
第１回 なら歴史まちづくり推進協議会 議事録 

 

日 時：平成 26年 3月 19日 19：00～21：00 

場 所：奈良市役所中央棟 5階キャンベラの間 

出席者： 

区分 所属 氏名 備考 

委 員 学識経験者 

大阪府立大学 教授 橋爪 紳也 会長 

奈良女子大学 教授 瀬渡 章子  

奈良県立大学特任 教授 田辺 征夫  

奈良女子大学 教授 増井 正哉  

事務局 

奈 良 市 

奈良市都市整備部 部長 東井 素生  

奈良市都市整備部まちづくり指導室 室長 仲谷 裕巳  

奈良市都市整備部まちづくり指導室景観課 課長 至田 忠男  

奈良市都市整備部まちづくり指導室景観課 課長補佐 荻田 勝人  

奈良市都市整備部まちづくり指導室景観課 係長 佐々木伸夫  

奈良市総合政策部総合政策課 課長補佐 徳岡 健治  

奈良市観光経済部観光振興課奈良町にぎわい室 室長 立石 竪志  

奈良市教育委員会教育総務部文化財課 課長 中井  公  

奈良市教育委員会教育総務部文化財課 係長 山口  勇  

奈良市教育委員会教育総務部文化財課 主務 石田  淳  

コンサルタント 
株式会社スペースビジョン研究所 代表 宮前 洋一  

株式会社スペースビジョン研究所 研究主査 徳勢 貴彦  

資 料：次第 

    配席図 

    奈良市歴史的風致維持向上計画（素案）の概要 

    奈良市歴史的風致維持向上計画（素案）（序論・第１章、第２章） 

    奈良市歴史的風致協議経過 

    なら歴史まちづくり推進協議会スケジュール 

 

１．挨拶 

東井都市整備部長： 

 委員の皆様方には遅くからお忙しい中、ご出席いただき感謝する。平素は奈良市政にご理解、ご協力

いただき、またこの度「なら歴史まちづくり推進協議会」の委員を快くお引き受けいただいたことお礼

申し上げる。現在、奈良市では、歴史的建造物や町並み、また地域の人々の生活の中にある祭りや伝統

産業などが、高齢化や継承者不足などにより失われつつあり、これらを保存・活用する必要性に迫られ

ている。計画づくりは、景観部局、文化財部局、観光部局の各部局が連携して取り組んでいる。今後地

域の活性化、奈良の魅力の向上を図り、観光振興にも役立てていきたいと思っている。本日は、第 1回

目の協議会であるが、計画内容については、これまで国との協議を 3 回行ってきた。委員の皆様には、

本計画素案に対して幅広いご意見をいただきたい。ご審議の程よろしくお願いしたい。 

 

２．委員紹介 

－略－ 

 

３．会長選出 

佐々木係長：なら歴史まちづくり推進協議会設置要綱第 4 条の規定に基づき、会長を互選いただきたい。 



増井委員：コンサルタントの選定の際からお世話になっている橋爪委員を推薦したい。 

佐々木係長：ご意見はないか。 

（意見なし） 

佐々木係長：意見がないようなので、橋爪委員に会長に就任していただく。宜しくお願い致したい。 

 

４．会長挨拶 

橋爪会長： 

 最近新たにいくつかの委員を担当させていただいている。例えば宮島のある廿日市市の観光計画や京

都市の観光振興計画の策定に向けた委員会の座長を担当させていただいている。従来の歴史的な環境を

守ろう、文化財を守ろうということと、観光や地域の活性化は関係しており、世界遺産をもつ都市それ

ぞれにおいて取り組みが進められている。京都市で議論が出ているのは、京都の歴史的文化的な遺産を

東京の人が憧れて、観光に来た人の中で、老後を京都で住みたいという人が結構いる。人口減少期の中

で、より世界文化遺産があるから住民が増える可能性もあるのではないかという話をし始めている。従

来型の観光だけでなく、都市が魅力的な歴史的遺産を持っていることをいかに生かしていくのかは、幅

広く捉えることが良かろうと思っている。奈良も歴史的な町並みの整備を観光だけでなく様々な分野か

ら良い効果が総合的にでるような歴史的なまちづくりを進めていきたいと思うので宜しくお願いした

い。 

 

５．議事 

橋爪会長：奈良市歴史的風致維持向上計画の作業報告を事務局よりお願いしたい。 

徳岡補佐：（資料説明 －略－） 

橋爪会長：ご意見、ご質問あるか。 

国との協議の経緯を、どのような指摘を受けたかなども含めて、もう少し詳しく説明いただ

きたい。 

徳岡補佐： 9 月 11 日の最初の協議では、それぞれの内容は示しておらず、構成のみを示した。そのた

め、内容についての具体的な指摘はされていない。しかし、庁内の検討会議において、能楽

をどこに入れるべきかなどの議論をしてきた。そのなかで、生活の部分については、古くか

らの寺の行事も含め、全てが生活にあてはまることだろうという視点から、まんべんなく散

らした形に修正し、大テーマを 4 つから 3 つに変更した。そのため、11 月 28 日の協議の際

の構成では「生活」という言葉を消している。しかし、協議では、最終的に奈良町を重点区

域として想定しているのであれば、生活の部分をしっかりと示した方が良いという指摘を受

け、3月 4日協議の構成案のように、「豊かな生活を支える」という部分を出してきたという

経緯がある。また、一つ目の歴史的風致である社寺の行事に係る歴史的風致についても、庁

内において様々な議論があった。当初は「春日大社と南都七大寺」としていたが、「南都七

大寺」には何が該当し、それ以外はどう扱うのかといった意見もあり、「古都奈良を代表す

る大社寺」という表現に修正した。しかし、今度は「大社寺」とは何かという意見もあり、

現案のように「奈良を代表する祭礼・行事」という整理に落ち着いてきている。 

     3月 4日の協議で最も問題となったのは、「文学・芸術活動にみる歴史的風致」である。高畑

サロンが中心となって続く歴史的風致を位置付けようとしたが、同じような一連の活動とし

てのつながりがないという指摘を受けた。最初は志賀直哉らが文学活動をされて、それから、

それを受け継いだ形で様々な活動が展開される。写真や絵画があるが、同じ活動の一連の繋

がりがないという指摘を受けている。しかし、芸術という点では、文学も絵画も写真も同じ

であり、最近では河瀬直美さんの映画の舞台にもなっている。高畑の文学・芸術活動にみる

歴史的風致は特徴的であると思うので、十分に検討して位置づけていきたいと考えている。 

橋爪会長：緑色で示す「全体テーマ」の言葉が、11 月協議までは、「宗教都市・商業都市・観光都市」



とあるが、3月の協議では削除されている。国から指摘があったのか。 

徳岡補佐：指摘はなかったが、庁内で検討した結果である。 

橋爪会長：紆余曲折を読み解くのは難しいが、当初の案よりは整理されて分かり易くなったという見方

も出来る。一方で、特出しの部分が紛れてしまっている部分もあるように思われる。 

農水省からの指摘はあったのか。 

徳岡  ：農水省からの指摘はなかった。当初は、平城宮跡南側の農地の水路割が変わっていないこと

から、農の歴史的風致を位置づけることを考えていたが、それを示す資料が見つからないこ

ともあり断念した経緯がある。 

増井委員：最終的には重点区域を決めて、事業メニューがぶら下がってくることになるが、それをイメ

ージして歴史的風致を整理していると考えてよいか。 

     施策との関係をイメージしながら取捨選択して柱立てし、整理されていると思うが、事務局

として重点区域の範囲をどのように考えており、どのような事業をイメージされているのか。 

至田課長：旧市街地ということで、奈良町・奈良きたまちを対象と考えている。 

増井委員：西は旧の鹿柵の範囲ということか。 

徳岡補佐：鹿柵かＪＲ線のいずれかになると考えている。近世の奈良町絵図をベースに、北は奈良阪か

ら南は京終までを含む範囲で考えている。 

増井委員：重点区域を設定する際の論理立てをしていかなければならないと思う。 

徳岡補佐：そうである。計画で重点区域を設定する場合は、必ず文献等で示された区域に決められてい

る。また、奈良市では、これまで平成 4年に「奈良町にぎわい構想」を策定し、現在、新し

い「奈良町にぎわい構想」の策定に向けた取り組みを進めており、それに合わせた区域であ

ることが求められる。また、中心市街地活性化計画のエリアや、採択にはならなかったが、

申請した特区のエリアとも重なっている。市としては重点的な施策展開を図っていこうとす

るエリアであることに違いない。当然、奈良盆地東側の地域ばかりではないが、歴史的・文

化的な集積から見れば、奈良盆地の東側が重点区域に相応しいのではないかと考えている。 

田辺委員：奈良市の歴史に関わるものが全部書かれているだけで、基礎資料という感じしかしなかった。

最初から奈良町の特色を打ち出した方が良いのではないか。つまり、古代の奈良ではなく、

それ以降の奈良の歴史で残されている文化財や歴史的資産、継承されてきた産業が密接に関

わってきている。それが現在の奈良につながっているから、歴史まちづくりの対象になると

いうことをもっと全面に明確に打ち出した方が、施策で考えていることと一致するのではな

いか。どこに焦点をあてているのか分からなかった。 

増井委員：古代と切り離した方が良いということはよくわかるが、切り離す時に、奈良の特異性がなく

なるのではないか。 

田辺委員：説明としては必要である。しかし、古代に踏み込むと、現在策定の取り組みを進めている世

界遺産の包括的管理計画に抵触してくるおそれがある。歴史的風致維持向上計画は、明らか

に活用の方に重点がある。包括的管理計画は、「活用にあたって気をつけなさい」というこ

とを示そうとしている。それぞれの関係のなかでどのように位置づけるのかが重要である。

歴史的な説明文としては古代からの流れの中で説明する方が良いが、施策としてやろうとし

ていることが、奈良町と奈良きたまちであるならば、その歴史的独自性を全面に押し出して、

そこにある歴史的な特徴を出すことによって、鮮明に浮かび上がってくるのではないと思う。 

瀬渡委員：私も同じ意見である。今回は第 1章と第 2章までが資料として出されているが、重点区域の

設定や第 3章、第 4章を見ながら、落ち度がないのかを考えていく方が良いのではないかと

思う。計画対象は奈良市全域であるということなので、まずはそれを抑えることは大切であ

るが、どれも等しく書かれている気がする。 

田辺委員：今後の施策として奈良市全域を対象に展開できるようにという考えを持っているのであれば

分かる。焦点が定まらないので、説得力があるかどうか疑問である。 



橋爪会長：歴史まちづくり法のなかで、国の枠組みがあるため、このような構成になっていると思う。 

     他の都市では書かれていない「成り立ち」の部分について、どのような意図でここを書くか

ということにも関係するかと思う。 

増井委員：「成り立ち」の部分が、重点区域に設定する地区との関連性で語られていれば分かるのかも

しれない。 

徳岡補佐：等しく書いているので、何に焦点を当てているかが読み取り難いのは確かである。 

田辺委員：ベースにすることは良いが、この中から、施策に結びつく重点的なものをピックアップして

いかなければならない。昔から奈良では「古代の平城京に重点が行き過ぎて、その後の大事

な歴史が欠落している」とよく言われている。そこに焦点を当てようとしているのかと思う。

それが現在の生活に一番直結している。現在の生活には、古代の奈良よりも、中世・近世か

ら継承されてきた伝統文化が根付いており、そこに焦点をあてて、事業を推進していければ

現実的であり、良いことであると思う。全体として合わせていければ、世界遺産も含めた奈

良全体として意味のある施策が展開できると思うが、現実的には、明確な方向性を打ち出す

方が得策ではないかと思う。 

橋爪会長：そのあたりは国との関係もある。平城宮跡を入れていかなければならないというはないのか。

国の担当者はそこを優先することを想定されているのかと思う。 

徳岡補佐：奈良市には平城宮跡や奈良公園があり、「奈良ならでは」の中心性と地域性の二面性がその

ようなところにも表れている部分がある。「成り立ち」を示すことによってそのあたりを整

理しようと考えている。しかし、3 つの「成り立ち」と後段のそれぞれの歴史的風致の整理

との関係がうまく示せていないことも事実であり、当然、繋げていかなければならないと考

えている。 

橋爪会長：堺市では、重点区域に指定する区域と、将来的に重点区域に入れる区域とを分けている。古

代と中世、近代とがあり、近代の区域は後回しにするという整理をしている。詳しく書くの

は、重点区域と将来入れる区域の部分であり、区域として整理している。従って、後の区域

の部分でメリハリをつけて歴史的風致を整理することが大事になると思う。 

増井委員：最初に緑色の全体テーマは書かなければならないものなのか。大体どの都市でも書かれてい

ることかと思うが、結局ぼんやりとしたことしか書けない。 

仲谷室長：奈良市の場合は、建造物と自然環境による歴史的風土は古都法や風致地区条例などで守られ

ている。その区域以外においても、「ならまち」や「奈良きたまち」のように、人が関係し

ながら生活や伝統工芸が生み出されてきた。「平城宮跡」も歴史的風土として、その周辺の

区域においても人々の生活が関係している。それを守ろうという姿勢が奈良市眺望景観保全

活用計画に繋がると考えている。奈良市の眺望景観は歴史的風土を遠くから見る場所が生活

の場所であり、そこを守らなければ有名な眺望景観も失われてしまう。つまり、「歴史的風

土以外の生活の場を守っていきたい」ということがこの計画の趣旨である。この趣旨の中に

「生活」や「祭り」などを入れることで、このあたりがすごいという「奈良市民のステータ

ス」が表現できる計画にしていきたいと考えている。 

橋爪会長：構成のバランス的に信仰の部分が重い気がする。 

増井委員：確かに印象として信仰の部分が重すぎる気はする。 

徳岡補佐：信仰の部分が前面に出過ぎており、その後の生活の部分が薄らいでいるのかもしれない。 

増井委員：宗教的な行事の中でも、有名社寺に限られている。もう少し町並みのなかで展開するような

町家を利用した習俗などが出てくると良いと思う。そのあたりが出てくると、このメニュー

でも良いとは思う。奈良町を重点区域に想定されているのであれば、もう少し生活に寄るよ

うな形にした方が良い。 

橋爪会長：重点区域の落とし方のなかで、信仰や行事がうまく散りばめさせることができれば良いと思

う。 



徳岡補佐：あまりにも宗教行事が大きすぎるので、住民の生活レベルではない。 

田辺委員：ならまちは社家が多いのではないか。神社とは別か。 

立石室長：高畑の方は完全に社家である。 

田辺委員：きたまちを、生活の方で取り込もうとするなら、神社信仰と直結しているはずである。 

増井委員：豪商から展開してきた場合もあるため、一概には言えない面もある。 

田辺委員：自然神仏を崇拝するというテーマのもとにあるのは、神社や寺院の信仰に特化している祭

礼・行事のイメージか。 

徳岡補佐：基本的にはそうである。一つ目の歴史的風致は大きな社寺、二つ目の歴史的風致は地域、三

つ目が会所で続けられている講などのような民間信仰である。中心性と地域性とがここでも

表れているといえる。住民と結びつけるのは三つ目の民間信仰、また二つ目の地域の祭礼・

行事が部分的に関係する程度である。 

増井委員：例えば奈良を代表する祭礼・行事ではいくつかがイメージができるが、最終的にメニューと

して、祭礼の場やそれを支える組織の支援などを考えているのかが気になる。 

徳岡補佐：そこまでは考えられていない。しかし、奈良市全体として歴史的風致を考える場合には、欠

くことができない。 

橋爪会長：これはこれとして奈良市全体の整理があり、さらに重点区域として、もう一度整理していく

という論理であれば分かるのかと思う。 

増井委員：この段階で落としてしまってはいけないということか。 

橋爪会長：ここでは市全体を網羅しておこうということである。 

徳岡補佐：全部するからお金を出してくれというのであれば良いが、そうはいかない。お金を出しても

らうところを絞り込んでいかなければならない。 

中井課長：10 本の歴史的風致の柱があるが、この 10 本を柱と重点区域にしようとしている区域の特性

がイコールで結びつくことは難しい。重点区域にしようと思っている奈良町では、例えば、

コミュニティと民間信仰は、民間信仰あっての奈良町のコミュニティであり、これらは不可

分な関係にある。つまり、いくつかの特徴的な特性の複合体が関連して、ひとつの重点区域

に結びつくという、複雑な関係がある。そこを、いくつか分かり易くアピールできるものに

整理できるかどうかが課題であると思う。 

増井委員：柱立てのときに、大事なものが落ちていたり、地域を特徴づける歴史的風致の表現が抜けて

いると良くないのかと思う。 

橋爪会長：具体的にどのような構成にしていけば良いと思うか。国との協議は続くと思うが、現時点で

意見があれば出していただきたい。 

3月 4日の国協議では、どのような意見だったのか。 

徳岡補佐：同じ資料を持っていき、歴史的風致の中身について指摘を受けた。柱立てについては、基本

的にはこれでいこうということであったが、協議会の中で議論し、変更しても構わない。1

回も協議会を開かずに、3回の国協議を行っていること自体も問題があるとされている。 

橋爪会長：一旦これで良しとされたものを、敢えてさわって協議に行って指摘されるということも良く

あることである。 

     文言を変えたり、柱立てを増やしたり減らしたりするべきかということである。3 つの枠組

みと 10の歴史的風致をどうすべきかという議論もある。 

     今日の意見を踏まえて、柱立てを再検討していただき、次の協議で示していただきたい。 

徳岡補佐：「奈良市の歴史的風致の成り立ち」の部分について、「成り立ち」と書いているが、国協議の

中で、「特徴」なのか「成り立ち」なのかという議論もあり、「特色」とするのか一番分かり

易いのかという表現の指摘も受けた。この 3つを見ると、特に、歴史的風土や歴史的風致の

話などは成り立ちではないだろうということである。また、内容についても、本文の 57 頁

下から４行の「人々の伝統的活動と歴史的建造物とが一体となってつくりだされる「歴史的



風致」が、重層性と二面性をもちながら古都奈良の「歴史的風土」を舞台として展開するこ

とにより、「歴史的風土」の本質的価値を支える重要な役割を担い続けている。」と書いてい

るが、もう少しストレートに書けないかと指摘されている。また、下の図はよくわかるが、

「ひと」ではなく「活動」ではないのか、また、「建造物」「自然」「活動」の真中に「ひと」

があり、それを中心に 2つのものが支えあって、奈良市が形づくられているのではないかと

考えたりもする。また、「歴史的風土」と「歴史的風致」のどちらを下にするのかなど色々

議論されている。 

橋爪会長：哲学的で深い話である。 

瀬渡委員：活動のなかには、伝統的な行事に加え、保存運動やボランティアガイド、清掃活動などの現

代的な行事も全て入るのか。 

徳岡補佐：そうである。 

瀬渡委員：学校教育などで奈良市では郷土学習を積極的にやられていると思うが、子供の頃から自分た

ちの住んでいる地域や歴史などに親しんでいるということが、将来の歴史的な景観などの担

い手になると思うので、そのような視点も入ってくれば良いと思う。建築物や空間などのハ

ードな部分を考えてしまうが、活動をどのラインに置くのかが難しいかと思う。 

徳岡補佐：金沢市では加賀宝生子ども塾を位置付け、それも歴史的風致に位置づけて事業を推進してい

るので、担い手づくりのなかで入れていければ良いと考えている。例えば、平城宮跡の保存

運動のなかに、世界遺産学習を入れていくことなども考えられる。 

中井課長：「活動」よりは「営み」と表現した方が良いと思う。教育などもそのなかに包括されると思

う。 

橋爪会長：「営み」は平仮名の「いとなみ」の方が良い。そうすると「自然」も「しぜん」になる。 

増井委員：地域の営み・活動と実際に出来上がっている建物や町などとの関係性が「歴史的風致」であ

るとされている。祭りの時に軒先に提灯を吊るすような活動をはじめ、すべてが風致を形成

する活動である。実際に活動が行われている場を整備していこうということが趣旨であると

すると、活動と建物や場所・空間との関係が、今までの歴史的風致維持向上計画はずさんで

あったと思う。この場所で行事をしているから、ここを整備しようというくらいでしかなか

ったと思う。今後歴史まちづくり法に基づく歴史的風致形成建造物の指定などを考えられて

いると思うが、その時に、きちんとこの町の町家の特性はこうであるということ、つまり「暮

らしや行事の中でこのように使われているから、このようなデザインのものがある」という

説明をしていくことが大事である。本来はそこが重要であるが、そこを飛ばして、ルールだ

けを作って、建物の修景をすれば良いというものになっている。時間はあまりないが、「奈

良町の町家」の補助事業を実施していくのであれば、奈良町の町家として譲れない空間であ

るということや、神社の祭礼でこの場所がこのように使われているから、この並木が外せな

い重要なものであるといったことなど、活動と空間との関係性を丁寧に押さえて頂きたい。

具体的に奈良きたまちまで、都市景観形成地域を拡張していく場合には、そのようなことも

考えていただきたいと思う。また、これまでの奈良町の都市景観形成地域のガイドラインは、

奈良の町家の特性をもとに色々なルールを作られ、町並みが整備されているが、文化遺産と

して見たときの伝統的な形が継承されているかの検証などがこれまではされてこなかった。

折角、歴史的風致として活動とのセットで捉えていくのであれば、併せてガイドラインを見

直し、フラッシュアップしていっても良いかと思う。最後の点については希望であり、別途

考えていただければ良いかと思う。 

仲谷室長：人がすべて悪いことをするが、奈良ではほとんど人が伝統的な様式で建て替えたいという心

があると思う。そのなかで、10本の柱のテーマに即していただいたら良いが、最近の奈良か

らは、これらのテーマが消えていっている。これを入れていかなければ奈良町らしさがなく

なるというストーリーになると思う。その為に、補助をもらって行事の復活などを主張して



いくことになるのかと思う。 

橋爪会長：わが町の事を褒め倒しているが、何に課題があるかなどは書かなくて良いのか。 

仲谷室長：基本的には「維持向上」の計画である。 

至田課長：3章の部分で課題を整理する予定である。 

田辺委員：「奈良市の文化財を大事にするのは、よそから来た新住民」という考え方が昔からあり、現

在もそれは変わっていない。そこを打開しようという計画であると思う。 

瀬渡委員：東大寺などのモノ自体を大事にすることはよくわかると思う。しかし、周りを含めた環境や

景観として、良いものだから守っていこうということはなかなか難しい。他と比べることが

し難い。学校教育の話があったが、学校でもモノの大事さは伝えるが、景観という切り口で

学習課題にしていないのではないかと思う。なかなか教える人も教えられないのが現状かと

思う。 

田辺委員：個別のものならあるのかもしれない。 

     ここまでの話を聞いている限りでは、先ほどの 57 頁の図は、希望的な面も含めて「ひと」

を真ん中にもって来るのが良いかと思う。そして、奈良市はこのような関係を目指すという

姿勢を出すという考え方もある。歴まち法の一番の特色はモノではなく、伝承してきた文化

や伝統であり、それらにも手厚く補助をしようということである。従って、住民の意識を高

めることなどを狙いとすることを明確にしても良いのかもしれない。 

橋爪会長：そうなると国交省の補助メニューがつかなくなってしまう。 

至田課長：当初はそのようなものにも補助がついたようであるが、現在はつかなくなっている。 

橋爪会長：京都では町家が旅館などの宿泊所として利用され、観光客が泊まる時、耐震性などが問題に

なっている。そのあたりの話は奈良では進んでいるのか。 

徳岡補佐：その話については、特区で乗り越えようしてきたが駄目だった。一棟貸しする際の消防基準

もあり、消防法と建築基準法の両面からの緩和となると人命は誰が守るのかということが問

題となるため、そこまで踏み込むことができなかった。現在は旅館業法の緩和だけはされて

いる。建築基準法・消防法については、全国的な展開の中で考えていこうということになっ

ている。奈良町のなかの木造建築で店をしようとしても、消防関係の規制が厳しく、諦める

方が多いのが現状である。 

橋爪会長：他に意見ないか。多数意見をいただいているが、抜本的にこれを変えろというような事はな

いので、とりあえずこれで行くという事で良いか。 

田辺委員：何をどうしようとしているのか、狙いがよくわからない。これらから絞っていくなかで、こ

の分類をうまく結び付けていくと作業になるのかと思う。 

徳岡補佐：現在は、奈良市が維持向上すべき歴史的風致を出している段階であり、次に歴史的風致の相

互関係を整理していくなかで、その課題の解決に向けてどのように取り組んでいくのか、ま

た、重点区域をどのように設定していくかを検討していくことになる。 

増井委員：指定文化財の分布図はあるが、文化財の指定物件と周辺地域との関係という枠組みでは整理

されていない。国からはそのような指摘はされていないのか。 

徳岡補佐：最近はそのような指摘はされない。当初は城郭を中心とした周辺地域という形がオーソドッ

クスではあったが、最近は城郭を持っている所も少なくなってきている。 

田辺委員：京都市はずっと首都であり続けているが、奈良市は 70 年経つと田舎になる。それにも関わ

らず、古代の奈良の伝統や中世のものなどを受け継いできているといった歴史的流れは資料

3 頁左上の図でよくわかる。このどこに焦点を当てるかをもう少し明確にしていくと、奈良

町という地域を軸にしながらも、それ以外の地域もそれに関連づけて当てはめて、奈良市全

域を示すという図も描ける気もする。 

     （1）と（3）は良くわかるが、（2）の「中心性と地域性の二面性」が分かり難い。奈良町が

ずっと地域の中心であり続け、それ以外は地域性であるということか。 



増井委員：東大寺のようなナショナルセンター的な至宝と、地域のなかに溶け込んでいるものと読んだ

が、そのような意味ではないのか。 

徳岡補佐：そういう意味も含まれる。色々な意味を含む。 

田辺委員：伝統産業的なものは、中心地域にしかないのか。地域性というのはどのような地域か。 

徳岡補佐：伝統産業などは、中心性よりも地域性が強いといえる。 

瀬渡委員：生産地と消費地の関係のような感じがする。 

中井課長：要するに都市の機能を支える中心地域とその周辺地帯である。それを地域性という言葉で置

き換えて良いのかという問題かと思う。 

瀬渡委員：茶の湯は奈良町あたりで発展したかもしれないが、それを支えたのは東部山間地域だと思う。 

田辺委員：需要があるから、産地が発達するという相関関係になっている。それは歴史的な景観の中で

は、同一の流れにのってくる。例えば、消費地としての茶の文化と、それを支えた生産地と

してのお茶生産の伝統が残っていれば、それを合わせて一体的に保全しようという設定が出

来る。そういう意味では「中心性と地域性」とは言えないかと思う。 

増井委員：中心性と地域性は、すごい物と身近な物という意味かと思っていた。地域としてはどこにで

もあるような町であるが、町の裏手には東大寺の塀があるといったイメージかと思う。国宝

クラスのもののすぐ横に人が住んでいるのも、奈良の風致の特徴だと思う。そのようなもの

が共存しているという特徴があるということを含んだ意味かと思う。 

橋爪会長：京都市であれば、洛中と洛外できれいに分けられて分かり易い。奈良市の場合は、都市が町

場まで衰えたということを言いたくないのだと思う。3 頁左上の図も、古代の都城が町まで

衰えたことを「成熟」というきれいな言葉で表現されて、絶えず発展していると歴史感で整

理されている。 

田辺委員：都市の性格が変わっている。しかし、仏師の技術をはじめ、引き継がれているものもある。

そこの描き方をもう少し検討されると良い。 

橋爪会長：一旦中世で切り替わったことを書くと描きやすくなるとは思う。「中心性と地域性」につい

ても、町場を支えるほどの周辺地域ではないと思う。言葉的にいうと、「奈良盆地ローカル

の中心性」ということだと思う。 

増井委員：私は全国区の中心性と思っていた。 

田辺委員：そういう風にも読めてしまう。 

徳岡補佐：かつては中心性を有していたという意味も含む。そこから変わってきたということである。 

田辺委員：歴史的な地域性という意味も含まれるのか。 

徳岡補佐：それも含まれている。 

橋爪会長：難しい整理であるので、少しずらした関係で整理すると良いかもしれない。 

増井委員：図式化すると分かり易い面もあるが、言葉は色々な意味に受け取られてしまうために、かえ

ってわかり難くなってしまうのであれば、ばらして整理をした方が良い。かつての首都機能

が廃れてしまったことはそれでよくて、もうひとつは、伝統産業の全国的なものもあれば、

東大寺や興福寺のような世界的な社寺が街中にあるという両面性があり、元興寺はそれを象

徴するようなものである。おそらくこの部分ではそのようなことを言いたいのかと思うので、

そのようなことが表現できれば良い。 

橋爪会長：文化的な重層感がうまく出ていないのかと思う。古代の奈良の上に、その後の過程のなかで

奈良町が展開するという語り方が、奈良の定番の語り方であるが、重層性と言いながらも、

敢えて少し違う語り方をされている気がする。 

     協議会としては、古代の扱いをどうするのかということである。大社寺があって国家的な中

心があったということと奈良町以降のこととの重ね合わせ方が、古代のことを言いたいが故

に、少しクリアではない。 

増井委員：これまでは、そのような話は古代のことを言うために使われてきた。いまを語るための使い



方があるのかと思う。 

田辺委員：社寺には、修二会をはじめ、古代からの流れが連綿とある。しかし、奈良町を中心として残

されている伝統文化は、中世を基準にしたものである。そこに焦点を当てるということを 1

つの柱として明確にしても良いかと思う。 

増井委員：分かり易くするならば、古代から近世までの骨格といった言い方にすると良いのかもしれな

い。少し悔しい所はある。 

橋爪会長：文章的には、「奈良市の都市空間はそれらを基軸として」という「基軸」という言葉で、古

代の景観や空間を伝えきたという形で表現されており、「基軸」とは何かということはある

が、文章的には分かる。 

田辺委員：平城京を基軸に考えるということはどういうことか。東大寺・興福寺を中心とした門前町は

都のはずれに残ってきたものである。 

橋爪会長：「古代の都市空間のすべてを基軸とする事は出来ず」として、もう一度立ち上がるようなイ

メージかと思う。 

田辺委員：奈良町の中には、平城京の枠組みは残っているが、その後展開された町は、基本的には古代

の町とは違う町である。そこで作られた産業などがいまにつながっている。 

橋爪会長：黄色で示している部分に「基軸」と示されているが、基軸で良いのかどうか。 

田辺委員：古い建造物が数多くあることが青色で示され、伝統的な活動のかなりの部分が古代以降に展

開されているということでは、この図は分かり易い。いまの議論がそのまま見える形で描か

れている。 

中井課長：古代都城に使われた寺の建築技術や宗教儀礼などは連綿と受け継がれている。そこに、中世

以降付加されたものがある。それは、その流れとは別のものが付加されている。 

田辺委員：その付加されたものによって発展したものがある。そこには、これまで焦点があたっていな

かった。古代から連綿と続くものは、文化財や世界遺産として焦点があてられ、ある程度対

策がとられているが、その後の、現在の奈良の文化に直結する新しいものに世界遺産に焦点

が当てられているかというと、必ずしも当てられていない。それを歴まちでカバーしようと

いうことであり、そうすると、広い範囲にわたって奈良市の伝統がカバーできるのではない

かというイメージかと思う。そうであれば意味があると思う。イメージとしてそうではない

のか。 

徳岡補佐：そういわれると、そうかもしれない。 

増井委員：棲み分けは奈良市でしなければならない。歴まちとしての一つのウリをつくる時に、定番の

ものに焦点をあてるのではなく、例えば、宗教行事でも、中世以降に付け加わった部分を強

調するのか、継承してきたものをずっとやっていくのかという部分である。ウリをどうする

のかという問題であると思う。その場合に古代からのものを対象にするのかどうかである。 

田辺委員：古代から継承されている大抵のものは文化庁による文化財の指定になっている。そこには国

交省は手を出さない。むしろ、それを核として、それ以外の大事なところに補助を出そうと

いうのが国交省のスタンスである。 

増井委員：バランスの問題ではあるが、派生したものの意味づけの時に、修二会などで派生したことを

示すことが奈良の場合は得なことが多いかと思うが、他の都市ではなかなか言えないことで

あると思う。元興寺周辺で行なわれる民俗行事や民間信仰などが、元興寺がかつて南都七大

寺であり、巨大寺院であり、それが退転したところに町が形成されているといった、古代か

ら受け継がれているお寺であるということで注目を集めている面もある。そこは奈良のウリ

になることであり、書いていければ良いと思う。実際にやることは新しいことかもしれない

が、注目の集め方として、棲み分けをしながらも書いていければ良いかと思う。 

田辺委員：志賀直哉なども入れようとしているが、それはどのような位置づけで入れようとしているの

か。 



徳岡補佐：芸術活動という分野で入れようとしている。 

田辺委員：なぜ志賀直哉が奈良に来たかを示さなければならない。いきなり志賀直哉が出てきたのかわ

からない。「奈良の歴史的風土や風景に憧れた作家たちが、奈良に集まり、新しい文化を作

った。それが高畑サロンである。」などと言えれば、直結してくる。 

中井課長：そのような話にはなっている。近代の奈良文化論のなかでそのような時期があった。 

橋爪会長：一旦荒れ果てさせ、奈良にいると気づかなかったものを再生させたのが文化芸術活動であり、

だからこそ保存活動に展開していったという流れかと思う。褒めるだけではなく、一旦落と

してマイナスにしたものを、プラスにしていくという流れでも良いかと思う。 

     太い矢印がずっとそのまま続いているのが良くないのかもしれない。 

田辺委員：徐々に細くしていくのと同時に、新しく太い軸が出てくるという図にしたら良いのではない

か。 

橋爪会長：今回の協議会で特に意見をいただいたのは、歴史的風致の重層性を示す図面と、中心性と地

域性についてであったかと思う。 

田辺委員：国交省や農水省がどのくらいの範囲で面倒を見てくれるのかも視野に入れておかなければ、

現実的でない。 

増井委員：目次構成ではイメージされているのかと思う。 

橋爪会長：豊かな生活という部分について、「豊かな」とは何か。 

徳岡補佐：魅力などの心の豊かさの面である。それがないと町家の文化などを残していこうという動き

も起こらないと思う。茶の文化などは特にそうであると思う。 

田辺委員：「文化的」「精神的」といった言葉をつけても良いのかもしればいが、最後は「経済的」に成

り立たないと意味がない。文化的なものをつなげて、最終的には経済的な基盤を確立すると

いうのであれば、「豊かな」で良いのかと思う。 

増井委員：歴史的風致のひとつの柱に、なぜ「茶の文化」があるのか。少し違和感がある。 

立石室長：市長が「珠光茶会」を推していることと、大和茶のブランド化を進めていることがある。 

増井委員：戦略があってそうされているのであれば良い。 

徳岡補佐：茶の文化は、宇治市や京都市、堺市など、近畿では多くの都市が歴史的風致の柱としてあげ

ている。 

至田課長：茶畑は歴史的風致を構成する建造物とみなされるという。 

中田課長：奈良市の正暦寺は清酒の発祥の地でもある。条例も制定されたところである。 

徳岡補佐：酒は「伝統的な工芸と産業にみる歴史的風致」のなかで、「酒と奈良漬」として位置づけて

いる。本編では 176頁からである。酒では今西清兵衛商店や八木酒造の建物が残り、そこで

造られている。奈良漬は三条通の今西本店の建物が残り、そこで造られている。 

徳岡補佐：「成り立ち」の部分については再考させていただき、歴史的風致の構成はこの形で進めさせ

ていただき、次の協議に挑みたいと思う。 

スケジュールについて、4 月下旬から 5 月下旬に 2 回本省協議をさせて頂き、6 月の中旬か

ら下旬にこの協議会を開催させて頂きたいと思う。なお、現在開催させて頂いている協議会

には、文化財所有者や県の方々が入っていない。現段階では計画策定のための協議会という

位置付けにさせていただき、重点区域も含め計画がある程度まとまり、該当する文化財所有

者も明確になってきた段階で、県や文化財所有者等に入っていただき法定協議会に位置づけ

たいと考えている。しばらくはこの形での議論をお願いしたい。 

次回協議会の日程を決めたいと思う。 

（日程調整） 

佐々木係長：次回協議会は 7 月 3 日 13：30～15：30 に開催させていただく。なお、改めて開催案内を送

らせていただく。 

第 1回なら歴史まちづくり推進協議会を終了させて頂く。 


