活してこそ価値のあるもので
す。ところが人口が減り空き家も増えており、祭な
どの文化の維持、集落の景観保持、冬期の除雪等が
困難になり相倉集落としての文化遺産を維持してい
くことが難しくなっていくことが危惧されていまし
た。その解決策として市の方からもお話をいただき、
私達青年会は、世界遺産を共に守る仲間を迎え入れ
る為、空き家への移住プロジェクトを３年前に実施
しました。
事業の流れを説明します。募集案内をしたところ、
国内外から 54 組の応募があり、まず書類選考を行い
ました。次に最も生活が過酷となる冬場に見学会、
住民との交流会を行いました。それを受け全住民へ
のアンケート、協議を重ね、新規居住者決定にいた
りました。単に移住ではなく、定住することが集落
の望んでいることであり、選考には段階を踏み、全
体を巻き込み慎重に行いました。また南砺市、永瀬

先生にもアドバイスをいただきました。結果、当時
茨城県つくば市在住であった相田さんご一家を新規
居住者に決めさせていただきました。
相倉生活３年目の相田さんご一家に、「相倉のここ
が好き」を聞きました。
まず自然の中で子供達がのびのびと遊べる。獅子
舞、民謡等の伝統文化がある。集落全体の景観が良
い。集落全体が大きな家族のような繋がりがありアッ
トホーム。ということです。
実は私も集落外から婿として相倉に入ったのです
が、まったくの同意見で、私自身とても満足して生
活しています。
相田さんご一家を受け入れた後の相倉の変化です。
集落内に子供の遊ぶ姿が見られるようになった。
同年代の集まる機会が増えた。獅子舞が活気づいた。
婦人会が活気づいた。などがあげられ、相田さんご
一家の移住が、集落の活性化に繋がったと実感して
います。
次に相倉の伝統の保全・継承の現状と今後の課題

パネリスト紹介（順不同）
◦稲

葉 信 子（筑波大学大学院教授）
文化庁在職時に白川郷・五箇山の合掌造り集落の世界遺産
推薦を担当。
東京文化財研究所を経て、2008 年より現職。登録からモ
ニタリングまで世界遺産条約の運営に関わる様々な仕事の
他、各国の世界遺産の保全のための国際協力事業に従事。

◦永

瀬

節

和

島 仁 司（相倉集落住民）
1980 年生まれ。高岡市出身。2011 年相倉集落の中島家
に婿入り。
平成 24 年世界遺産に住まんまい家 ( け ) プロジェクトに
チームの一員として参画。現在は相倉青年会会長。

◦荒

治（和歌山大学准教授）

2011 年より「南砺市五箇山世界遺産マスタープラン」の
策定にアドバイザーとして参画。南砺市伝統的建造物群保
存地区保存審議会委員。
（仮称）五箇山景観条例検討委員。
専門は都市計画、まちづくり、歴史的環境保全。

◦西

◦中

井 重 和（菅沼集落住民）
1972 年生まれ。菅沼集落において荒井建設合資会社を経営。
地域の公共および民間土木工事のほか、土産販売を行う。
現在は菅沼集落保存顕彰会運営員。

◦浦 田 謙 太 郎（五箇山へのＩターン者）

彦

（文化庁文化財部参事官（建造物担当）付 文化財調査官）
平成 8 年文化庁入庁。平成 16 〜 17 年度の国際文化財保
存修復研究センター（ローマ）派遣を経て、平成 23 年度
より今年 9 月まで記念物課世界文化遺産室文化財調査官。
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1969 年生まれ。東京都出身。自然豊かな土地での生活を
望み、鹿児島県トカラ列島スワノセ島、福井市を経て、平
成 25 年 3 月に五箇山の篭渡（かごど）集落に移り住む。
現在は富山県西部森林組合で主に山仕事に従事。
家族は妻と小 1 から中 3 まで 4 人の子供。家族で山里の
生活を楽しんでいる。

について述べます。
まず祭礼です。去年、相田家の長女笑那ちゃんと
中田家の長男颯君が獅子舞デビューし、実に 15 年振
りに子供の獅子取りが復活しました。また先月の 20
日には、相倉の秋祭りで 10 年振りに獅子舞が復活し
ました。10 年前、小学生が１人しかいなかった相倉
に今、小学生以下の子供が８人もいます。そして近々
地元の若者が奥さんとお子さんを連れて U ターンす
る予定があり、子供が 10 人になります。伝統の維持
継承は今後もみんなで共有していく課題ですが、こ
のように若手が多くなれば無くなっていた伝統を再
興することもできます。
次に、茅葺き屋根の保全についてです。相倉の周
辺には急な斜面が多く昔から茅場として利用されて
きました。新たに茅の保管庫を建てる計画も進んで
おり茅葺き屋根を保全する環境は揃っています。
しかし、茅場の管理や茅刈りは地元の保存財団に
委託しているものが大半で、住民がちゃんと管理出
来ているのは、３世帯のみというのが現状です。よっ
て、私達若年層がもっと積極的に茅の正しい知識、
技術・現状を学び受け入れていくことが重要な課題
であると言えます。今月 20 日から始まった茅刈りに
は青年会も順次参加しております。
以上のことから、地域の宝を守って行く為には、I・
U ターン者の定住促進による地域力のベースアップ
が必要であると考えます。また、伝統文化の保全に
は今まで以上にマンパワーによる相互協力が必要と
なります。先程申し上げた８名の子供たちは、I ター
ンの相田さんご一家、婿養子である中田さんご一家、
そして養子夫婦である私の家族の３世帯の家族の子
供です。このように外部から人が入っても、地域の
伝統文化を敬い、継承を担う責任を自覚しながら定
住することで、伝統の維持、地域振興に貢献はでき
るかと思います。しかし、私達が次に思うのは子供
たちが集落に帰って来てくれるのかということです。
そこで私は、I・Ｕターンの受け入れ体制を強化して
いく必要があると思います。それが私達の子供世代
にも繋がっていきます。相倉の青年会には U ターン
者が何人かいます。彼らに意見を聞くと、地元が好き、
地元で働きたいが職が限られる、求人自体も少ない
と答えます。地域への愛着があっても U ターンでき
ずにいる若者は多くいると思います。定住と雇用は
密接に繋がり、大きな課題となっています。そのよ
うな状況の中であっても相倉で暮らす日々は充実し
ています。豊かな自然、日本の田園風景、そして暖
かい人間性、私が４年前に婿として相倉に入った時、

右も左もわからない私をみなさんが助けてくれまし
た。今でもいろんな事を教えてもらっています。本
当に受け継ぐべきはそういうものだと思います。私
達若い世代も先輩達のように成長していきたいです。
そして、自分たちの子供にも相倉のことをどんどん
好きになってもらいたいと考えています。
●西村：小さなお子さんが増えたというのは凄いです
ね。地域の雰囲気も随分変わるでしょう。
●中島：朝から小学校へ登校する子供たちの元気な声
が聞こえ、集落内に活気があふれます。
●西村：
「住まんまいけプロジェクト」では 54 組も応
募があったわけですが、どういう形で情報が広がっ
ていったのでしょう？
●中島：市のほうからホームページ等で告知し、マス
コミの方々にも周知してもらいました。
●西村：まったく知らない人を受け入れることは、不
安な気がしますがそれは無かったのでしょうか？
●中島：応募者のみなさんには冬の集落を見学・体験
してもらい、集落住民との交流会にも参加してもら
いました。その中で、相田さんご一家が最も住民に
受け入れられており、今後も助け合っていけると感
じることができました。
●西村：雇用の問題は、どのような感じでしょうか？
●中島：最近五箇山でゲストハウスを始めたり、相倉
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集落では空き家を利用して和紙すき体験しており人

気がありますので、今現在取りこぼしているニーズ
があって、そういったところで、雇用を生み出せる
可能性はあるのではないかと思います。
●西村：観光客が増えているという実感はありますか。
●中島：今年のシルバーウイークでは、たくさんの観
光客で飲食店が「50 分待ち」の看板を初めて出した
そうです。
●西村：続きまして、菅沼の荒井さんお願いします。
●荒井：まずは、菅沼の茅場の保全の取り組みについ
てお話しします。４年ほど前から、茅場の保全に関
して集落として何か出来ないかと立ち上がり活動を
始めました。最初に茅場の維持管理を行っている、
富山県西部森林組合に茅場の再生や保全について話
を伺い、平成 24 年９月には NEXCO 中日本㈱と茅場
の下草刈りや茅刈り作業への協力について協定を結
びました。その後は毎年、たくさんのボランティアや、
茅刈りツアーを催し参加者に加わってもらって茅場
の保全に取り組んでいます。
今年３月には菅沼の茅場を含む、上平地域に点在
する茅場が文化庁の「ふるさと文化財の森」に選ば
れました。
これを機に多くの方に、合掌造り家屋だけでなく、
茅場や周辺の自然環境が世界遺産にかかせないもの
と認知されるように、そして茅場の保全活動に興味
を持ってもらえればと思っています。
その他の取り組みとしては、ライトアップや、地
元消防団と合同で行う一斉放水防火訓練などがあり
ます。
今日はこの日の為に、菅沼の住民の方にいろいろ
なアンケートを取ったのでお話したいと思います。
＊ ＊ ＊
Ｑ，10 年前と比べて世界遺産での生活環境はどうです
か？
（良くなった 12 人、悪くなった 1 人、変わらない
2 人、わからない 1 人）

今年は北陸新幹線金沢開業の効果により観光客が増
えたことから、このような結果になったと思われま
す。
Ｑ，世界遺産マスタープランは活かされていますか？
（はい 2 人、いいえ 0 人、わからない 14 人）
地域住民として検証するには、もう少し時間が必
要なのかと。どうしても、この様な結果にならざる
をえないのかなと考えます。
Ｑ，10 年後、観光客が今より増えていると思いますか？
（増える 4 人、変わらない 6 人、減る 6 人）
バラけた結果となりました。個人的には交通イン
フラの改善により今後も安定した入り込みはあると
考えていますが、希望的観測で増えると思う方と、
今がピークだと思われる方がおられるのではないか
と思います。
Ｑ，近年、外国人観光客が増えているがどう思いますか？
（良い 4 人、良くない 6 人、何も思わない 6 人）
菅沼でもここ１、２年で急速に増えています。観
光客の増加は歓迎すべきことですが、反面、治安や
マナーについて心配の声も上がっています。
Ｑ，菅沼を訪れる方にガイドはこのままで良いと思うか？
（思う 14 人、思わない２人）
大方良いという意見ですが、最近はバスツアーに
ついたガイドさんなど外から来られるガイドが多
く、それぞれに解説の内容が違っていたり、許可な
く家の前で解説したりとマナーが悪いこともあるの
で、固定型の音声ガイドを設置すればという意見も
あがっています。
Ｑ，現状の屋根の葺替えや建物修繕等に対しての要望
や課題を聞いたところ、「引き続き行政からの支援が

良くなったという回答が多く、高速道路など交通
インフラの改善が観光客の増加、経済効果につなが
り、また自身が生活するうえでも通勤や買い物など
便利になったという点が大きいと思われます。
Q，10 年前と比べて観光地化されたと思いますか？
（はい 14 人、いいえ 1 人、わからない 1 人）
住民目線でどう感じているか質問しました。特に
− 16 −

必要。また、住民としても日頃から集落保全に積極
的に協力参加してほしい」、「高齢化が進む現状では、

集落の維持は難しいと思う。集落の形を守りつつ、
若い者や移住定住者の受け入れも考えていかなけれ
ばならない」という意見がありました。
Ｑ，今後の相倉集落や白川郷との交流関係について聞
いたところ、「３集落の交流を引き続き積極的にすべ
き」、「合掌造り集落の住民ならではの悩みや喜びを
共有することで集落の保全維持への意識が互いに高
まる」という前向きな意見があがりました。
最後にアンケートをしてみての個人的な感想です
が、菅沼は相倉や白川郷に比べると規模が小さく、
これ以上世帯数が少なくなると、独立した集落とし
ての維持が難しくなると感じております。では、ど
うするかという話になるのですが、集落の世帯数を
増やすための増築や、相倉のような移住者受け入れ
等の取り組みが出来ればいいのですが、集落内にあ
る家屋の数自体が少なく限られているので、かなり
の工夫が必要と考えています。
＊ ＊ ＊
●西村：外からの受け入れが困難とのことですが、世

けばある程度ガイドの平準化が出来ると思います。
●西村：住んでいる方のエピソードはみなさん感心が
あると思います。うまくそういうところを引き出せ
ればお互いにいいですね。
●西村：続きまして浦田さんは、Ｉターンで篭渡に住

帯数を維持するためには、具体的にどういう事が考
えられるのでしょうか。
●荒井：他集落であれば家の子供は、長男が家を継ぎ、
次男は近くに分家を建て集落が維持されてきたのが
普通の流れですが、史跡である菅沼では建物の新築
は無理です。空き家など使えるところは最大限活用
し、または菅沼に居住していなくても、菅沼の観光
業等に従事するなど関わりを持ってもらい、集落の
コミュニティに参加してもらう形でもいいと思いま
す。
●西村：史跡になると規制が厳しくなりますので、ど
ういう事があり得るのか、後ほど西調査官に聞いて
みましょう。もうひとつ、ガイドの件でいろんな営
業ガイドがあって、またボランティアガイドもある
となると、なかなか区別や仕分けが難しいような気
がしますが、どういう風に考えておられますか。
●荒井：ガイドさんにもそれぞれいろいろな考えがあ
ると思います。個人的な意見ですが、ガイドさんは
お店等にいる地元住民に話しかければいいと思いま
す。そうすればいいアドバイスをくれると思います。
自分の集落を悪く言う住民はいないし、理屈の通っ
たことを返答してくれると思います。無理に杓子定
規でガイドするのではなく、ガイドさんも地元の方
に気軽に声をかけて、お互いに情報の共有をしてい

んでおられるとのこと。よろしくお願いします。
●浦田：
「世界遺産にすまんまいけプロジェクト」で見
事落選しました浦田です。現在は森林組合で主に山
仕事に従事しています。この時期は茅刈りの真っ盛
りで１年で一番の繁忙期です。天気がよければ土日
も仕事です。このフォーラムのおかげで一息つくこ
とができています。私が五箇山に移住して２年半が
過ぎました。私がどういう経緯で五箇山に来たか、
また五箇山に対してどういう印象を持っているかを
お話したいとおもいます。私は香川県生まれで父親
の転勤によりあちこちで育ってきました。高校から
は東京で育ってきましたが、いつか自然の豊かなと
ころで地に足の付いた暮らしがしたいという思いを
ずっと持っていました。ところで、今から 20 年程前、
真冬の白川郷に行ったことがあります。岐阜市から
電車とバスを３、４本乗り継ぎ、本当に同じ県内か
と思うほど遠く、たいへんな山奥でまさしく秘境だ
なという印象を受けました。築 200 年位の合掌造り
民宿に泊まり、将来はこういう所に住みたいなと思っ
たのをよく覚えております。当時はさらにその山を
超えた場所に五箇山があるという事は知らなかった
のですが、何の縁か今はこうして住んでおります。
東京での仕事を辞めて、福井に住んでいたのですが、
包装紙代わりに包んでいた新聞にあった「すまんま
いけプロジェクト」の記事を偶然見つけ、すぐに応
募しました。白川郷の記憶が蘇ったのと、世界遺産
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に住みながらその担い手となっていく事、家賃がす
ごく条件が良かったのでたいへん魅力を感じて応募
したところです。結果落選しましたが、希望者には
五箇山の他の集落を紹介してもらえると言うことで、
すぐに気持ちを切り換え、篭渡に受け入れてもらえ
ることになりました。移住続きの人生で初めて安住
の地を得たような気がしています。
篭渡には２軒の空き家があったので、落選者の中
からもう１世帯の家族も入りました。相倉に選ばれ
た相田さん家族を含め合計３世帯がこのプロジェク
トで五箇山に移って来ることが出来ました。この３
世帯と、その後に高草嶺集落に移住してきた１世帯
も含めると子供が 11 人、12 月にもう一人正真正銘の
五箇山の子供が生まれる予定があり、合計 12 人増え
たことになります。まずは子供の数で五箇山に貢献
できたかなと思っているところです。ちなみに篭渡
で赤ちゃんが生まれるのは 15 年ぶりとか 30 年ぶり
とかと聞いております。
私にとって五箇山に来て良かった事の第１位は、
子供の育つ環境です。今日の上平小学校６年生の発
表を見ても感じていただけたと思いますが、地域の
教育力が凄く高いということです。民謡や獅子舞、
スキーやバレーボールなど地域の方々にいろいろ教
えていただいております。地域全体で地域の子供達
を育てる気風があるように思います。子育ては１人
でするものではない、地域全体でするものだと、五
箇山に来て感じております。子供たちは五箇山人と
して、しっかりとした素養を育てていただいている
と思います。子供達にとって帰ってくる故郷が出来
たことが嬉しく感じております。
今年の夏、私の友人家族がデンマークから遊びに
来ました。日本人の妻とデンマーク人の夫です。デ
ンマーク人のご主人は相倉を見て何故ここが世界遺
産なのか疑問に思われたそうです。何故なら、デン
マークには７万棟の茅葺き屋根の家があるそうです。

茅葺きは日本独特のものかと思っておりましたが、
ヨーロッパではかなり多いようです。新築の家でも
茅で屋根を葺くことが多いようです。誰しも五箇山
と聞けば茅葺きの合掌屋根を思い浮かべると思うの
ですが、それが一番大事な要素であるのは確かだと
思うのですが、それだけではなくて、合掌屋根が広
く五箇山全体の文化のシンボルという言い方をして
もいいのかなと思いました。
ひとつ文章を紹介したいと思います。「村の魅力は
ひとえにそのたたずまいである。おこすのではなく、
むしろ静けさと成熟に本気で向き合いそれが成就し
た後にも「情報発信」などしないでそれを森の奥や
湯気の向こうにひっそりと置いておけばいい。優れ
たものは必ず発見される。「たたずまい」とは、その
ような力でありそれがコミュニケーションの大きな
資源となるはずである。未来のヴィジョンに関与す
る立場にある人は「にぎわい」を計画するという発
想をそろそろ止めた方がいい。」一部極端な言い方も
あるかと思うのですが、私自身は常にそこに帰るこ
とが出来る言葉です。私の好きな五箇山の姿として
一つあげたいのが、それは浄土真宗への信仰がある
ことです。集落の共同体として信心の実践がされて
います。多くの日本の仏教では現状として葬式仏教
になっていると思うのですが、ここでは信心が生活
に寄り添うようにして何か存在している。報恩講が
各家庭で営まれたり、若衆報恩講があったり、月々
のお参りがあったり、若い後継ぎのお坊様が各地区
におられたり、もし習慣的・形式的になっている一
面があったとしても何か人間を超えた存在に対して、
合掌をして頭を下げて祈るという行為が慎みや敬虔
さという五箇山のたたずまいに深みを与えているよ
うな感じがしています。
●西村：浦田さんのふるさと願望というのは浦田さん
固有のものなのか、まわりにも同じようにこういう
所に住みたいという方がいらっしゃるものなので
しょうか。
●浦田：私自身も判然としないところもありますが、
友人などが訪ねて来て五箇山に限らず以前に住んで
いた所も含めて何か郷愁を誘うものがあります。こ
れだけ高度化、分業化した世の中で、地に足をつい
た生活をしたい、自然に触れ自然の中で暮らしたい
という欲求はかなりの人が共有しているのではない
かと思います。
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●西村：職の問題もありますが、子供の教育、医療な
どが壁になると特に都会の人は思うのですが。
●浦田：医療に関して私は気になりません。以前住ん
でいた鹿児島の離島は人口が 50 人程でまったくの医
者のいない状況で何の問題もなく暮らしてきました。
●西村：教育のほうはむしろ地域の教育力とか地域が
育てるとか、放し飼いにしているほうがある意味、
ちゃんとした感性と社会的な感覚を持った子供に
育っていくような気がしますので、大事だと思われ
ているのですね。
●浦田：そういう面も含めて社会性が地域の中で育っ
ていくと思います。
●西村：雪はどうでした。普通はすごいと思ってしり
込みすると思うのですが。
●浦田：１年目は幸い雪が少なく拍子抜けしたくらい
でしたが、去年は多くて４回ほど屋根雪降ろしをし
ました。篭渡に来て良かったのは、おじいちゃんお
ばあちゃんと触れ合い保存食を教えてもらったり、
雪掻きの仕方を教えてもらったりして対応出来てお
ります。住めば何とかなると思っております。
●西村：来られた時には、職のことはどのように考え
ておられましたか。
●浦田：私が私の親であればなんと無謀な事をするの
かと叱り飛ばしたかもしれないのですが、子供４人
をかかえて夫婦無職で来て、でも幸い森林組合に勤
務し、妻は五箇山の堅とうふのお店で仕事を得てい
ます。何とかなりました。
●西村：何とかなるということですね。ありがとうご
ざいます。ここからは外部から五箇山に関わってこ
られた方です。永瀬さんお願いします。
●永瀬：和歌山大学の永瀬と申します。西村先生といっ
しょに平成 23 年からマスタープランの策定のお手伝
いをさせていただいた時から頻繁に五箇山に通うこ
とになりまして、今もおつきあいさせていただいて
おります。伝建地区の運用とか、景観条例策定のお
手伝いもさせていただいているという意味では、保
全に関する仕組みづくりが元々の入口だったのです
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が、実際には観光学部におりまして、今年五箇山の
観光客の調査をさせていただきましたので、まだ十
分に纏めきれていない部分もありますが、結果をご
紹介しながら考える素材が提供できればと思ってお
ります。
マスタープランの３つの柱の一つには、「世界遺産
の保護と生活・観光が互いに共存して互いの質を高
めあうような地域環境を実現する」とあげておりま
す。近年観光客は非常に増えています。世界遺産登
録以降、また高速道路が開通した事などの影響もあ
ります。一方で地域の人口は史跡の登録後もどんど
ん減り続けているという状況があるわけです。地域
の生活に観光がどれだけ本当に貢献しているか考え
る必要があり、そして良い仕組みを考えなければな
らないと思っております。
実際に今、相倉と菅沼にどういう観光客が来てい
るのか、ゴールデンウイークとお盆前に調査しまし
た。どちらもハイシーズンで２日～３日調査し、相
倉で 250 人程、菅沼で 200 人程の回答を得て分析し
ました。回答者の９割近くが県外の方で居住地は関
東が多く、次に東海、近畿となっています。他の観
光地から見れば非常にうらやむような多用の方々が
来ておられます。また、宿泊の有無と聞くと９割以
上が日帰りです。そして、五箇山には村上家やくろ
ば温泉など色々と観光スポットがあるわけですが、
相倉・菅沼両集落を訪れた多くの方は、世界遺産の
集落しか見ていないことがわかります。特に観光に
携わっておられる方は実感されていると思います。
あと、五箇山以外ではどういう場所に立ち寄ってい
るかの質問には、白川郷とあわせて見ているという
方が非常に多く、高速道路や新幹線効果もあるのか
金沢や高岡という方が多いようです。
また、集落にどれくらい滞在されているかと聞き
ますと、だいたい１時間未満の方が半数から４分の
３程度という結果でありました。西村先生のご講演

にもありましたが私も、元々の街道筋をもっとアピー
ルしたほうが良いのではないかと思っております。
そこで来訪者の歩き方のスタイルを見る為、通行量
調査を行いました。朝の９時から午後４時までのトー
タルですが、圧倒的に中心の道の折り返しに集中し、
展望台に行かれる方も多いですが、旧道を通られる
方は僅かです。集落の良さをどこまで実感していた
だけているか、まだまだ考える事が多いと思います。
相倉集落の魅力は何ですかの問いには、一番多い
のは合掌造りが特徴的なその外観。次に山村の雰囲
気や季節観、自然風景、あと生活感があるのが良い
という意見が上位をしめております。また、もっと
いろんな体験をしてみたい、ガイドさんに案内して
もらいたいという需要があることも分かりました。
観光地としてどうですか？改善すべき点はありま
すかの問いには、特に気になるところは無いという
意見が多かったのですが、細かく見ると、サインが
分かりにくい、集落が小さいので見どころが限定さ
れる、お土産屋や飲食店が少ないという意見があり
ます。一方で、観光地化されすぎているのではない
かとの意見もあり、この矛盾した要求にどう答えて
いけばいいのか検討が必要です。
ここに人が住んでいる事はご存じでしたかの問い
には、訪れて初めて知ったという方が約４割と意外
と多くおられました。そこがきちんと伝えきれてい
ないかなと感じました。
ここの生活文化・歴史を理解できましたかの問い
には、良く理解できた、ある程度理解できたという
方が、２／３以上おられました。
集落保全への協力に対しては、大半の方が協力し
たいという結果がでました。
最後に簡単なまとめですが、小さな世界遺産集落
だけで観光客を受け止めるには限界があります。世
界遺産が五箇山の象徴、シンボルになるということ
はあると思いますが、バッファゾーン全体にどうやっ
て来訪者の受け入れをしていくか、しっかりと考え
るタイミングに来ていると思います。五箇山には多
様なポテンシャルがあり、そういった事をどのよう
に知っていただくのか、ゆっくり滞在していただく
のか。五箇山は白川のついでに来るのではない。そ
ういった魅力をどういった形で打ち出していけるの
かということです。浦田さんの話にもありましたが、
生活とか定住に結び付くような観光のあり方をもう
少しきちんと詰めて、これから考える事でうまく来
ていただいている状況を活かさなければならない。
これからもみなさんと議論しながらいろいろと詰め

ていきたいと考えているところです。
●西村：回答者はフリーの観光客が多いのですか。ツ
アーの観光客ですか？
●永瀬：今回のアンケート
では、フリーで来られた
方が多かったです。ツアー
のお客様は少数です。
●西村：海外の方はどうで
すか。
●永瀬：アンケートは日本
人のみを対象としましたが、外国人観光客のカウン
トはしました。日中も姿が目立つのでたくさん来て
いる感じはありますが、２、３割といった状況では
ないかと思います。
●西村：ありがとうございました。最新の状況を報告
していただきました。それでは、稲葉さんは 20 年前
の世界遺産になる時に活躍された方です。
●稲葉：私は 20 年前に世界
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遺産申請のお手伝いをさ
せていただいて、今は海
外で話をする機会が多い
ものですから、日本の話
をする時にはいつも五箇
山の話をさせていただい
ておりますので、宣伝の
ような役割をしておりま
す。
当時は、文化庁におりましてこの世界遺産の仕事
を手伝っておりました。今日は白川郷・五箇山の合
掌造り集落と、他の日本の世界遺産登録と違うとこ
ろについて、少し思い出話をさせてください。
日本が世界遺産条約批准したのは平成４年になり
ます。その時に日本は暫定リストというものを作っ
て、その中にもちろん有名な法隆寺、姫路城、京都
の社寺、奈良の社寺は欠かさず入れたのですけれど
も、そこに日本の村、日本の農家が無いということ
をきちんと主張した専門家が文化庁の中にいたとい
うこと。それからこの登録は行政が行政の官僚的に
進めて行くものではない。個人の思いのこもった申
請になったということ。結果として世界遺産って何？

史跡以上に規制がかかったら困るというやりとりが
あったのは確かですけれども、申請書を作る時には
文化庁の中で、それぞれ専門家が関わってきちんと
中身を考えながら作っていたことを記憶の端にとど
めておいていただきたいと思っております。
五箇山は日本で６番目に世界遺産になりました。
最初の年に四つが同時に世界遺産になり、自然遺産
が二つと文化遺産が二つ、文化遺産は法隆寺と姫路
城です。その翌年が京都で、その次の年が白川郷・
五箇山の合掌造り集落でした。京都は府や市の大き
な行政が関わりまして、17 の社寺があるものですか
らそれなりに費用も力もあって出来たものです。し
かし、白川郷・五箇山合掌造り集落については地元
に負担はかけられないということもあり、申請書の
文章から図面まで文化庁の中で作ってきたものです。
日本から、村そして農家を世界遺産として記録にと
どめたいということ、そのための申請書は自力で書
くということをやってきました。その文章として作っ
た白川郷・五箇山の合掌造り集落の説明文がパンフ
レットの一番後ろにあります。建物の話に集中して
いますが、それなりに一生懸命考えて作ったもので
す。
もう一つ、思い出があります。当時は 12 月に世界
遺産委員会が開かれていました。お正月に近いもの
ですからいつも大手のテレビ局が特集番組を作って
くださっていました。12 月末にある大手のディレク
ターの方から電話があり、「五箇山が世界遺産になり
ました。住みながら保存することは難しいことです
よね。ご意見を伺います。」と聞かれました。そのディ
レクターの方はおそらく都会に住む方です。その人
がやはり東京に住みビルの中で仕事をしている私に
そう聞かれた時に、私はいったい何を聞かれている
のだろう？不満に対して、役所なので補助金のこと
を聞かれているのだろうかと思いながら返事をしま
せんでした。「それはあなたがどう考えるかですけれ
ども、あなたはそこに住んでいないですよね。」と答
えたような気がします。その後どんな番組が出来た
かは覚えていないのですが、その時から「住みなが
ら保存することは難しいこと」という疑問に対して
私は答えていない、それは不満なのか、そうではな
いのか、プライドなのか、そうではないのか、、たぶ
んそういうフレーズは存在しないのではないかと思
います。それを聞かれた時点で、この人は外の人だな。
あるいは、みなさんが外の方に対して質問として出
されているのかどうか、それ以来ずっとこのフレー
ズを考えております。

●西村：難しい問題ですね。先程の荒井さんの建物の
規制の話もありますし、この質問をそのまま文化庁
に投げると、現職の役人としてはなかなか回答が難
しいかもしれませんが、次に西さんお願いします。
●西：文化庁の西です。私
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の役回りとして世界遺産
のほうからと言うことで、
今年、明治日本の産業革
命遺産が紆余曲折もあり
ながら無事登録を果たし
ました。１年前に富岡製
糸 場、 そ の 前 に 富 士 山、
さらにその前に平泉とい
うふうにたくさんあります。日本の中には、まだま
だ世界遺産を目指しているところはたくさんあって、
富山県であれば立山砂防の重要文化財に指定されて
いる砂防ダムもあります。
世界遺産条約が出来てから 40 年とチョットです。
４年位前に 40 周年のイベントを京都で行いました。
制度と言うものは人間と同じでありまして、40 年位
経ちますといろいろガタも出てきます。制度として
随分難しくなってきた、疲れもみえるし、もちろん
新しい可能性も見えるということです。疲れとして
は、みなさんも最近よく聞かれるかもしれませんが、
世界遺産は随分政治化してしまった。もともとは、
物の価値をどうやって継承しようかという事をみん
なで議論していたのですが、そうじゃない部分もあ
ります。とよく語られるのですが、あえて言うとそ
れはたいした問題ではなく、もっと世界遺産の中で
本質的な課題としてみんな悩んでいるのは、世界遺
産の価値とは何なのだろう。世界的視点から価値を
考えることは本当に可能なのかということだろうと
思います。そういう意味では、五箇山は住民のみな
さんが住み続けてずっと継承してきた。これからも
それをしていくのだということ自体が、とても大事
なことだと思うし、それ自体が価値の一部だと思う
のです。世界遺産は、現在 1,000 件を超えています。
世界中のいろんなところから出てくる世界遺産なの
で 1,000 件位はあって当然と思うこともあるのです
が、共通の言葉で何が大事でどういうふうに守るべ
きか、どういうことはしてはいけないのか、どうい
うことは積極的にしようという事を相談・議論する
のは難しくなってきているのも確かです。
今の文化財制度は、史跡であるとか、伝建や重要
文化財であるとか、それぞれどう物を守るかという

対象によって分かれて、良いように出来ています。
そこには背後に暗黙の前提がありまして、どういう
人が持っていて、どういうふうに使い続けていくか
ということが、制度の長い歴史の中に反映されてい
るのではないかと時々感じることがあります。たと
えば重要文化財だと近代のビル等も指定をしますけ
れども、元々お寺であるとか神社というものがあっ
てそれをどうやって守るかということで長い歴史が
ある。すなわちお寺や神社であればよほど特殊な事
情がなければずっと基本的には同じ使い方をしてい
るわけです。
伝建はもともと住んでいる人達が、使い続けなが
らひたすら考えてきたという歴史があって、史跡の
場合は、こういう集落全体を史跡に指定している例
はあまりたくさんあるわけではないので、そういう
ときにどういうことを重視すべきか、どういうこと
を諦めるべきなのかと言ったことは、あまり知見が
たまっているかといえばそうでもないという気がし
ます。おそらく、そういうことは文化庁の史跡の担
当も分かっているので、相談を受けると個別に相談
をしましょうという事になると思いますが、個別に
相談とはまたくせ者で、東京まで行くには時間もか
かりますし、文化庁は何をいっているのかよく分か
らないという事もあると思います。なので、五箇山
では住民のみなさんがこうしたい、こうすべきだ、
こうしないと長く続かないじゃないかなど、そうい
う思いをマスタープランのような形で打ち出してい
ただいて、あえていうと文化庁にぶつけていただい
て、やり取りをしていくとなんとか道が見えてくる
のかなと思います。そういう意味ではマスタープラ
ン、あるいは管理の為の計画というのはとても大事
ですし、それはそれに従って淡々と管理をすればう
まくいくことだけではなく、どういうふうにすべき
かと必死に考えるプロセス自体にもあるのではない
かと考えます。
●西村：集落としての将来像が決まっていれば、そこ

りたいと答えました。今
回はそういう場の一つ
だったのかと思いますの
で、今まで関係された皆
様ありがとうございます。
今日本当に伝えたかった
ことは、開かれた住民性
です。集落のお父さん達
は自分の父親より厳しく
叱ってくれるし、すごく褒めてくれる、すごく温か
いところです。自分の 20 年、30 年後は、相倉のお父
さん達のような存在になることが大きな目標となっ
ております。今日は相倉に住んで、家族を含め、み
なさんへの感謝を述べる機会だと思っていたのです
が、うまく言えてない部分もあります。
●西村：今の言葉で十分伝わりますよ。ありがとうご
ざいます。それでは荒井さん。
●荒井：私は菅沼で生まれ
合掌造りの家で育ちまし
た。高校進学とともに地
元を離れ、その後、家に
帰って来た訳なのですが、
本音をいうと世界遺産を
守るというよりも自分の
家を守りたい、というこ
とからです。それが基本
で、生活のため世界遺産であり合掌造りであること
を有効活用し、いろいろな商売をしてきました。
こうした生活を守る一方で、子供達がその次の子
供達に 100 年、200 年、1000 年先まで世界遺産をい
かに継承するのか、が一番大切ではないかと思いま
す。もっと長期のことを考えて子供に伝えていかな
ければならないと思っています。
●西村：そうすれば自分たちのやるべき事も見えてく

の議論も含めて何か方法があるかもしれないという
ことですね。

るかもしれませんね。浦田さんどうでしょう。
●浦田：西村先生のご講演

●西村：それでは最後にみなさんから先程の補足でも
よろしいですし、まとめの発言をお願いします。
●中島：４年前、相倉に婿入りする際に今後の抱負を
聞かれ、今はまだ何も分からないが、先輩たちから
学んで相倉の良さを自分の口で伝えられるようにな
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の中で、地域をよく知る
事とありました。私もこ
の地域の事を、これから
も知っていきたいし、山
の 事 も 知 っ て い き た い。
森林組合での仕事は、山

林の保護や、景観の保全にも繋がると思いますので、
世界遺産・五箇山を守っていくことに少しでも貢献
できたらいいなと思っております。

思います。
●西村：南砺市と富山県、よろしくお願いします。そ
れでは最後、西さんお願いします。

●西村：新しい力になってください。次に永瀬さんお
願いします。

●西：文化庁の調査官は日本全国いろいろな所へ行っ
ていろいろな人と話をする機会があります。世界遺
産の担当になる前に何度か五箇山にお邪魔して話を
伺った時に、非常に印象深いのが、50 年位前の 38 豪
雪の頃の話でした。たった 50 年前と比べても今の五
箇山や、われわれの生活がいかに変わったか、たと
えば富山に出張に行って戻って来る日程だけをみて
も、本当に大きく変わったと痛感したのでよく覚え
ています。ですから、五箇山の良いところを伝えて
行くためには、これだけ大きく変わった周辺状況に
対応する以上は、いろいろ守るべきものもあるし、
変えていかなければならないこともあると思います。
そういう意味で、今日お話を伺って、地元のほうで
いろんなことを考えておられるのだなと、とても心
強い気持ちがいたしました。

●永瀬：今回は「五箇山のたから」で各集落から「た
から」を出してもらい、相倉・菅沼だけでなく五箇
山全体に魅力が詰まっていることを改めて実感しま
した。景観条例策定の話もありましたが、市の条例
として平・上平全体できちんとした景観計画を作ろ
うということを進めております。近々きちんとみな
さまにご報告する機会があると思います。規制がか
かるというよりは、地域の良いものを地域全体で残
し、受け継いでいく為の大きなきっかけになればい
いと思っています。
●西村：景観条例も次へのステップですね。稲葉さん
お願いします。
●稲葉：五箇山は史跡の指定の歴史が長いのだと思い

●西村：ありがとうございます。最後に私から一言。

ます。世界遺産の時に同時に伝建地区の選定もいた
しましたけれども、やはり伝統的に史跡の仕組みの
中で運用しておられるのだと思います。運用するの
は、人であるということですので、是非、国と話を
する時のコミュニケーション能力をしっかり付けて
いただきたいと思います。ちゃんと理解されないと
ピシャッと何かが閉じられてしまうことが大いにあ
ると思いますので、きちんと伝えられる事が大事だ
と思います。それであればどこかからか開けてくる
のだと思いますので、そこを培っていただきたいと

今日は上平小学校６年生のあの素晴らしい発表を見
たら、将来は明るいのではないかと安心した気持ち
があります。それに先ほど相倉のお子さんが、１人
が８人になり、今度は 10 人になる。このように子供
達が増えてきて、その子供達があのような素晴らし
いプレゼンテーションが出来る。なかなかこういう
地域は日本にはないでしょう。こういう所が大きな
目標となるのではないかと思います。世界の宝、そ
れは子供たちでもあるのだと思います。本日はどう
もありがとうございました。
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