










「街の活性化・商店街の活性化」
“街って本当に変わるの？”

有限会社　　魚万商店　　　
代表取締役　魚谷和良　　　

【はじめに】
私は、奈良市の中心市街地に生まれ、県内で最も古いと言われている「もちいどのセンター街」で育

った。幼少期～少年期はまさにアーケードの中で遊んだり、勉強したり、スポーツをしたりと、大屋根内の
大家族のような生活をした。まさに昭和な暮らしだ。だから時代と共に近所のお店が変わり、商店街が変
化し、街が変貌していく様を目の当たりにしてきた。そして自らが家業を継ぐことを選択し、激動の商店街
に関わりを持つようになっていった。　奈良の街に対しては、当然愛着もあるし、誇りも持っている。そんな
自分が商店街に対して直接動き出したのが「バサラ祭り」であり、「まちなかバル」であり、「もちいどの夢
ＣＵＢＥ」である。それぞれの事業は予想以上に大きな話題となり、注目を集める事になった。また、社会
的成果も大きかったと自負している。しかし、こういった取り組みも年月が経過すると、本当に街の活性
化・商店街の活性化につながっているのか？、初期の目標は達成しているのか？と不安になってくる。
ちょうどそんな折、「地域デザイン研究所」発足の声掛けを頂き、今までと違った視点で、自ら取り組ん
できた事を今一度、検証する機会にしようと考えた。

【本論】
ここでは、まず初めに、我々が奈良の街で実施してきた代表的事業を3つ紹介したいと思う。

第1章 
「バサラ祭り」
「奈良にも騒いでええ日ができたで」を合言
葉に、商店街などの地元有志が　“この指たか
れ”で集まり、実行委員会を結成した。1999年8
月、古都奈良にこだわりながら、その常識を打ち
破るダンシング・パフォーマンス・パレード「バサラ
祭り」を近鉄奈良駅、ＪＲ奈良駅周辺の中心商
店街を会場として開催。さらに、和と洋のリズム、
ビートが融合するオリジナル踊り歌「踊る・なら・
そらっ！」も制作した。そして、老若男女が思い思
いの派手な衣装で舞い踊る姿は、人 を々驚か
せ、真夏の奈良の風物詩となっていった。
「バサラ（婆沙羅）」とは、鎌倉、室町時代に流行した美意識、風潮。また、音楽や舞楽などで、わざと
拍子を外して目立つ事も意味した。ここから転じて、派手な衣装や粋な振る舞いを競ったバサラ大名で
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も知られるようになってきた。 語源は、サンスクリット語の
「vajra」で、意味は金剛、ダイヤモンド。奈良・新薬師寺の十
二神将 伐折羅（ばさら）大将も語源は同じ。伐折羅大将の
お姿が、あまりにも際立って目を引いたので、後に奇をてらっ
た伊達者たちを「バサラ」と呼んだとも言われている。
「バサラ祭り」は、その心意気、生き様を舞いや踊りを通し
て奈良に蘇らせ、街と人を元気にしようと市民参加型の祭り
として開催してきた。毎年8月最終土日の2日間開催。約40団
体の踊り隊(約1000名)が参加。
（2016年 観客動員数は約27000人）。
本年、「バサラ祭り2017(第19回)」は、8月26､27日開催予定。

「あるくん奈良まちなかバル」
このイベントは、2006年に始めた「あるくん奈良スタンプラリー」（現在も実施中）がベースにある。
秋の行楽シーズンのピークである正倉院展に来県された方に、奈良の魅力を更に知って頂きたいと

いう思いで、商店街を中心としたスタンプラリーを開催した。この企画で、よりテーマ性を持たせて、かつ
遅い時間帯に、街のにぎわいを創り出せないかと考えていた時に出会ったのが、「伊丹まちなかバル」
(2010年5月)であった。スタンプラリー実行委員会は、「これだ！」と体感し、2010年10月には1回目を開
催。スペインの食文化を代表する「バル」を奈良のまちなかに再現し、お店が出す 「ワンドリンク＋1品
（つまみ）」をハシゴして、飲み食べ歩くイベントだ。1冊3500円(700円のチケットが5枚綴り)を前売りチケッ
トとして販売し、参加者はこれを購入する事でイベントへの参加となる。参加者はチケット1冊で、5店のハ
シゴをする事が出来る。各店が原則、「ワンドリンク＋1品（つまみ）のバルメニュー（800～1000円相当）」
を出す事により、お得感いっぱい。また、気になっていたお店、知らないお店やオーナー料理、店内等をチ
ケット1枚で気軽に入店し、知る事が出来るという魅力がある。
また最近では、地域の各種イベント（奈良国際映画祭、イルミ奈～ら等）や、前回は春日大社の式年
造替事業とコラボした。奈良の魅力をイベントを通して知ってもらう事により、街・商店街の活性化、そして
飲食店の活性化につなげていこうとしている。
年間1～2回開催、閑散期に2日間(金､土曜日)実施している。毎回、約70店舗の参加があり、チケット

は約1500～1700冊（2日間でのべ約8000人参加）販売している。

「もちいどの夢ＣＵＢＥ」
2004年5月、全国的にシャッター商店街が増え

る中、もちいどのセンター街中央の元パチンコ店
が売りに出され、空き店舗対策のひとつとして、商
店街で購入する事を決議、購入した。ところが、
構造上の強度不足から立て直しプランを検討、
紆余曲折の末、「もちいどのセンター街の活性化
と空き店舗対策」という事業目的で、新規創業者
を募集し、独立創業まで支援する事を決定。10
店舗の募集に対し、40件の応募があり、入居者（
新規創業者）を決定、2007年4月「もちいどの夢Ｃ
ＵＢＥ」を開業した。
長引く経済不況、大型店を含めた地域間競
争、そして当商店街の空き店舗、高齢化、後継
者不足等の課題に対する新たな挑戦であっ
た。この事業開始がひとつのきっかけとなり、
2008年7月に商店街中央に新スーパー「オーケス
ト」が開業。
この2年間で、もちいどの商店街来街者数が
約33％増加、それと同時に、今まで空き店舗だっ
たところが開店し、商店街が回復する様子を目の
当たりにした。2009年には、中小企業庁より「新・
がんばる商店街77選」にも選ばれ、益 Ｖ々路回
復を鮮明にしていった。また、新規創業者は若者が多く、商店街活動、各種行事、イベントにも積極的に
参加。高齢化、後継者不足問題は一気に好転する結果となった。
本年で、10年目を迎える「もちいどの夢ＣＵＢＥ」であるが、この間31店舗が出店参加し、起業家を24
店舗（開業率77％）輩出してきた。当商店街以外に、中心市街地に出店し、現在も16店舗が各地で活
躍している。　（2017年1月現在）

第2章
先述したように3つの事業は、いずれも街の活性化・商店街の活性化を目指してきたが、果たしてよりよ

い方向に成長しているのだろうか？通常、これらの課題は、商店街の通行量であったり、参加者数（観客
動員数）、または経済波及効果といった量で効果測定する。しかし、今回の研究としては、質で以って効
果測定することを考えてみたい。つまり、街・商店街の活性化した状態（目標）を設定し、そこと現状との
隔たり（ギャップ）を課題とし、考察していきたい。

ではまず、目標とする街や商店街が活性化した状態とはどういう状態なのか。
1.商店街に空き店舗がない状態。（商業者として自活でき、かつ商店街活動（イベントや販促）にも参
加協力できる。）
2.起業家（若者）が次 と々育ち、街や商店街のキーマンとして活躍している状態。
3.街のコミュニティの拠点として、歴史、伝統、文化が継承されている状態。
4.住民も商業者も観光客も通年楽しめる街となっている状態。
以上の4項目を目標設定する。
この目標実現に向けての手法のひとつとして、第1章で取り上げた3つの事業は含まれていると考えて
いる。
では、この3つの手法を発展させたところに、目標が見えてくるのであろうか。
1,2の実現の為には、「もちいどの夢ＣＵＢＥ」を更に加速化させ、増殖していく必要がある。つまり、街

や商店街の空き店舗数（廃業率）を上回る起業家（開業率）を育てればよいという事になる。「もちいど
の夢ＣＵＢＥ」によって、“起業の街”、“チャレンジショップの街”、“若手経営者の街”として、全国に情報発
信し、全国から起業家を集め、育成していくことが大切である。また、育成の仕組みづくりとして、銀行や
行政の協力を得、ファンドを活用したり、ステップアップする為の場所整備などを行う事により、目標に近
づくことができると考えられる。
3,4の目標に向けて行っている事業（手法）のひとつが、「バサラ祭り」、「まちなかバル」である。「まちな

かバル」を通年実施したり、飲食店以外の店舗でも実施し、街全体でバルを行うという考えもある。また、
「バサラ祭り」を一年中楽しめる拠点（施設）をつくる事もアイデアとして考えられる。しかし、いずれも現
実的ではないし、ひとつひとつの事業には限界が見えてくる。街の目標をひとつの仕組みや事業で達成
する事は困難だという当然の結論にたどりつく。　また一方、街の周辺には「ならまち」や世界遺産であ
る寺社仏閣が隣接している訳であるから、もう少し広いエリアで街の活性化をとらえる事で、3,4にも近づ
ける事ができるとも考えられる。

第3章
ここでは、第1章で取り上げた3つの事業（手法）以外の事業を
揚げ、その可能性を考えてみた。
「ＳＨＯＷ天ＧＡＩ∞(ショウテンガイ・エイト)」
奈良の8つの商店街の若手メンバー「奈良をキラッとさせるクラブ

（ならキラぶ）」が初めて集まったのが2014年秋。　この企画の為
に、それぞれの「商店街歩き」を始めた。歩くほどに、若手メンバーか
ら商店街のおもしろい情報が飛び出し、当たり前の商店街風景が
見違えてきた。こんな体験から生まれたイベントが「ＳＨＯＷ天ＧＡＩ
∞(ショウテンガイ・エイト)」であった。
1300年の時を超え蘇った8人の天平人たち。現代の奈良を憂

い、「まほろばの証」を求めてさまよい歩く彼らに、8つの商店街のそ

れぞれのよいところ、おもしろいところを探して伝
えれば、何かが起こるスタンプラリーと演劇を組
み合わせた参加型のエンターテイメントだ。こ
のイベントは、街そのものが“楽しむ場”となり、歴
史、伝統、文化に目を向けながらコミュニティを
築いていくといった内容で、我々の中でも大きな
話題となった。特に若手が中心となって行う事
により、街のキーマンを育成していけるという成
果もあり、今後の発展に期待したいし、ここで新
たな可能性を見出すことができる。

「まとめと今後の課題」
今回の研究は、あくまでも「もちいどのセンター街」を中心として考察してきた。他の商店街や奈良の街
全体としては、偏った結果だと感じる。また、あるべき目標（状態）もそれぞれ違うのだから、手法も異なっ
て当然だ。　そのような事を前提にまとめてみた。
第1章で紹介した3つの事業（イベント）の性格、街での位置付けを理解し、目指すべき目標(状態)に
向けて、ひとつずつが単独で歩むだけでは限界がある。他の事業、他のエリア、他の人と結びつける事
により、新たな展開、新たな事業、新たなキーマンが生まれてくる可能性が出てくる。第3章で紹介した事
業もその一例であるし、街としてもしっかりと支援しながら育てていく必要性を感じている。
実はこういった事が「もちいどの夢ＣＵＢＥ」、「きらっ都・奈良」といった起業家同士でも、コラボした商
品開発の事例も生まれてきている。　若手ミュージシャンと動画屋がコラボして、ＰＶ制作事業を始めて
いる。このような事例は、副次的成果であるが、街の化学反応とも言うべき新たな出来事だと思う。単に
事業を質・量で測定し、そこにとらわれるのではなく、色 な々機会づくり（あるものとあるものをつなぐ）をす
る事が街の活性化、ひいては商店街の活性化につながっていくのではないだろうか。
これらの考察から新たな展望（方向性）が見えてきたように思う。今回の研究を通じ、自らも一事業主

として、商店街に対して、奈良の街に対して、複眼的に関わっていけるよう、努力していきたい。

最後になりましたが、奈良地域デザイン研究所研究員に入れていただいた事、またそのお世話いた
だいた村内代表、事務局の岡本さん、そしてアドバイザーの先生方には、心より感謝申し上げます。

バサラ祭り2016．メイン会場フィナーレ
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る中、もちいどのセンター街中央の元パチンコ店
が売りに出され、空き店舗対策のひとつとして、商
店街で購入する事を決議、購入した。ところが、
構造上の強度不足から立て直しプランを検討、
紆余曲折の末、「もちいどのセンター街の活性化
と空き店舗対策」という事業目的で、新規創業者
を募集し、独立創業まで支援する事を決定。10
店舗の募集に対し、40件の応募があり、入居者（
新規創業者）を決定、2007年4月「もちいどの夢Ｃ
ＵＢＥ」を開業した。
長引く経済不況、大型店を含めた地域間競

争、そして当商店街の空き店舗、高齢化、後継
者不足等の課題に対する新たな挑戦であっ
た。この事業開始がひとつのきっかけとなり、
2008年7月に商店街中央に新スーパー「オーケス
ト」が開業。
この2年間で、もちいどの商店街来街者数が
約33％増加、それと同時に、今まで空き店舗だっ
たところが開店し、商店街が回復する様子を目の
当たりにした。2009年には、中小企業庁より「新・
がんばる商店街77選」にも選ばれ、益 Ｖ々路回
復を鮮明にしていった。また、新規創業者は若者が多く、商店街活動、各種行事、イベントにも積極的に
参加。高齢化、後継者不足問題は一気に好転する結果となった。
本年で、10年目を迎える「もちいどの夢ＣＵＢＥ」であるが、この間31店舗が出店参加し、起業家を24
店舗（開業率77％）輩出してきた。当商店街以外に、中心市街地に出店し、現在も16店舗が各地で活
躍している。　（2017年1月現在）

第2章
先述したように3つの事業は、いずれも街の活性化・商店街の活性化を目指してきたが、果たしてよりよ

い方向に成長しているのだろうか？通常、これらの課題は、商店街の通行量であったり、参加者数（観客
動員数）、または経済波及効果といった量で効果測定する。しかし、今回の研究としては、質で以って効
果測定することを考えてみたい。つまり、街・商店街の活性化した状態（目標）を設定し、そこと現状との
隔たり（ギャップ）を課題とし、考察していきたい。

ではまず、目標とする街や商店街が活性化した状態とはどういう状態なのか。
1.商店街に空き店舗がない状態。（商業者として自活でき、かつ商店街活動（イベントや販促）にも参
加協力できる。）
2.起業家（若者）が次 と々育ち、街や商店街のキーマンとして活躍している状態。
3.街のコミュニティの拠点として、歴史、伝統、文化が継承されている状態。
4.住民も商業者も観光客も通年楽しめる街となっている状態。
以上の4項目を目標設定する。
この目標実現に向けての手法のひとつとして、第1章で取り上げた3つの事業は含まれていると考えて
いる。
では、この3つの手法を発展させたところに、目標が見えてくるのであろうか。
1,2の実現の為には、「もちいどの夢ＣＵＢＥ」を更に加速化させ、増殖していく必要がある。つまり、街

や商店街の空き店舗数（廃業率）を上回る起業家（開業率）を育てればよいという事になる。「もちいど
の夢ＣＵＢＥ」によって、“起業の街”、“チャレンジショップの街”、“若手経営者の街”として、全国に情報発
信し、全国から起業家を集め、育成していくことが大切である。また、育成の仕組みづくりとして、銀行や
行政の協力を得、ファンドを活用したり、ステップアップする為の場所整備などを行う事により、目標に近
づくことができると考えられる。
3,4の目標に向けて行っている事業（手法）のひとつが、「バサラ祭り」、「まちなかバル」である。「まちな

かバル」を通年実施したり、飲食店以外の店舗でも実施し、街全体でバルを行うという考えもある。また、
「バサラ祭り」を一年中楽しめる拠点（施設）をつくる事もアイデアとして考えられる。しかし、いずれも現
実的ではないし、ひとつひとつの事業には限界が見えてくる。街の目標をひとつの仕組みや事業で達成
する事は困難だという当然の結論にたどりつく。　また一方、街の周辺には「ならまち」や世界遺産であ
る寺社仏閣が隣接している訳であるから、もう少し広いエリアで街の活性化をとらえる事で、3,4にも近づ
ける事ができるとも考えられる。

第3章
ここでは、第1章で取り上げた3つの事業（手法）以外の事業を
揚げ、その可能性を考えてみた。
「ＳＨＯＷ天ＧＡＩ∞(ショウテンガイ・エイト)」
奈良の8つの商店街の若手メンバー「奈良をキラッとさせるクラブ

（ならキラぶ）」が初めて集まったのが2014年秋。　この企画の為
に、それぞれの「商店街歩き」を始めた。歩くほどに、若手メンバーか
ら商店街のおもしろい情報が飛び出し、当たり前の商店街風景が
見違えてきた。こんな体験から生まれたイベントが「ＳＨＯＷ天ＧＡＩ
∞(ショウテンガイ・エイト)」であった。
1300年の時を超え蘇った8人の天平人たち。現代の奈良を憂

い、「まほろばの証」を求めてさまよい歩く彼らに、8つの商店街のそ

れぞれのよいところ、おもしろいところを探して伝
えれば、何かが起こるスタンプラリーと演劇を組
み合わせた参加型のエンターテイメントだ。こ
のイベントは、街そのものが“楽しむ場”となり、歴
史、伝統、文化に目を向けながらコミュニティを
築いていくといった内容で、我々の中でも大きな
話題となった。特に若手が中心となって行う事
により、街のキーマンを育成していけるという成
果もあり、今後の発展に期待したいし、ここで新
たな可能性を見出すことができる。

「まとめと今後の課題」
今回の研究は、あくまでも「もちいどのセンター街」を中心として考察してきた。他の商店街や奈良の街
全体としては、偏った結果だと感じる。また、あるべき目標（状態）もそれぞれ違うのだから、手法も異なっ
て当然だ。　そのような事を前提にまとめてみた。
第1章で紹介した3つの事業（イベント）の性格、街での位置付けを理解し、目指すべき目標(状態)に
向けて、ひとつずつが単独で歩むだけでは限界がある。他の事業、他のエリア、他の人と結びつける事
により、新たな展開、新たな事業、新たなキーマンが生まれてくる可能性が出てくる。第3章で紹介した事
業もその一例であるし、街としてもしっかりと支援しながら育てていく必要性を感じている。
実はこういった事が「もちいどの夢ＣＵＢＥ」、「きらっ都・奈良」といった起業家同士でも、コラボした商
品開発の事例も生まれてきている。　若手ミュージシャンと動画屋がコラボして、ＰＶ制作事業を始めて
いる。このような事例は、副次的成果であるが、街の化学反応とも言うべき新たな出来事だと思う。単に
事業を質・量で測定し、そこにとらわれるのではなく、色 な々機会づくり（あるものとあるものをつなぐ）をす
る事が街の活性化、ひいては商店街の活性化につながっていくのではないだろうか。
これらの考察から新たな展望（方向性）が見えてきたように思う。今回の研究を通じ、自らも一事業主

として、商店街に対して、奈良の街に対して、複眼的に関わっていけるよう、努力していきたい。

最後になりましたが、奈良地域デザイン研究所研究員に入れていただいた事、またそのお世話いた
だいた村内代表、事務局の岡本さん、そしてアドバイザーの先生方には、心より感謝申し上げます。
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「街の活性化・商店街の活性化」
“街って本当に変わるの？”

有限会社　　魚万商店　　　
代表取締役　魚谷和良　　　

【はじめに】
私は、奈良市の中心市街地に生まれ、県内で最も古いと言われている「もちいどのセンター街」で育

った。幼少期～少年期はまさにアーケードの中で遊んだり、勉強したり、スポーツをしたりと、大屋根内の
大家族のような生活をした。まさに昭和な暮らしだ。だから時代と共に近所のお店が変わり、商店街が変
化し、街が変貌していく様を目の当たりにしてきた。そして自らが家業を継ぐことを選択し、激動の商店街
に関わりを持つようになっていった。　奈良の街に対しては、当然愛着もあるし、誇りも持っている。そんな
自分が商店街に対して直接動き出したのが「バサラ祭り」であり、「まちなかバル」であり、「もちいどの夢
ＣＵＢＥ」である。それぞれの事業は予想以上に大きな話題となり、注目を集める事になった。また、社会
的成果も大きかったと自負している。しかし、こういった取り組みも年月が経過すると、本当に街の活性
化・商店街の活性化につながっているのか？、初期の目標は達成しているのか？と不安になってくる。
ちょうどそんな折、「地域デザイン研究所」発足の声掛けを頂き、今までと違った視点で、自ら取り組ん
できた事を今一度、検証する機会にしようと考えた。

【本論】
ここでは、まず初めに、我々が奈良の街で実施してきた代表的事業を3つ紹介したいと思う。

第1章 
「バサラ祭り」
「奈良にも騒いでええ日ができたで」を合言
葉に、商店街などの地元有志が　“この指たか
れ”で集まり、実行委員会を結成した。1999年8
月、古都奈良にこだわりながら、その常識を打ち
破るダンシング・パフォーマンス・パレード「バサラ
祭り」を近鉄奈良駅、ＪＲ奈良駅周辺の中心商
店街を会場として開催。さらに、和と洋のリズム、
ビートが融合するオリジナル踊り歌「踊る・なら・
そらっ！」も制作した。そして、老若男女が思い思
いの派手な衣装で舞い踊る姿は、人 を々驚か
せ、真夏の奈良の風物詩となっていった。
「バサラ（婆沙羅）」とは、鎌倉、室町時代に流行した美意識、風潮。また、音楽や舞楽などで、わざと
拍子を外して目立つ事も意味した。ここから転じて、派手な衣装や粋な振る舞いを競ったバサラ大名で

も知られるようになってきた。 語源は、サンスクリット語の
「vajra」で、意味は金剛、ダイヤモンド。奈良・新薬師寺の十
二神将 伐折羅（ばさら）大将も語源は同じ。伐折羅大将の
お姿が、あまりにも際立って目を引いたので、後に奇をてらっ
た伊達者たちを「バサラ」と呼んだとも言われている。
「バサラ祭り」は、その心意気、生き様を舞いや踊りを通し
て奈良に蘇らせ、街と人を元気にしようと市民参加型の祭り
として開催してきた。毎年8月最終土日の2日間開催。約40団
体の踊り隊(約1000名)が参加。
（2016年 観客動員数は約27000人）。
本年、「バサラ祭り2017(第19回)」は、8月26､27日開催予定。

「あるくん奈良まちなかバル」
このイベントは、2006年に始めた「あるくん奈良スタンプラリー」（現在も実施中）がベースにある。
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いう思いで、商店街を中心としたスタンプラリーを開催した。この企画で、よりテーマ性を持たせて、かつ
遅い時間帯に、街のにぎわいを創り出せないかと考えていた時に出会ったのが、「伊丹まちなかバル」
(2010年5月)であった。スタンプラリー実行委員会は、「これだ！」と体感し、2010年10月には1回目を開
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（つまみ）」をハシゴして、飲み食べ歩くイベントだ。1冊3500円(700円のチケットが5枚綴り)を前売りチケッ
トとして販売し、参加者はこれを購入する事でイベントへの参加となる。参加者はチケット1冊で、5店のハ
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争、そして当商店街の空き店舗、高齢化、後継
者不足等の課題に対する新たな挑戦であっ
た。この事業開始がひとつのきっかけとなり、
2008年7月に商店街中央に新スーパー「オーケス
ト」が開業。
この2年間で、もちいどの商店街来街者数が
約33％増加、それと同時に、今まで空き店舗だっ
たところが開店し、商店街が回復する様子を目の
当たりにした。2009年には、中小企業庁より「新・
がんばる商店街77選」にも選ばれ、益 Ｖ々路回
復を鮮明にしていった。また、新規創業者は若者が多く、商店街活動、各種行事、イベントにも積極的に
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ではまず、目標とする街や商店街が活性化した状態とはどういう状態なのか。
1.商店街に空き店舗がない状態。（商業者として自活でき、かつ商店街活動（イベントや販促）にも参
加協力できる。）
2.起業家（若者）が次 と々育ち、街や商店街のキーマンとして活躍している状態。
3.街のコミュニティの拠点として、歴史、伝統、文化が継承されている状態。
4.住民も商業者も観光客も通年楽しめる街となっている状態。
以上の4項目を目標設定する。
この目標実現に向けての手法のひとつとして、第1章で取り上げた3つの事業は含まれていると考えて
いる。
では、この3つの手法を発展させたところに、目標が見えてくるのであろうか。
1,2の実現の為には、「もちいどの夢ＣＵＢＥ」を更に加速化させ、増殖していく必要がある。つまり、街
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信し、全国から起業家を集め、育成していくことが大切である。また、育成の仕組みづくりとして、銀行や
行政の協力を得、ファンドを活用したり、ステップアップする為の場所整備などを行う事により、目標に近
づくことができると考えられる。
3,4の目標に向けて行っている事業（手法）のひとつが、「バサラ祭り」、「まちなかバル」である。「まちな

かバル」を通年実施したり、飲食店以外の店舗でも実施し、街全体でバルを行うという考えもある。また、
「バサラ祭り」を一年中楽しめる拠点（施設）をつくる事もアイデアとして考えられる。しかし、いずれも現
実的ではないし、ひとつひとつの事業には限界が見えてくる。街の目標をひとつの仕組みや事業で達成
する事は困難だという当然の結論にたどりつく。　また一方、街の周辺には「ならまち」や世界遺産であ
る寺社仏閣が隣接している訳であるから、もう少し広いエリアで街の活性化をとらえる事で、3,4にも近づ
ける事ができるとも考えられる。

第3章
ここでは、第1章で取り上げた3つの事業（手法）以外の事業を
揚げ、その可能性を考えてみた。
「ＳＨＯＷ天ＧＡＩ∞(ショウテンガイ・エイト)」
奈良の8つの商店街の若手メンバー「奈良をキラッとさせるクラブ

（ならキラぶ）」が初めて集まったのが2014年秋。　この企画の為
に、それぞれの「商店街歩き」を始めた。歩くほどに、若手メンバーか
ら商店街のおもしろい情報が飛び出し、当たり前の商店街風景が
見違えてきた。こんな体験から生まれたイベントが「ＳＨＯＷ天ＧＡＩ
∞(ショウテンガイ・エイト)」であった。
1300年の時を超え蘇った8人の天平人たち。現代の奈良を憂

い、「まほろばの証」を求めてさまよい歩く彼らに、8つの商店街のそ

れぞれのよいところ、おもしろいところを探して伝
えれば、何かが起こるスタンプラリーと演劇を組
み合わせた参加型のエンターテイメントだ。こ
のイベントは、街そのものが“楽しむ場”となり、歴
史、伝統、文化に目を向けながらコミュニティを
築いていくといった内容で、我々の中でも大きな
話題となった。特に若手が中心となって行う事
により、街のキーマンを育成していけるという成
果もあり、今後の発展に期待したいし、ここで新
たな可能性を見出すことができる。

「まとめと今後の課題」
今回の研究は、あくまでも「もちいどのセンター街」を中心として考察してきた。他の商店街や奈良の街
全体としては、偏った結果だと感じる。また、あるべき目標（状態）もそれぞれ違うのだから、手法も異なっ
て当然だ。　そのような事を前提にまとめてみた。
第1章で紹介した3つの事業（イベント）の性格、街での位置付けを理解し、目指すべき目標(状態)に
向けて、ひとつずつが単独で歩むだけでは限界がある。他の事業、他のエリア、他の人と結びつける事
により、新たな展開、新たな事業、新たなキーマンが生まれてくる可能性が出てくる。第3章で紹介した事
業もその一例であるし、街としてもしっかりと支援しながら育てていく必要性を感じている。
実はこういった事が「もちいどの夢ＣＵＢＥ」、「きらっ都・奈良」といった起業家同士でも、コラボした商
品開発の事例も生まれてきている。　若手ミュージシャンと動画屋がコラボして、ＰＶ制作事業を始めて
いる。このような事例は、副次的成果であるが、街の化学反応とも言うべき新たな出来事だと思う。単に
事業を質・量で測定し、そこにとらわれるのではなく、色 な々機会づくり（あるものとあるものをつなぐ）をす
る事が街の活性化、ひいては商店街の活性化につながっていくのではないだろうか。
これらの考察から新たな展望（方向性）が見えてきたように思う。今回の研究を通じ、自らも一事業主

として、商店街に対して、奈良の街に対して、複眼的に関わっていけるよう、努力していきたい。

最後になりましたが、奈良地域デザイン研究所研究員に入れていただいた事、またそのお世話いた
だいた村内代表、事務局の岡本さん、そしてアドバイザーの先生方には、心より感謝申し上げます。

－　3　－

もちいどの夢ＣＵＢＥ正面入口

平成19年(2007年)もちいどの夢ＣＵＢＥオープン

14,308
12,969

9,061
8,148

7,383
8,394

9,810

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

昭和５２年 平成３年 平成１０年 平成１４年 平成１８年 平成１９年 平成２０年

もちいどのセンター街通行者の推移



「街の活性化・商店街の活性化」
“街って本当に変わるの？”

有限会社　　魚万商店　　　
代表取締役　魚谷和良　　　

【はじめに】
私は、奈良市の中心市街地に生まれ、県内で最も古いと言われている「もちいどのセンター街」で育

った。幼少期～少年期はまさにアーケードの中で遊んだり、勉強したり、スポーツをしたりと、大屋根内の
大家族のような生活をした。まさに昭和な暮らしだ。だから時代と共に近所のお店が変わり、商店街が変
化し、街が変貌していく様を目の当たりにしてきた。そして自らが家業を継ぐことを選択し、激動の商店街
に関わりを持つようになっていった。　奈良の街に対しては、当然愛着もあるし、誇りも持っている。そんな
自分が商店街に対して直接動き出したのが「バサラ祭り」であり、「まちなかバル」であり、「もちいどの夢
ＣＵＢＥ」である。それぞれの事業は予想以上に大きな話題となり、注目を集める事になった。また、社会
的成果も大きかったと自負している。しかし、こういった取り組みも年月が経過すると、本当に街の活性
化・商店街の活性化につながっているのか？、初期の目標は達成しているのか？と不安になってくる。
ちょうどそんな折、「地域デザイン研究所」発足の声掛けを頂き、今までと違った視点で、自ら取り組ん
できた事を今一度、検証する機会にしようと考えた。

【本論】
ここでは、まず初めに、我々が奈良の街で実施してきた代表的事業を3つ紹介したいと思う。

第1章 
「バサラ祭り」
「奈良にも騒いでええ日ができたで」を合言
葉に、商店街などの地元有志が　“この指たか
れ”で集まり、実行委員会を結成した。1999年8
月、古都奈良にこだわりながら、その常識を打ち
破るダンシング・パフォーマンス・パレード「バサラ
祭り」を近鉄奈良駅、ＪＲ奈良駅周辺の中心商
店街を会場として開催。さらに、和と洋のリズム、
ビートが融合するオリジナル踊り歌「踊る・なら・
そらっ！」も制作した。そして、老若男女が思い思
いの派手な衣装で舞い踊る姿は、人 を々驚か
せ、真夏の奈良の風物詩となっていった。
「バサラ（婆沙羅）」とは、鎌倉、室町時代に流行した美意識、風潮。また、音楽や舞楽などで、わざと
拍子を外して目立つ事も意味した。ここから転じて、派手な衣装や粋な振る舞いを競ったバサラ大名で

も知られるようになってきた。 語源は、サンスクリット語の
「vajra」で、意味は金剛、ダイヤモンド。奈良・新薬師寺の十
二神将 伐折羅（ばさら）大将も語源は同じ。伐折羅大将の
お姿が、あまりにも際立って目を引いたので、後に奇をてらっ
た伊達者たちを「バサラ」と呼んだとも言われている。
「バサラ祭り」は、その心意気、生き様を舞いや踊りを通し
て奈良に蘇らせ、街と人を元気にしようと市民参加型の祭り
として開催してきた。毎年8月最終土日の2日間開催。約40団
体の踊り隊(約1000名)が参加。
（2016年 観客動員数は約27000人）。
本年、「バサラ祭り2017(第19回)」は、8月26､27日開催予定。

「あるくん奈良まちなかバル」
このイベントは、2006年に始めた「あるくん奈良スタンプラリー」（現在も実施中）がベースにある。
秋の行楽シーズンのピークである正倉院展に来県された方に、奈良の魅力を更に知って頂きたいと

いう思いで、商店街を中心としたスタンプラリーを開催した。この企画で、よりテーマ性を持たせて、かつ
遅い時間帯に、街のにぎわいを創り出せないかと考えていた時に出会ったのが、「伊丹まちなかバル」
(2010年5月)であった。スタンプラリー実行委員会は、「これだ！」と体感し、2010年10月には1回目を開
催。スペインの食文化を代表する「バル」を奈良のまちなかに再現し、お店が出す 「ワンドリンク＋1品
（つまみ）」をハシゴして、飲み食べ歩くイベントだ。1冊3500円(700円のチケットが5枚綴り)を前売りチケッ
トとして販売し、参加者はこれを購入する事でイベントへの参加となる。参加者はチケット1冊で、5店のハ
シゴをする事が出来る。各店が原則、「ワンドリンク＋1品（つまみ）のバルメニュー（800～1000円相当）」
を出す事により、お得感いっぱい。また、気になっていたお店、知らないお店やオーナー料理、店内等をチ
ケット1枚で気軽に入店し、知る事が出来るという魅力がある。
また最近では、地域の各種イベント（奈良国際映画祭、イルミ奈～ら等）や、前回は春日大社の式年
造替事業とコラボした。奈良の魅力をイベントを通して知ってもらう事により、街・商店街の活性化、そして
飲食店の活性化につなげていこうとしている。
年間1～2回開催、閑散期に2日間(金､土曜日)実施している。毎回、約70店舗の参加があり、チケット

は約1500～1700冊（2日間でのべ約8000人参加）販売している。

「もちいどの夢ＣＵＢＥ」
2004年5月、全国的にシャッター商店街が増え

る中、もちいどのセンター街中央の元パチンコ店
が売りに出され、空き店舗対策のひとつとして、商
店街で購入する事を決議、購入した。ところが、
構造上の強度不足から立て直しプランを検討、
紆余曲折の末、「もちいどのセンター街の活性化
と空き店舗対策」という事業目的で、新規創業者
を募集し、独立創業まで支援する事を決定。10
店舗の募集に対し、40件の応募があり、入居者（
新規創業者）を決定、2007年4月「もちいどの夢Ｃ
ＵＢＥ」を開業した。
長引く経済不況、大型店を含めた地域間競

争、そして当商店街の空き店舗、高齢化、後継
者不足等の課題に対する新たな挑戦であっ
た。この事業開始がひとつのきっかけとなり、
2008年7月に商店街中央に新スーパー「オーケス
ト」が開業。
この2年間で、もちいどの商店街来街者数が
約33％増加、それと同時に、今まで空き店舗だっ
たところが開店し、商店街が回復する様子を目の
当たりにした。2009年には、中小企業庁より「新・
がんばる商店街77選」にも選ばれ、益 Ｖ々路回
復を鮮明にしていった。また、新規創業者は若者が多く、商店街活動、各種行事、イベントにも積極的に
参加。高齢化、後継者不足問題は一気に好転する結果となった。
本年で、10年目を迎える「もちいどの夢ＣＵＢＥ」であるが、この間31店舗が出店参加し、起業家を24
店舗（開業率77％）輩出してきた。当商店街以外に、中心市街地に出店し、現在も16店舗が各地で活
躍している。　（2017年1月現在）

第2章
先述したように3つの事業は、いずれも街の活性化・商店街の活性化を目指してきたが、果たしてよりよ

い方向に成長しているのだろうか？通常、これらの課題は、商店街の通行量であったり、参加者数（観客
動員数）、または経済波及効果といった量で効果測定する。しかし、今回の研究としては、質で以って効
果測定することを考えてみたい。つまり、街・商店街の活性化した状態（目標）を設定し、そこと現状との
隔たり（ギャップ）を課題とし、考察していきたい。

ではまず、目標とする街や商店街が活性化した状態とはどういう状態なのか。
1.商店街に空き店舗がない状態。（商業者として自活でき、かつ商店街活動（イベントや販促）にも参
加協力できる。）
2.起業家（若者）が次 と々育ち、街や商店街のキーマンとして活躍している状態。
3.街のコミュニティの拠点として、歴史、伝統、文化が継承されている状態。
4.住民も商業者も観光客も通年楽しめる街となっている状態。
以上の4項目を目標設定する。
この目標実現に向けての手法のひとつとして、第1章で取り上げた3つの事業は含まれていると考えて
いる。
では、この3つの手法を発展させたところに、目標が見えてくるのであろうか。
1,2の実現の為には、「もちいどの夢ＣＵＢＥ」を更に加速化させ、増殖していく必要がある。つまり、街

や商店街の空き店舗数（廃業率）を上回る起業家（開業率）を育てればよいという事になる。「もちいど
の夢ＣＵＢＥ」によって、“起業の街”、“チャレンジショップの街”、“若手経営者の街”として、全国に情報発
信し、全国から起業家を集め、育成していくことが大切である。また、育成の仕組みづくりとして、銀行や
行政の協力を得、ファンドを活用したり、ステップアップする為の場所整備などを行う事により、目標に近
づくことができると考えられる。
3,4の目標に向けて行っている事業（手法）のひとつが、「バサラ祭り」、「まちなかバル」である。「まちな

かバル」を通年実施したり、飲食店以外の店舗でも実施し、街全体でバルを行うという考えもある。また、
「バサラ祭り」を一年中楽しめる拠点（施設）をつくる事もアイデアとして考えられる。しかし、いずれも現
実的ではないし、ひとつひとつの事業には限界が見えてくる。街の目標をひとつの仕組みや事業で達成
する事は困難だという当然の結論にたどりつく。　また一方、街の周辺には「ならまち」や世界遺産であ
る寺社仏閣が隣接している訳であるから、もう少し広いエリアで街の活性化をとらえる事で、3,4にも近づ
ける事ができるとも考えられる。

第3章
ここでは、第1章で取り上げた3つの事業（手法）以外の事業を
揚げ、その可能性を考えてみた。
「ＳＨＯＷ天ＧＡＩ∞(ショウテンガイ・エイト)」
奈良の8つの商店街の若手メンバー「奈良をキラッとさせるクラブ

（ならキラぶ）」が初めて集まったのが2014年秋。　この企画の為
に、それぞれの「商店街歩き」を始めた。歩くほどに、若手メンバーか
ら商店街のおもしろい情報が飛び出し、当たり前の商店街風景が
見違えてきた。こんな体験から生まれたイベントが「ＳＨＯＷ天ＧＡＩ
∞(ショウテンガイ・エイト)」であった。
1300年の時を超え蘇った8人の天平人たち。現代の奈良を憂

い、「まほろばの証」を求めてさまよい歩く彼らに、8つの商店街のそ
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れぞれのよいところ、おもしろいところを探して伝
えれば、何かが起こるスタンプラリーと演劇を組
み合わせた参加型のエンターテイメントだ。こ
のイベントは、街そのものが“楽しむ場”となり、歴
史、伝統、文化に目を向けながらコミュニティを
築いていくといった内容で、我々の中でも大きな
話題となった。特に若手が中心となって行う事
により、街のキーマンを育成していけるという成
果もあり、今後の発展に期待したいし、ここで新
たな可能性を見出すことができる。

「まとめと今後の課題」
今回の研究は、あくまでも「もちいどのセンター街」を中心として考察してきた。他の商店街や奈良の街
全体としては、偏った結果だと感じる。また、あるべき目標（状態）もそれぞれ違うのだから、手法も異なっ
て当然だ。　そのような事を前提にまとめてみた。
第1章で紹介した3つの事業（イベント）の性格、街での位置付けを理解し、目指すべき目標(状態)に
向けて、ひとつずつが単独で歩むだけでは限界がある。他の事業、他のエリア、他の人と結びつける事
により、新たな展開、新たな事業、新たなキーマンが生まれてくる可能性が出てくる。第3章で紹介した事
業もその一例であるし、街としてもしっかりと支援しながら育てていく必要性を感じている。
実はこういった事が「もちいどの夢ＣＵＢＥ」、「きらっ都・奈良」といった起業家同士でも、コラボした商
品開発の事例も生まれてきている。　若手ミュージシャンと動画屋がコラボして、ＰＶ制作事業を始めて
いる。このような事例は、副次的成果であるが、街の化学反応とも言うべき新たな出来事だと思う。単に
事業を質・量で測定し、そこにとらわれるのではなく、色 な々機会づくり（あるものとあるものをつなぐ）をす
る事が街の活性化、ひいては商店街の活性化につながっていくのではないだろうか。
これらの考察から新たな展望（方向性）が見えてきたように思う。今回の研究を通じ、自らも一事業主

として、商店街に対して、奈良の街に対して、複眼的に関わっていけるよう、努力していきたい。

最後になりましたが、奈良地域デザイン研究所研究員に入れていただいた事、またそのお世話いた
だいた村内代表、事務局の岡本さん、そしてアドバイザーの先生方には、心より感謝申し上げます。
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「街の活性化・商店街の活性化」
“街って本当に変わるの？”

有限会社　　魚万商店　　　
代表取締役　魚谷和良　　　

【はじめに】
私は、奈良市の中心市街地に生まれ、県内で最も古いと言われている「もちいどのセンター街」で育

った。幼少期～少年期はまさにアーケードの中で遊んだり、勉強したり、スポーツをしたりと、大屋根内の
大家族のような生活をした。まさに昭和な暮らしだ。だから時代と共に近所のお店が変わり、商店街が変
化し、街が変貌していく様を目の当たりにしてきた。そして自らが家業を継ぐことを選択し、激動の商店街
に関わりを持つようになっていった。　奈良の街に対しては、当然愛着もあるし、誇りも持っている。そんな
自分が商店街に対して直接動き出したのが「バサラ祭り」であり、「まちなかバル」であり、「もちいどの夢
ＣＵＢＥ」である。それぞれの事業は予想以上に大きな話題となり、注目を集める事になった。また、社会
的成果も大きかったと自負している。しかし、こういった取り組みも年月が経過すると、本当に街の活性
化・商店街の活性化につながっているのか？、初期の目標は達成しているのか？と不安になってくる。
ちょうどそんな折、「地域デザイン研究所」発足の声掛けを頂き、今までと違った視点で、自ら取り組ん
できた事を今一度、検証する機会にしようと考えた。

【本論】
ここでは、まず初めに、我々が奈良の街で実施してきた代表的事業を3つ紹介したいと思う。

第1章 
「バサラ祭り」
「奈良にも騒いでええ日ができたで」を合言
葉に、商店街などの地元有志が　“この指たか
れ”で集まり、実行委員会を結成した。1999年8
月、古都奈良にこだわりながら、その常識を打ち
破るダンシング・パフォーマンス・パレード「バサラ
祭り」を近鉄奈良駅、ＪＲ奈良駅周辺の中心商
店街を会場として開催。さらに、和と洋のリズム、
ビートが融合するオリジナル踊り歌「踊る・なら・
そらっ！」も制作した。そして、老若男女が思い思
いの派手な衣装で舞い踊る姿は、人 を々驚か
せ、真夏の奈良の風物詩となっていった。
「バサラ（婆沙羅）」とは、鎌倉、室町時代に流行した美意識、風潮。また、音楽や舞楽などで、わざと
拍子を外して目立つ事も意味した。ここから転じて、派手な衣装や粋な振る舞いを競ったバサラ大名で

も知られるようになってきた。 語源は、サンスクリット語の
「vajra」で、意味は金剛、ダイヤモンド。奈良・新薬師寺の十
二神将 伐折羅（ばさら）大将も語源は同じ。伐折羅大将の
お姿が、あまりにも際立って目を引いたので、後に奇をてらっ
た伊達者たちを「バサラ」と呼んだとも言われている。
「バサラ祭り」は、その心意気、生き様を舞いや踊りを通し
て奈良に蘇らせ、街と人を元気にしようと市民参加型の祭り
として開催してきた。毎年8月最終土日の2日間開催。約40団
体の踊り隊(約1000名)が参加。
（2016年 観客動員数は約27000人）。
本年、「バサラ祭り2017(第19回)」は、8月26､27日開催予定。

「あるくん奈良まちなかバル」
このイベントは、2006年に始めた「あるくん奈良スタンプラリー」（現在も実施中）がベースにある。
秋の行楽シーズンのピークである正倉院展に来県された方に、奈良の魅力を更に知って頂きたいと

いう思いで、商店街を中心としたスタンプラリーを開催した。この企画で、よりテーマ性を持たせて、かつ
遅い時間帯に、街のにぎわいを創り出せないかと考えていた時に出会ったのが、「伊丹まちなかバル」
(2010年5月)であった。スタンプラリー実行委員会は、「これだ！」と体感し、2010年10月には1回目を開
催。スペインの食文化を代表する「バル」を奈良のまちなかに再現し、お店が出す 「ワンドリンク＋1品
（つまみ）」をハシゴして、飲み食べ歩くイベントだ。1冊3500円(700円のチケットが5枚綴り)を前売りチケッ
トとして販売し、参加者はこれを購入する事でイベントへの参加となる。参加者はチケット1冊で、5店のハ
シゴをする事が出来る。各店が原則、「ワンドリンク＋1品（つまみ）のバルメニュー（800～1000円相当）」
を出す事により、お得感いっぱい。また、気になっていたお店、知らないお店やオーナー料理、店内等をチ
ケット1枚で気軽に入店し、知る事が出来るという魅力がある。
また最近では、地域の各種イベント（奈良国際映画祭、イルミ奈～ら等）や、前回は春日大社の式年
造替事業とコラボした。奈良の魅力をイベントを通して知ってもらう事により、街・商店街の活性化、そして
飲食店の活性化につなげていこうとしている。
年間1～2回開催、閑散期に2日間(金､土曜日)実施している。毎回、約70店舗の参加があり、チケット

は約1500～1700冊（2日間でのべ約8000人参加）販売している。

「もちいどの夢ＣＵＢＥ」
2004年5月、全国的にシャッター商店街が増え

る中、もちいどのセンター街中央の元パチンコ店
が売りに出され、空き店舗対策のひとつとして、商
店街で購入する事を決議、購入した。ところが、
構造上の強度不足から立て直しプランを検討、
紆余曲折の末、「もちいどのセンター街の活性化
と空き店舗対策」という事業目的で、新規創業者
を募集し、独立創業まで支援する事を決定。10
店舗の募集に対し、40件の応募があり、入居者（
新規創業者）を決定、2007年4月「もちいどの夢Ｃ
ＵＢＥ」を開業した。
長引く経済不況、大型店を含めた地域間競
争、そして当商店街の空き店舗、高齢化、後継
者不足等の課題に対する新たな挑戦であっ
た。この事業開始がひとつのきっかけとなり、
2008年7月に商店街中央に新スーパー「オーケス
ト」が開業。
この2年間で、もちいどの商店街来街者数が
約33％増加、それと同時に、今まで空き店舗だっ
たところが開店し、商店街が回復する様子を目の
当たりにした。2009年には、中小企業庁より「新・
がんばる商店街77選」にも選ばれ、益 Ｖ々路回
復を鮮明にしていった。また、新規創業者は若者が多く、商店街活動、各種行事、イベントにも積極的に
参加。高齢化、後継者不足問題は一気に好転する結果となった。
本年で、10年目を迎える「もちいどの夢ＣＵＢＥ」であるが、この間31店舗が出店参加し、起業家を24
店舗（開業率77％）輩出してきた。当商店街以外に、中心市街地に出店し、現在も16店舗が各地で活
躍している。　（2017年1月現在）

第2章
先述したように3つの事業は、いずれも街の活性化・商店街の活性化を目指してきたが、果たしてよりよ

い方向に成長しているのだろうか？通常、これらの課題は、商店街の通行量であったり、参加者数（観客
動員数）、または経済波及効果といった量で効果測定する。しかし、今回の研究としては、質で以って効
果測定することを考えてみたい。つまり、街・商店街の活性化した状態（目標）を設定し、そこと現状との
隔たり（ギャップ）を課題とし、考察していきたい。

ではまず、目標とする街や商店街が活性化した状態とはどういう状態なのか。
1.商店街に空き店舗がない状態。（商業者として自活でき、かつ商店街活動（イベントや販促）にも参
加協力できる。）
2.起業家（若者）が次 と々育ち、街や商店街のキーマンとして活躍している状態。
3.街のコミュニティの拠点として、歴史、伝統、文化が継承されている状態。
4.住民も商業者も観光客も通年楽しめる街となっている状態。
以上の4項目を目標設定する。
この目標実現に向けての手法のひとつとして、第1章で取り上げた3つの事業は含まれていると考えて
いる。
では、この3つの手法を発展させたところに、目標が見えてくるのであろうか。
1,2の実現の為には、「もちいどの夢ＣＵＢＥ」を更に加速化させ、増殖していく必要がある。つまり、街

や商店街の空き店舗数（廃業率）を上回る起業家（開業率）を育てればよいという事になる。「もちいど
の夢ＣＵＢＥ」によって、“起業の街”、“チャレンジショップの街”、“若手経営者の街”として、全国に情報発
信し、全国から起業家を集め、育成していくことが大切である。また、育成の仕組みづくりとして、銀行や
行政の協力を得、ファンドを活用したり、ステップアップする為の場所整備などを行う事により、目標に近
づくことができると考えられる。
3,4の目標に向けて行っている事業（手法）のひとつが、「バサラ祭り」、「まちなかバル」である。「まちな

かバル」を通年実施したり、飲食店以外の店舗でも実施し、街全体でバルを行うという考えもある。また、
「バサラ祭り」を一年中楽しめる拠点（施設）をつくる事もアイデアとして考えられる。しかし、いずれも現
実的ではないし、ひとつひとつの事業には限界が見えてくる。街の目標をひとつの仕組みや事業で達成
する事は困難だという当然の結論にたどりつく。　また一方、街の周辺には「ならまち」や世界遺産であ
る寺社仏閣が隣接している訳であるから、もう少し広いエリアで街の活性化をとらえる事で、3,4にも近づ
ける事ができるとも考えられる。

第3章
ここでは、第1章で取り上げた3つの事業（手法）以外の事業を
揚げ、その可能性を考えてみた。
「ＳＨＯＷ天ＧＡＩ∞(ショウテンガイ・エイト)」
奈良の8つの商店街の若手メンバー「奈良をキラッとさせるクラブ

（ならキラぶ）」が初めて集まったのが2014年秋。　この企画の為
に、それぞれの「商店街歩き」を始めた。歩くほどに、若手メンバーか
ら商店街のおもしろい情報が飛び出し、当たり前の商店街風景が
見違えてきた。こんな体験から生まれたイベントが「ＳＨＯＷ天ＧＡＩ
∞(ショウテンガイ・エイト)」であった。
1300年の時を超え蘇った8人の天平人たち。現代の奈良を憂

い、「まほろばの証」を求めてさまよい歩く彼らに、8つの商店街のそ

れぞれのよいところ、おもしろいところを探して伝
えれば、何かが起こるスタンプラリーと演劇を組
み合わせた参加型のエンターテイメントだ。こ
のイベントは、街そのものが“楽しむ場”となり、歴
史、伝統、文化に目を向けながらコミュニティを
築いていくといった内容で、我々の中でも大きな
話題となった。特に若手が中心となって行う事
により、街のキーマンを育成していけるという成
果もあり、今後の発展に期待したいし、ここで新
たな可能性を見出すことができる。

「まとめと今後の課題」
今回の研究は、あくまでも「もちいどのセンター街」を中心として考察してきた。他の商店街や奈良の街
全体としては、偏った結果だと感じる。また、あるべき目標（状態）もそれぞれ違うのだから、手法も異なっ
て当然だ。　そのような事を前提にまとめてみた。
第1章で紹介した3つの事業（イベント）の性格、街での位置付けを理解し、目指すべき目標(状態)に

向けて、ひとつずつが単独で歩むだけでは限界がある。他の事業、他のエリア、他の人と結びつける事
により、新たな展開、新たな事業、新たなキーマンが生まれてくる可能性が出てくる。第3章で紹介した事
業もその一例であるし、街としてもしっかりと支援しながら育てていく必要性を感じている。
実はこういった事が「もちいどの夢ＣＵＢＥ」、「きらっ都・奈良」といった起業家同士でも、コラボした商
品開発の事例も生まれてきている。　若手ミュージシャンと動画屋がコラボして、ＰＶ制作事業を始めて
いる。このような事例は、副次的成果であるが、街の化学反応とも言うべき新たな出来事だと思う。単に
事業を質・量で測定し、そこにとらわれるのではなく、色 な々機会づくり（あるものとあるものをつなぐ）をす
る事が街の活性化、ひいては商店街の活性化につながっていくのではないだろうか。
これらの考察から新たな展望（方向性）が見えてきたように思う。今回の研究を通じ、自らも一事業主

として、商店街に対して、奈良の街に対して、複眼的に関わっていけるよう、努力していきたい。

最後になりましたが、奈良地域デザイン研究所研究員に入れていただいた事、またそのお世話いた
だいた村内代表、事務局の岡本さん、そしてアドバイザーの先生方には、心より感謝申し上げます。

「街の活性化・商店街の活性化」  “街って本当に変わるの？”　　　　　　　　　　　　　有限会社 魚万商店  　代表取締役　魚谷和良
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「　森のねんどのまちづくり　」
～森のねんどの可能性～

岡本電子                　　　
人形作家　岡本 道康　　　

１　はじめに
　「森のねんどの物語」の取り組みは、１９６９年苗畑に生
まれ、幼少期を過ごしたその当時植林された杉やヒノキが
放置林になっていると知ることからはじまりました。大阪万
博の頃から、マテリアル、エネルギー、ライフスタイルが変化
していく中で森は衰退し山村の過疎化が進み、ふるさとの
情景は失われていく姿を目にしてきました。経済の仕組み
が変わることで山の資源が活用できない、若い世代が入
って生活できないと聞かされる。そこで木を粉にして、何に
でも変化する素材を作ることにしました。これが「森のねん
どの物語」です。

国土の7割が森林でそのうちの4割が人工林、私たち
が住む生活と森林との関わりは決して無関係ではありませ
ん。地上資源を最大限無駄なく使い、新しい生命の循環を
つくりだす森のねんどの可能性に期待が膨らみます。植林
から約４０年、森林は飽和状態、「今こそ林業の時代」私
たちの住むまちをどう創っていくのか、「森のねんどのまちづ
くり」ワークショップの取り組みを通して考察します。

２　森のねんどの物語
（１） なぜ物語なのか？
森にはたくさんの生命が存在する不思議な世界です。
小さな川の流れ、木を植えて山を守る、木を集めて製材する、整えた端
材は割り箸へ、割りばしを作るときに出る綺麗な木屑、それを、粘土にした
のが「森のねんど」です。１本の木を無駄なく使い切る産業を伝える森の
ねんど。大きい川が流れ穏やかな生活と伝統を守る文化、こうした営みが
代々森を守ってきたました。
森の循環の仕組みと森を守る産業の繋がりと穏やかな生活の調和を

わかりやすく物語を通して伝えることが「森のねんどのまちづくり」のコンセ
プトになるのです。
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（２） なぜ森なのか？
私たちは森林から生活に欠かせない多くの恵みを受け

ています。
特に安定した自然環境という間接的な利用と資源産出
地としての直接的な利用とに分けられます。
環境面の役割として雨水を吸収して水源を保ちあわせ

て河川の流量を調節する役割のほか土壌浸食の防止も
含まれます。また、森林は光合成によって二酸化炭素を吸
収し、酸素を放出します。この量は莫大なもので地球環境
の安定化に森林は大きな役割を果たしています。多様性の
ある壮大なシステムです。資源産出地としての森林も重要です。森林で得られた資源で最も重要なもの
は木材です。木材の利用は、建材や紙・パルプをはじめとする工業製品の原料にするためのを用材と木
そのものを燃料として燃やす薪炭材としての利用の2種類に大きく分かれます。薪炭材としての利用は
全世界で使用されており、森林は最も重要なエネルギー供給源でした。化石燃料の使用と電力の普及
によって特に先進諸国においてこの利用は急速にすたれ、森林の飽和状態をうむことになりました。しか
し、森林が増えたのは最近のこと、江戸から明治の里山は、はげ山でした。江戸時代には循環された森
が保たれていましたが、明治時代になると製糸産業が進むことになり燃料の木がたくさん使われ続けは
げ山になったのです。一度、人間が手を加えたバランスの崩れた森のことを歴史からみると極端な偏り
が問題です。
なぜ森に注目したのかは、本来あるべき自然の森を参考に産業と自然環境の持続可能な仕組みが
大切だと考えられます。
 
（３） ねんどづくり
奈良時代の仏像には木屑と漆を使用した技術で造形が作られていました。自然素材を取り入れた
造形技術は適度な素材サイクルから雇用を守り技術継承がスムーズに進み円滑な経済サイクルが形
成されると考えられます。消費社会におけるゴミ問題は不可欠です。「森のねんど」のような自然に返りや
すい素材は問題解決につながります。そこで木を使った粘土づくりをすることになりました。木の粘土を
作るには様 な々技術を必要とします。そして、いろいろな関わり合いが必要です。
だから「森のねんど」は“粘土”ではなくて“ねんど”になりました。
技術的には、粉砕、配合、有機物と無機物を合わせるのは大変です。そこで、伝統技術と未来技術

を考察することになりました。

  

３　「森のねんどのまちづくり」の活動

これまでの活動は、幼稚園をはじめ小学校、サマ―セ
ミナー、図書館、古民家フリースぺ―ス、ギャラリー、イベン
ト、ショッピングモール、キャンプ場などでワークショップと作
品展示を開催してきました。

（１）ワークショップ
ワークショップでは、何一つ同じものがない、それぞれに個性があり失敗がない、やさしい色使いと自
然素材にいやされたなど、それぞれの作品をお互いに評価しながら自分の作品に自信を持つ、きっかけ
になりました。小さな子供さんから年配の方まで男女を問わず参加されています。

（２）作品展の感想の一部紹介
お人形がかわいかった。（女子学生）
お人形の顔が豊かだった。（女子学生）
とても懐かしい幼い頃の様子の用でタイムスリップしたみたい
でした。（５０代主婦）
日々 の多忙の中忘れていた心を思い出しました。
（会社員男性６０歳以上）
癒されました　ありがとうございました。（４０代主婦）
感動しました。こんなリアルでファンタジーな表情の人形は見

たことがありません。（男性）
電車のジオラマかわいかった。（子供）
ほのぼのとした気持ちにさせられます。ねんどの作品とは思えない本物かと見間違うほどの豊かなあ

どけないしぐさの一コマにホットさせられ自然にほほえみがこぼれてきます。（６０代女性）
自然がよりいっそうイキイキキラキラみえました。（３０代主婦）
と―ても好きです！ねんどもそして写真も・・・どちらもやってみたいです。写真にハマっている友達も連れ
てきたいです。（４０代主婦）　
おじいちゃんおばあちゃんっ子だった私、よく山に散歩しに行った頃を思い出しました。本当に癒されま

した。自然いっぱいの山に私も今でも妖精はいると信じています。山の子藪に私自身も立っている気分あ
りがとう。（女性）　宮崎の父や祖父母と過ごした自然が蘇りました子育てをしている日々 を思い出しまし
た、子供たちに幸せあれと・・・（６０歳代以上主婦）
おもわず笑みがおこります。（６０歳以上主婦）
「森のねんど」素敵な人形ですね。これまで知らなかったので大変興味深く拝見しました。
（５０代男性会社員）

（３）教育
ロボットの授業の中で道路交通システムのお話をさせていただきました。 森のねんどと道路交通シス
テム、環境と未来技術の関係についてお話しました。
サマーセミナーに参加しました。学校と地域が連携した新しい地域カレッジのあり方を学びました。
　　　　　　　　　

４　活動から見えてきた課題
（１） 「森のねんどの物語」の文化と産業の調和に向けた新

しい試みには時間が掛かり認知度を高める必要がありま
す。

（２） 「イメージを形にする」伝統的な教育の中で雛祭りがあり
ます。雛祭りは、小さな子供のうちから、人形や小物を使っ
てイメージトレーニングをしてきました。近年デジタル映像
技術が素晴らしい発展を遂げている一方、立体的思考
に乏しくなっていると考えられます。物理的イメージを体感していないところに問題の課題があると
考えられます。

そこで、問題を克服するには、歴史文化から学び、地域に根付いた産業と結び付けて、新たな地域
のイメージを小さな世界で作ることです。
具体的には、地域の素材を使い、地域に根づいた産業や、工芸職人の技術を集めた「からくり時計」

や「山車」や「小さな世界」を市民の人と共にとり組む事で実現できると考えます。

５　まとめ
「森のねんどのまちづくり」の活動はとても大きな森の事を考えながら小さな芽を育てるような活動で
す。今年度は学校や図書館、博物館などで市民と専門家を繋げ、歴史的考察と未来を構想する研究
所として、市民の手とプロの技術を足して成長する「生きた博物館構想」の実現を目指します。
まちづくりには、具体的な数字や文字で作る実務的方法と、感覚的なイメージを形にする共感的方法
の２つに分けられます。感覚的なイメージを共有するには、コミュニケーションと時間が必要になってきま
す。未来のまちづくりには、子供たちの手に掛かっています。
子供たちが楽しいコト、得意なコトを使ったデキルコトでひとりの心の居場所を見つける作業が出来る

ように、「生きた博物館構想」の中で「森のねんどのまちづくり」教材を使って人を育てる活動を進めま
す。

【 御協力、アドバイスいただいた方に感謝致します。 】
ＫＧＩフォーラム 総合研究大学院大学名誉教授　池内　了　・　幹事 三宅　諭拝
同志社大学 理工学部　 けいはんなグリーンエネルギー研究所長 千田　二郎
奈良女子大名誉教授 　 国際高等研究所フェロー　  池原　健二
奈良地域デザイン研究所　 大阪経済法科大学客員教授　  村内　俊雄
栄光産業株式会社 笹岡重信　　　吉野スタイル 磯崎　典央　・　山本　茂伸

【 参考資料 】
小学校用副読本「森と私たちの生活」　奈良県、「日本には木が多すぎる」
日経ビジネスオンライン、「くさる家に住む」　著 / つなが～るズ(神田雅子/濱田ゆかり/林 美樹/平山友子)　
「シルヴァンの秘密」 著 /稲本　正 　　「まちを育てる建築」　 著 /チョンピリョン
「森の心・森の知恵」 著 /林　進 　　「怪しげな時代の思想」 著 /渡辺　昇一
「心の地球革命」エレーヌ＆アーサーアローン　「生命の記号」村上和雄、木と森の雑学　著 /鈴木　啓三



「　森のねんどのまちづくり　」
～森のねんどの可能性～

岡本電子                　　　
人形作家　岡本 道康　　　

１　はじめに
　「森のねんどの物語」の取り組みは、１９６９年苗畑に生
まれ、幼少期を過ごしたその当時植林された杉やヒノキが
放置林になっていると知ることからはじまりました。大阪万
博の頃から、マテリアル、エネルギー、ライフスタイルが変化
していく中で森は衰退し山村の過疎化が進み、ふるさとの
情景は失われていく姿を目にしてきました。経済の仕組み
が変わることで山の資源が活用できない、若い世代が入
って生活できないと聞かされる。そこで木を粉にして、何に
でも変化する素材を作ることにしました。これが「森のねん
どの物語」です。

国土の7割が森林でそのうちの4割が人工林、私たち
が住む生活と森林との関わりは決して無関係ではありませ
ん。地上資源を最大限無駄なく使い、新しい生命の循環を
つくりだす森のねんどの可能性に期待が膨らみます。植林
から約４０年、森林は飽和状態、「今こそ林業の時代」私
たちの住むまちをどう創っていくのか、「森のねんどのまちづ
くり」ワークショップの取り組みを通して考察します。

２　森のねんどの物語
（１） なぜ物語なのか？
森にはたくさんの生命が存在する不思議な世界です。
小さな川の流れ、木を植えて山を守る、木を集めて製材する、整えた端
材は割り箸へ、割りばしを作るときに出る綺麗な木屑、それを、粘土にした
のが「森のねんど」です。１本の木を無駄なく使い切る産業を伝える森の
ねんど。大きい川が流れ穏やかな生活と伝統を守る文化、こうした営みが
代々森を守ってきたました。
森の循環の仕組みと森を守る産業の繋がりと穏やかな生活の調和を

わかりやすく物語を通して伝えることが「森のねんどのまちづくり」のコンセ
プトになるのです。

（２） なぜ森なのか？
私たちは森林から生活に欠かせない多くの恵みを受け

ています。
特に安定した自然環境という間接的な利用と資源産出
地としての直接的な利用とに分けられます。
環境面の役割として雨水を吸収して水源を保ちあわせ

て河川の流量を調節する役割のほか土壌浸食の防止も
含まれます。また、森林は光合成によって二酸化炭素を吸
収し、酸素を放出します。この量は莫大なもので地球環境
の安定化に森林は大きな役割を果たしています。多様性の
ある壮大なシステムです。資源産出地としての森林も重要です。森林で得られた資源で最も重要なもの
は木材です。木材の利用は、建材や紙・パルプをはじめとする工業製品の原料にするためのを用材と木
そのものを燃料として燃やす薪炭材としての利用の2種類に大きく分かれます。薪炭材としての利用は
全世界で使用されており、森林は最も重要なエネルギー供給源でした。化石燃料の使用と電力の普及
によって特に先進諸国においてこの利用は急速にすたれ、森林の飽和状態をうむことになりました。しか
し、森林が増えたのは最近のこと、江戸から明治の里山は、はげ山でした。江戸時代には循環された森
が保たれていましたが、明治時代になると製糸産業が進むことになり燃料の木がたくさん使われ続けは
げ山になったのです。一度、人間が手を加えたバランスの崩れた森のことを歴史からみると極端な偏り
が問題です。
なぜ森に注目したのかは、本来あるべき自然の森を参考に産業と自然環境の持続可能な仕組みが
大切だと考えられます。
 
（３） ねんどづくり
奈良時代の仏像には木屑と漆を使用した技術で造形が作られていました。自然素材を取り入れた
造形技術は適度な素材サイクルから雇用を守り技術継承がスムーズに進み円滑な経済サイクルが形
成されると考えられます。消費社会におけるゴミ問題は不可欠です。「森のねんど」のような自然に返りや
すい素材は問題解決につながります。そこで木を使った粘土づくりをすることになりました。木の粘土を
作るには様 な々技術を必要とします。そして、いろいろな関わり合いが必要です。
だから「森のねんど」は“粘土”ではなくて“ねんど”になりました。
技術的には、粉砕、配合、有機物と無機物を合わせるのは大変です。そこで、伝統技術と未来技術

を考察することになりました。
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３　「森のねんどのまちづくり」の活動

これまでの活動は、幼稚園をはじめ小学校、サマ―セ
ミナー、図書館、古民家フリースぺ―ス、ギャラリー、イベン
ト、ショッピングモール、キャンプ場などでワークショップと作
品展示を開催してきました。

（１）ワークショップ
ワークショップでは、何一つ同じものがない、それぞれに個性があり失敗がない、やさしい色使いと自
然素材にいやされたなど、それぞれの作品をお互いに評価しながら自分の作品に自信を持つ、きっかけ
になりました。小さな子供さんから年配の方まで男女を問わず参加されています。

（２）作品展の感想の一部紹介
お人形がかわいかった。（女子学生）
お人形の顔が豊かだった。（女子学生）
とても懐かしい幼い頃の様子の用でタイムスリップしたみたい
でした。（５０代主婦）
日々 の多忙の中忘れていた心を思い出しました。
（会社員男性６０歳以上）
癒されました　ありがとうございました。（４０代主婦）
感動しました。こんなリアルでファンタジーな表情の人形は見

たことがありません。（男性）
電車のジオラマかわいかった。（子供）
ほのぼのとした気持ちにさせられます。ねんどの作品とは思えない本物かと見間違うほどの豊かなあ

どけないしぐさの一コマにホットさせられ自然にほほえみがこぼれてきます。（６０代女性）
自然がよりいっそうイキイキキラキラみえました。（３０代主婦）
と―ても好きです！ねんどもそして写真も・・・どちらもやってみたいです。写真にハマっている友達も連れ
てきたいです。（４０代主婦）　
おじいちゃんおばあちゃんっ子だった私、よく山に散歩しに行った頃を思い出しました。本当に癒されま

した。自然いっぱいの山に私も今でも妖精はいると信じています。山の子藪に私自身も立っている気分あ
りがとう。（女性）　宮崎の父や祖父母と過ごした自然が蘇りました子育てをしている日々 を思い出しまし
た、子供たちに幸せあれと・・・（６０歳代以上主婦）
おもわず笑みがおこります。（６０歳以上主婦）
「森のねんど」素敵な人形ですね。これまで知らなかったので大変興味深く拝見しました。
（５０代男性会社員）

（３）教育
ロボットの授業の中で道路交通システムのお話をさせていただきました。 森のねんどと道路交通シス
テム、環境と未来技術の関係についてお話しました。
サマーセミナーに参加しました。学校と地域が連携した新しい地域カレッジのあり方を学びました。
　　　　　　　　　

４　活動から見えてきた課題
（１） 「森のねんどの物語」の文化と産業の調和に向けた新

しい試みには時間が掛かり認知度を高める必要がありま
す。

（２） 「イメージを形にする」伝統的な教育の中で雛祭りがあり
ます。雛祭りは、小さな子供のうちから、人形や小物を使っ
てイメージトレーニングをしてきました。近年デジタル映像
技術が素晴らしい発展を遂げている一方、立体的思考
に乏しくなっていると考えられます。物理的イメージを体感していないところに問題の課題があると
考えられます。

そこで、問題を克服するには、歴史文化から学び、地域に根付いた産業と結び付けて、新たな地域
のイメージを小さな世界で作ることです。
具体的には、地域の素材を使い、地域に根づいた産業や、工芸職人の技術を集めた「からくり時計」

や「山車」や「小さな世界」を市民の人と共にとり組む事で実現できると考えます。

５　まとめ
「森のねんどのまちづくり」の活動はとても大きな森の事を考えながら小さな芽を育てるような活動で
す。今年度は学校や図書館、博物館などで市民と専門家を繋げ、歴史的考察と未来を構想する研究
所として、市民の手とプロの技術を足して成長する「生きた博物館構想」の実現を目指します。
まちづくりには、具体的な数字や文字で作る実務的方法と、感覚的なイメージを形にする共感的方法
の２つに分けられます。感覚的なイメージを共有するには、コミュニケーションと時間が必要になってきま
す。未来のまちづくりには、子供たちの手に掛かっています。
子供たちが楽しいコト、得意なコトを使ったデキルコトでひとりの心の居場所を見つける作業が出来る

ように、「生きた博物館構想」の中で「森のねんどのまちづくり」教材を使って人を育てる活動を進めま
す。

【 御協力、アドバイスいただいた方に感謝致します。 】
ＫＧＩフォーラム 総合研究大学院大学名誉教授　池内　了　・　幹事 三宅　諭拝
同志社大学 理工学部　 けいはんなグリーンエネルギー研究所長 千田　二郎
奈良女子大名誉教授 　 国際高等研究所フェロー　  池原　健二
奈良地域デザイン研究所　 大阪経済法科大学客員教授　  村内　俊雄
栄光産業株式会社 笹岡重信　　　吉野スタイル 磯崎　典央　・　山本　茂伸

【 参考資料 】
小学校用副読本「森と私たちの生活」　奈良県、「日本には木が多すぎる」
日経ビジネスオンライン、「くさる家に住む」　著 / つなが～るズ(神田雅子/濱田ゆかり/林 美樹/平山友子)　
「シルヴァンの秘密」 著 /稲本　正 　　「まちを育てる建築」　 著 /チョンピリョン
「森の心・森の知恵」 著 /林　進 　　「怪しげな時代の思想」 著 /渡辺　昇一
「心の地球革命」エレーヌ＆アーサーアローン　「生命の記号」村上和雄、木と森の雑学　著 /鈴木　啓三
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１　はじめに
　「森のねんどの物語」の取り組みは、１９６９年苗畑に生
まれ、幼少期を過ごしたその当時植林された杉やヒノキが
放置林になっていると知ることからはじまりました。大阪万
博の頃から、マテリアル、エネルギー、ライフスタイルが変化
していく中で森は衰退し山村の過疎化が進み、ふるさとの
情景は失われていく姿を目にしてきました。経済の仕組み
が変わることで山の資源が活用できない、若い世代が入
って生活できないと聞かされる。そこで木を粉にして、何に
でも変化する素材を作ることにしました。これが「森のねん
どの物語」です。

国土の7割が森林でそのうちの4割が人工林、私たち
が住む生活と森林との関わりは決して無関係ではありませ
ん。地上資源を最大限無駄なく使い、新しい生命の循環を
つくりだす森のねんどの可能性に期待が膨らみます。植林
から約４０年、森林は飽和状態、「今こそ林業の時代」私
たちの住むまちをどう創っていくのか、「森のねんどのまちづ
くり」ワークショップの取り組みを通して考察します。

２　森のねんどの物語
（１） なぜ物語なのか？
森にはたくさんの生命が存在する不思議な世界です。
小さな川の流れ、木を植えて山を守る、木を集めて製材する、整えた端
材は割り箸へ、割りばしを作るときに出る綺麗な木屑、それを、粘土にした
のが「森のねんど」です。１本の木を無駄なく使い切る産業を伝える森の
ねんど。大きい川が流れ穏やかな生活と伝統を守る文化、こうした営みが
代々森を守ってきたました。
森の循環の仕組みと森を守る産業の繋がりと穏やかな生活の調和を

わかりやすく物語を通して伝えることが「森のねんどのまちづくり」のコンセ
プトになるのです。

（２） なぜ森なのか？
私たちは森林から生活に欠かせない多くの恵みを受け

ています。
特に安定した自然環境という間接的な利用と資源産出
地としての直接的な利用とに分けられます。
環境面の役割として雨水を吸収して水源を保ちあわせ

て河川の流量を調節する役割のほか土壌浸食の防止も
含まれます。また、森林は光合成によって二酸化炭素を吸
収し、酸素を放出します。この量は莫大なもので地球環境
の安定化に森林は大きな役割を果たしています。多様性の
ある壮大なシステムです。資源産出地としての森林も重要です。森林で得られた資源で最も重要なもの
は木材です。木材の利用は、建材や紙・パルプをはじめとする工業製品の原料にするためのを用材と木
そのものを燃料として燃やす薪炭材としての利用の2種類に大きく分かれます。薪炭材としての利用は
全世界で使用されており、森林は最も重要なエネルギー供給源でした。化石燃料の使用と電力の普及
によって特に先進諸国においてこの利用は急速にすたれ、森林の飽和状態をうむことになりました。しか
し、森林が増えたのは最近のこと、江戸から明治の里山は、はげ山でした。江戸時代には循環された森
が保たれていましたが、明治時代になると製糸産業が進むことになり燃料の木がたくさん使われ続けは
げ山になったのです。一度、人間が手を加えたバランスの崩れた森のことを歴史からみると極端な偏り
が問題です。
なぜ森に注目したのかは、本来あるべき自然の森を参考に産業と自然環境の持続可能な仕組みが
大切だと考えられます。
 
（３） ねんどづくり
奈良時代の仏像には木屑と漆を使用した技術で造形が作られていました。自然素材を取り入れた
造形技術は適度な素材サイクルから雇用を守り技術継承がスムーズに進み円滑な経済サイクルが形
成されると考えられます。消費社会におけるゴミ問題は不可欠です。「森のねんど」のような自然に返りや
すい素材は問題解決につながります。そこで木を使った粘土づくりをすることになりました。木の粘土を
作るには様 な々技術を必要とします。そして、いろいろな関わり合いが必要です。
だから「森のねんど」は“粘土”ではなくて“ねんど”になりました。
技術的には、粉砕、配合、有機物と無機物を合わせるのは大変です。そこで、伝統技術と未来技術

を考察することになりました。

  

３　「森のねんどのまちづくり」の活動

これまでの活動は、幼稚園をはじめ小学校、サマ―セ
ミナー、図書館、古民家フリースぺ―ス、ギャラリー、イベン
ト、ショッピングモール、キャンプ場などでワークショップと作
品展示を開催してきました。

（１）ワークショップ
ワークショップでは、何一つ同じものがない、それぞれに個性があり失敗がない、やさしい色使いと自
然素材にいやされたなど、それぞれの作品をお互いに評価しながら自分の作品に自信を持つ、きっかけ
になりました。小さな子供さんから年配の方まで男女を問わず参加されています。

「　森のねんどのまちづくり　」　～森のねんどの可能性～　　　　　　岡本電子　　人形作家　岡本　道康

（２）作品展の感想の一部紹介
お人形がかわいかった。（女子学生）
お人形の顔が豊かだった。（女子学生）
とても懐かしい幼い頃の様子の用でタイムスリップしたみたい
でした。（５０代主婦）
日々 の多忙の中忘れていた心を思い出しました。
（会社員男性６０歳以上）
癒されました　ありがとうございました。（４０代主婦）
感動しました。こんなリアルでファンタジーな表情の人形は見

たことがありません。（男性）
電車のジオラマかわいかった。（子供）
ほのぼのとした気持ちにさせられます。ねんどの作品とは思えない本物かと見間違うほどの豊かなあ

どけないしぐさの一コマにホットさせられ自然にほほえみがこぼれてきます。（６０代女性）
自然がよりいっそうイキイキキラキラみえました。（３０代主婦）
と―ても好きです！ねんどもそして写真も・・・どちらもやってみたいです。写真にハマっている友達も連れ
てきたいです。（４０代主婦）　
おじいちゃんおばあちゃんっ子だった私、よく山に散歩しに行った頃を思い出しました。本当に癒されま

した。自然いっぱいの山に私も今でも妖精はいると信じています。山の子藪に私自身も立っている気分あ
りがとう。（女性）　宮崎の父や祖父母と過ごした自然が蘇りました子育てをしている日々 を思い出しまし
た、子供たちに幸せあれと・・・（６０歳代以上主婦）
おもわず笑みがおこります。（６０歳以上主婦）
「森のねんど」素敵な人形ですね。これまで知らなかったので大変興味深く拝見しました。
（５０代男性会社員）

（３）教育
ロボットの授業の中で道路交通システムのお話をさせていただきました。 森のねんどと道路交通シス
テム、環境と未来技術の関係についてお話しました。
サマーセミナーに参加しました。学校と地域が連携した新しい地域カレッジのあり方を学びました。
　　　　　　　　　

４　活動から見えてきた課題
（１） 「森のねんどの物語」の文化と産業の調和に向けた新

しい試みには時間が掛かり認知度を高める必要がありま
す。

（２） 「イメージを形にする」伝統的な教育の中で雛祭りがあり
ます。雛祭りは、小さな子供のうちから、人形や小物を使っ
てイメージトレーニングをしてきました。近年デジタル映像
技術が素晴らしい発展を遂げている一方、立体的思考
に乏しくなっていると考えられます。物理的イメージを体感していないところに問題の課題があると
考えられます。

そこで、問題を克服するには、歴史文化から学び、地域に根付いた産業と結び付けて、新たな地域
のイメージを小さな世界で作ることです。
具体的には、地域の素材を使い、地域に根づいた産業や、工芸職人の技術を集めた「からくり時計」

や「山車」や「小さな世界」を市民の人と共にとり組む事で実現できると考えます。

５　まとめ
「森のねんどのまちづくり」の活動はとても大きな森の事を考えながら小さな芽を育てるような活動で
す。今年度は学校や図書館、博物館などで市民と専門家を繋げ、歴史的考察と未来を構想する研究
所として、市民の手とプロの技術を足して成長する「生きた博物館構想」の実現を目指します。
まちづくりには、具体的な数字や文字で作る実務的方法と、感覚的なイメージを形にする共感的方法
の２つに分けられます。感覚的なイメージを共有するには、コミュニケーションと時間が必要になってきま
す。未来のまちづくりには、子供たちの手に掛かっています。
子供たちが楽しいコト、得意なコトを使ったデキルコトでひとりの心の居場所を見つける作業が出来る

ように、「生きた博物館構想」の中で「森のねんどのまちづくり」教材を使って人を育てる活動を進めま
す。

【 御協力、アドバイスいただいた方に感謝致します。 】
ＫＧＩフォーラム 総合研究大学院大学名誉教授　池内　了　・　幹事 三宅　諭拝
同志社大学 理工学部　 けいはんなグリーンエネルギー研究所長 千田　二郎
奈良女子大名誉教授 　 国際高等研究所フェロー　  池原　健二
奈良地域デザイン研究所　 大阪経済法科大学客員教授　  村内　俊雄
栄光産業株式会社 笹岡重信　　　吉野スタイル 磯崎　典央　・　山本　茂伸

【 参考資料 】
小学校用副読本「森と私たちの生活」　奈良県、「日本には木が多すぎる」
日経ビジネスオンライン、「くさる家に住む」　著 / つなが～るズ(神田雅子/濱田ゆかり/林 美樹/平山友子)　
「シルヴァンの秘密」 著 /稲本　正 　　「まちを育てる建築」　 著 /チョンピリョン
「森の心・森の知恵」 著 /林　進 　　「怪しげな時代の思想」 著 /渡辺　昇一
「心の地球革命」エレーヌ＆アーサーアローン　「生命の記号」村上和雄、木と森の雑学　著 /鈴木　啓三
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未来のエネルギーを学ぶ大学生と市民の方と一緒に未来のまち
づくりワークショップを開催、学生の将来に期待をかけながら交流
ができました。

幼稚園での森のねんど教室は子供の中には
泥のような粘土に最初は嫌がっていましたが
徐 に々集中力が増し、作品を作っていました。

キャンプ場で焚火をしながらの
森のねんど体験。 森を体感し
ながら心暖まる時間を過ごしま
した。

町屋を活用したフリースペースで木こりさん
と一緒にトークイベント＆ワークショップ、もの
を大切にした無駄のないまちづくりについて
話が弾みました。

大人の森のねんど教室、箱庭療法のように
小さな世界を作りました。ねんどを触るのは
何十年ぶり出来上がりを見ながら話が弾み
ました。



「　森のねんどのまちづくり　」
～森のねんどの可能性～

岡本電子                　　　
人形作家　岡本 道康　　　

１　はじめに
　「森のねんどの物語」の取り組みは、１９６９年苗畑に生
まれ、幼少期を過ごしたその当時植林された杉やヒノキが
放置林になっていると知ることからはじまりました。大阪万
博の頃から、マテリアル、エネルギー、ライフスタイルが変化
していく中で森は衰退し山村の過疎化が進み、ふるさとの
情景は失われていく姿を目にしてきました。経済の仕組み
が変わることで山の資源が活用できない、若い世代が入
って生活できないと聞かされる。そこで木を粉にして、何に
でも変化する素材を作ることにしました。これが「森のねん
どの物語」です。

国土の7割が森林でそのうちの4割が人工林、私たち
が住む生活と森林との関わりは決して無関係ではありませ
ん。地上資源を最大限無駄なく使い、新しい生命の循環を
つくりだす森のねんどの可能性に期待が膨らみます。植林
から約４０年、森林は飽和状態、「今こそ林業の時代」私
たちの住むまちをどう創っていくのか、「森のねんどのまちづ
くり」ワークショップの取り組みを通して考察します。

２　森のねんどの物語
（１） なぜ物語なのか？
森にはたくさんの生命が存在する不思議な世界です。
小さな川の流れ、木を植えて山を守る、木を集めて製材する、整えた端
材は割り箸へ、割りばしを作るときに出る綺麗な木屑、それを、粘土にした
のが「森のねんど」です。１本の木を無駄なく使い切る産業を伝える森の
ねんど。大きい川が流れ穏やかな生活と伝統を守る文化、こうした営みが
代々森を守ってきたました。
森の循環の仕組みと森を守る産業の繋がりと穏やかな生活の調和を

わかりやすく物語を通して伝えることが「森のねんどのまちづくり」のコンセ
プトになるのです。

（２） なぜ森なのか？
私たちは森林から生活に欠かせない多くの恵みを受け

ています。
特に安定した自然環境という間接的な利用と資源産出
地としての直接的な利用とに分けられます。
環境面の役割として雨水を吸収して水源を保ちあわせ

て河川の流量を調節する役割のほか土壌浸食の防止も
含まれます。また、森林は光合成によって二酸化炭素を吸
収し、酸素を放出します。この量は莫大なもので地球環境
の安定化に森林は大きな役割を果たしています。多様性の
ある壮大なシステムです。資源産出地としての森林も重要です。森林で得られた資源で最も重要なもの
は木材です。木材の利用は、建材や紙・パルプをはじめとする工業製品の原料にするためのを用材と木
そのものを燃料として燃やす薪炭材としての利用の2種類に大きく分かれます。薪炭材としての利用は
全世界で使用されており、森林は最も重要なエネルギー供給源でした。化石燃料の使用と電力の普及
によって特に先進諸国においてこの利用は急速にすたれ、森林の飽和状態をうむことになりました。しか
し、森林が増えたのは最近のこと、江戸から明治の里山は、はげ山でした。江戸時代には循環された森
が保たれていましたが、明治時代になると製糸産業が進むことになり燃料の木がたくさん使われ続けは
げ山になったのです。一度、人間が手を加えたバランスの崩れた森のことを歴史からみると極端な偏り
が問題です。
なぜ森に注目したのかは、本来あるべき自然の森を参考に産業と自然環境の持続可能な仕組みが
大切だと考えられます。
 
（３） ねんどづくり
奈良時代の仏像には木屑と漆を使用した技術で造形が作られていました。自然素材を取り入れた
造形技術は適度な素材サイクルから雇用を守り技術継承がスムーズに進み円滑な経済サイクルが形
成されると考えられます。消費社会におけるゴミ問題は不可欠です。「森のねんど」のような自然に返りや
すい素材は問題解決につながります。そこで木を使った粘土づくりをすることになりました。木の粘土を
作るには様 な々技術を必要とします。そして、いろいろな関わり合いが必要です。
だから「森のねんど」は“粘土”ではなくて“ねんど”になりました。
技術的には、粉砕、配合、有機物と無機物を合わせるのは大変です。そこで、伝統技術と未来技術

を考察することになりました。

  

３　「森のねんどのまちづくり」の活動

これまでの活動は、幼稚園をはじめ小学校、サマ―セ
ミナー、図書館、古民家フリースぺ―ス、ギャラリー、イベン
ト、ショッピングモール、キャンプ場などでワークショップと作
品展示を開催してきました。

（１）ワークショップ
ワークショップでは、何一つ同じものがない、それぞれに個性があり失敗がない、やさしい色使いと自
然素材にいやされたなど、それぞれの作品をお互いに評価しながら自分の作品に自信を持つ、きっかけ
になりました。小さな子供さんから年配の方まで男女を問わず参加されています。

（２）作品展の感想の一部紹介
お人形がかわいかった。（女子学生）
お人形の顔が豊かだった。（女子学生）
とても懐かしい幼い頃の様子の用でタイムスリップしたみたい
でした。（５０代主婦）
日々 の多忙の中忘れていた心を思い出しました。
（会社員男性６０歳以上）
癒されました　ありがとうございました。（４０代主婦）
感動しました。こんなリアルでファンタジーな表情の人形は見

たことがありません。（男性）
電車のジオラマかわいかった。（子供）
ほのぼのとした気持ちにさせられます。ねんどの作品とは思えない本物かと見間違うほどの豊かなあ

どけないしぐさの一コマにホットさせられ自然にほほえみがこぼれてきます。（６０代女性）
自然がよりいっそうイキイキキラキラみえました。（３０代主婦）
と―ても好きです！ねんどもそして写真も・・・どちらもやってみたいです。写真にハマっている友達も連れ
てきたいです。（４０代主婦）　
おじいちゃんおばあちゃんっ子だった私、よく山に散歩しに行った頃を思い出しました。本当に癒されま

した。自然いっぱいの山に私も今でも妖精はいると信じています。山の子藪に私自身も立っている気分あ
りがとう。（女性）　宮崎の父や祖父母と過ごした自然が蘇りました子育てをしている日々 を思い出しまし
た、子供たちに幸せあれと・・・（６０歳代以上主婦）
おもわず笑みがおこります。（６０歳以上主婦）
「森のねんど」素敵な人形ですね。これまで知らなかったので大変興味深く拝見しました。
（５０代男性会社員）

（３）教育
ロボットの授業の中で道路交通システムのお話をさせていただきました。 森のねんどと道路交通シス
テム、環境と未来技術の関係についてお話しました。
サマーセミナーに参加しました。学校と地域が連携した新しい地域カレッジのあり方を学びました。
　　　　　　　　　

「　森のねんどのまちづくり　」　～森のねんどの可能性～　　　　　　岡本電子　　人形作家　岡本　道康

４　活動から見えてきた課題
（１） 「森のねんどの物語」の文化と産業の調和に向けた新

しい試みには時間が掛かり認知度を高める必要がありま
す。

（２） 「イメージを形にする」伝統的な教育の中で雛祭りがあり
ます。雛祭りは、小さな子供のうちから、人形や小物を使っ
てイメージトレーニングをしてきました。近年デジタル映像
技術が素晴らしい発展を遂げている一方、立体的思考
に乏しくなっていると考えられます。物理的イメージを体感していないところに問題の課題があると
考えられます。

そこで、問題を克服するには、歴史文化から学び、地域に根付いた産業と結び付けて、新たな地域
のイメージを小さな世界で作ることです。
具体的には、地域の素材を使い、地域に根づいた産業や、工芸職人の技術を集めた「からくり時計」

や「山車」や「小さな世界」を市民の人と共にとり組む事で実現できると考えます。

５　まとめ
「森のねんどのまちづくり」の活動はとても大きな森の事を考えながら小さな芽を育てるような活動で
す。今年度は学校や図書館、博物館などで市民と専門家を繋げ、歴史的考察と未来を構想する研究
所として、市民の手とプロの技術を足して成長する「生きた博物館構想」の実現を目指します。
まちづくりには、具体的な数字や文字で作る実務的方法と、感覚的なイメージを形にする共感的方法
の２つに分けられます。感覚的なイメージを共有するには、コミュニケーションと時間が必要になってきま
す。未来のまちづくりには、子供たちの手に掛かっています。
子供たちが楽しいコト、得意なコトを使ったデキルコトでひとりの心の居場所を見つける作業が出来る

ように、「生きた博物館構想」の中で「森のねんどのまちづくり」教材を使って人を育てる活動を進めま
す。

【 御協力、アドバイスいただいた方に感謝致します。 】
ＫＧＩフォーラム 総合研究大学院大学名誉教授　池内　了　・　幹事 三宅　諭拝
同志社大学 理工学部　 けいはんなグリーンエネルギー研究所長 千田　二郎
奈良女子大名誉教授 　 国際高等研究所フェロー　  池原　健二
奈良地域デザイン研究所　 大阪経済法科大学客員教授　  村内　俊雄
栄光産業株式会社 笹岡重信　　　吉野スタイル 磯崎　典央　・　山本　茂伸

【 参考資料 】
小学校用副読本「森と私たちの生活」　奈良県、「日本には木が多すぎる」
日経ビジネスオンライン、「くさる家に住む」　著 / つなが～るズ(神田雅子/濱田ゆかり/林 美樹/平山友子)　
「シルヴァンの秘密」 著 /稲本　正 　　「まちを育てる建築」　 著 /チョンピリョン
「森の心・森の知恵」 著 /林　進 　　「怪しげな時代の思想」 著 /渡辺　昇一
「心の地球革命」エレーヌ＆アーサーアローン　「生命の記号」村上和雄、木と森の雑学　著 /鈴木　啓三
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「　森のねんどのまちづくり　」
～森のねんどの可能性～

岡本電子                　　　
人形作家　岡本 道康　　　

１　はじめに
　「森のねんどの物語」の取り組みは、１９６９年苗畑に生
まれ、幼少期を過ごしたその当時植林された杉やヒノキが
放置林になっていると知ることからはじまりました。大阪万
博の頃から、マテリアル、エネルギー、ライフスタイルが変化
していく中で森は衰退し山村の過疎化が進み、ふるさとの
情景は失われていく姿を目にしてきました。経済の仕組み
が変わることで山の資源が活用できない、若い世代が入
って生活できないと聞かされる。そこで木を粉にして、何に
でも変化する素材を作ることにしました。これが「森のねん
どの物語」です。

国土の7割が森林でそのうちの4割が人工林、私たち
が住む生活と森林との関わりは決して無関係ではありませ
ん。地上資源を最大限無駄なく使い、新しい生命の循環を
つくりだす森のねんどの可能性に期待が膨らみます。植林
から約４０年、森林は飽和状態、「今こそ林業の時代」私
たちの住むまちをどう創っていくのか、「森のねんどのまちづ
くり」ワークショップの取り組みを通して考察します。

２　森のねんどの物語
（１） なぜ物語なのか？
森にはたくさんの生命が存在する不思議な世界です。
小さな川の流れ、木を植えて山を守る、木を集めて製材する、整えた端
材は割り箸へ、割りばしを作るときに出る綺麗な木屑、それを、粘土にした
のが「森のねんど」です。１本の木を無駄なく使い切る産業を伝える森の
ねんど。大きい川が流れ穏やかな生活と伝統を守る文化、こうした営みが
代々森を守ってきたました。
森の循環の仕組みと森を守る産業の繋がりと穏やかな生活の調和を

わかりやすく物語を通して伝えることが「森のねんどのまちづくり」のコンセ
プトになるのです。

（２） なぜ森なのか？
私たちは森林から生活に欠かせない多くの恵みを受け

ています。
特に安定した自然環境という間接的な利用と資源産出
地としての直接的な利用とに分けられます。
環境面の役割として雨水を吸収して水源を保ちあわせ

て河川の流量を調節する役割のほか土壌浸食の防止も
含まれます。また、森林は光合成によって二酸化炭素を吸
収し、酸素を放出します。この量は莫大なもので地球環境
の安定化に森林は大きな役割を果たしています。多様性の
ある壮大なシステムです。資源産出地としての森林も重要です。森林で得られた資源で最も重要なもの
は木材です。木材の利用は、建材や紙・パルプをはじめとする工業製品の原料にするためのを用材と木
そのものを燃料として燃やす薪炭材としての利用の2種類に大きく分かれます。薪炭材としての利用は
全世界で使用されており、森林は最も重要なエネルギー供給源でした。化石燃料の使用と電力の普及
によって特に先進諸国においてこの利用は急速にすたれ、森林の飽和状態をうむことになりました。しか
し、森林が増えたのは最近のこと、江戸から明治の里山は、はげ山でした。江戸時代には循環された森
が保たれていましたが、明治時代になると製糸産業が進むことになり燃料の木がたくさん使われ続けは
げ山になったのです。一度、人間が手を加えたバランスの崩れた森のことを歴史からみると極端な偏り
が問題です。
なぜ森に注目したのかは、本来あるべき自然の森を参考に産業と自然環境の持続可能な仕組みが
大切だと考えられます。
 
（３） ねんどづくり
奈良時代の仏像には木屑と漆を使用した技術で造形が作られていました。自然素材を取り入れた
造形技術は適度な素材サイクルから雇用を守り技術継承がスムーズに進み円滑な経済サイクルが形
成されると考えられます。消費社会におけるゴミ問題は不可欠です。「森のねんど」のような自然に返りや
すい素材は問題解決につながります。そこで木を使った粘土づくりをすることになりました。木の粘土を
作るには様 な々技術を必要とします。そして、いろいろな関わり合いが必要です。
だから「森のねんど」は“粘土”ではなくて“ねんど”になりました。
技術的には、粉砕、配合、有機物と無機物を合わせるのは大変です。そこで、伝統技術と未来技術

を考察することになりました。

  

３　「森のねんどのまちづくり」の活動

これまでの活動は、幼稚園をはじめ小学校、サマ―セ
ミナー、図書館、古民家フリースぺ―ス、ギャラリー、イベン
ト、ショッピングモール、キャンプ場などでワークショップと作
品展示を開催してきました。

（１）ワークショップ
ワークショップでは、何一つ同じものがない、それぞれに個性があり失敗がない、やさしい色使いと自
然素材にいやされたなど、それぞれの作品をお互いに評価しながら自分の作品に自信を持つ、きっかけ
になりました。小さな子供さんから年配の方まで男女を問わず参加されています。

（２）作品展の感想の一部紹介
お人形がかわいかった。（女子学生）
お人形の顔が豊かだった。（女子学生）
とても懐かしい幼い頃の様子の用でタイムスリップしたみたい
でした。（５０代主婦）
日々 の多忙の中忘れていた心を思い出しました。
（会社員男性６０歳以上）
癒されました　ありがとうございました。（４０代主婦）
感動しました。こんなリアルでファンタジーな表情の人形は見

たことがありません。（男性）
電車のジオラマかわいかった。（子供）
ほのぼのとした気持ちにさせられます。ねんどの作品とは思えない本物かと見間違うほどの豊かなあ

どけないしぐさの一コマにホットさせられ自然にほほえみがこぼれてきます。（６０代女性）
自然がよりいっそうイキイキキラキラみえました。（３０代主婦）
と―ても好きです！ねんどもそして写真も・・・どちらもやってみたいです。写真にハマっている友達も連れ
てきたいです。（４０代主婦）　
おじいちゃんおばあちゃんっ子だった私、よく山に散歩しに行った頃を思い出しました。本当に癒されま

した。自然いっぱいの山に私も今でも妖精はいると信じています。山の子藪に私自身も立っている気分あ
りがとう。（女性）　宮崎の父や祖父母と過ごした自然が蘇りました子育てをしている日々 を思い出しまし
た、子供たちに幸せあれと・・・（６０歳代以上主婦）
おもわず笑みがおこります。（６０歳以上主婦）
「森のねんど」素敵な人形ですね。これまで知らなかったので大変興味深く拝見しました。
（５０代男性会社員）

（３）教育
ロボットの授業の中で道路交通システムのお話をさせていただきました。 森のねんどと道路交通シス
テム、環境と未来技術の関係についてお話しました。
サマーセミナーに参加しました。学校と地域が連携した新しい地域カレッジのあり方を学びました。
　　　　　　　　　

４　活動から見えてきた課題
（１） 「森のねんどの物語」の文化と産業の調和に向けた新

しい試みには時間が掛かり認知度を高める必要がありま
す。

（２） 「イメージを形にする」伝統的な教育の中で雛祭りがあり
ます。雛祭りは、小さな子供のうちから、人形や小物を使っ
てイメージトレーニングをしてきました。近年デジタル映像
技術が素晴らしい発展を遂げている一方、立体的思考
に乏しくなっていると考えられます。物理的イメージを体感していないところに問題の課題があると
考えられます。

そこで、問題を克服するには、歴史文化から学び、地域に根付いた産業と結び付けて、新たな地域
のイメージを小さな世界で作ることです。
具体的には、地域の素材を使い、地域に根づいた産業や、工芸職人の技術を集めた「からくり時計」

や「山車」や「小さな世界」を市民の人と共にとり組む事で実現できると考えます。

５　まとめ
「森のねんどのまちづくり」の活動はとても大きな森の事を考えながら小さな芽を育てるような活動で
す。今年度は学校や図書館、博物館などで市民と専門家を繋げ、歴史的考察と未来を構想する研究
所として、市民の手とプロの技術を足して成長する「生きた博物館構想」の実現を目指します。
まちづくりには、具体的な数字や文字で作る実務的方法と、感覚的なイメージを形にする共感的方法
の２つに分けられます。感覚的なイメージを共有するには、コミュニケーションと時間が必要になってきま
す。未来のまちづくりには、子供たちの手に掛かっています。
子供たちが楽しいコト、得意なコトを使ったデキルコトでひとりの心の居場所を見つける作業が出来る

ように、「生きた博物館構想」の中で「森のねんどのまちづくり」教材を使って人を育てる活動を進めま
す。

【 御協力、アドバイスいただいた方に感謝致します。 】
ＫＧＩフォーラム 総合研究大学院大学名誉教授　池内　了　・　幹事 三宅　諭拝
同志社大学 理工学部　 けいはんなグリーンエネルギー研究所長 千田　二郎
奈良女子大名誉教授 　 国際高等研究所フェロー　  池原　健二
奈良地域デザイン研究所　 大阪経済法科大学客員教授　  村内　俊雄
栄光産業株式会社 笹岡重信　　　吉野スタイル 磯崎　典央　・　山本　茂伸

【 参考資料 】
小学校用副読本「森と私たちの生活」　奈良県、「日本には木が多すぎる」
日経ビジネスオンライン、「くさる家に住む」　著 / つなが～るズ(神田雅子/濱田ゆかり/林 美樹/平山友子)　
「シルヴァンの秘密」 著 /稲本　正 　　「まちを育てる建築」　 著 /チョンピリョン
「森の心・森の知恵」 著 /林　進 　　「怪しげな時代の思想」 著 /渡辺　昇一
「心の地球革命」エレーヌ＆アーサーアローン　「生命の記号」村上和雄、木と森の雑学　著 /鈴木　啓三

「　森のねんどのまちづくり　」　～森のねんどの可能性～　　　　　　岡本電子　　人形作家　岡本　道康
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みんなでつくる福祉地図
～居場所プロジェクトの取り組みから～

地域研究会　「俚志」　　　
代表　大浦　悦子　　　

はじめに
インターネットの普及により情報が溢れかえっている時代にあって、本当に知りたい情報が必要な時に
上手く手に入らない現状にある。また、平等に情報を得る状況にもない。
日常生活において多くの人が必要とする医療・福祉関係の情報取得においては、周りからの口コミ情
報に頼る人が多い。それでも公的保険制度（医療保険、介護保険）に関わる情報や法的に位置づけさ
れている障がい者や子育て支援に関する情報は公的機関を通じて提供される。しかし、制度にのらな
い情報はなかなか知ることができない。そこで、必要な情報を共有する方法として、ネットワークを広げる
ことにした。
「みんなでつくる福祉地図」とは、情報の共有と合わせて具体的な行動を起こしていくことが新たな
情報となり、それが積み重なって暮らしやすい地域が実現すると考えている。
今回、居場所プロジェクト（以降、プロジェクト）を「みんなでつくる福祉地図」の一環として取り組んだ

のは、ボランティア活動として民間で取り組まれることが多いことに注目したからである。ただし、奈良県に
おいて初めての取り組みということもあり、プロジェクト実行委員会による「居場所」を把握する調査活動
と「居場所」フォーラムの開催を中心に取り組んだ中から見えてきたことを報告することにした。

第1章　なぜ、今「居場所」が必要なのか

（1）高齢者の現状から
①1960年ころ世帯人数は平均で約5人であったが、
1970年ころから急激に世帯人数が減少している。
特に、高齢者のみの世帯や独居が増えている。

②内閣府　平成24年版高齢社会白書（概要版）
によると、60歳以上の高齢者の会話の頻度（電話やE
メールを含む）をみてみると、全体では毎日会話をして
いる者が9割を超えるものの、一人暮らし世帯について
は、「2～3日に1回」以下の者も多く、男性の単身世帯
で28.8％、女性の単身世帯で22.0％を占める。
近所づきあいの程度は、全体では「親しくつきあって

いる」が51.0％で最も多く、「あいさつをする程度」は
43.9％、「つきあいがほとんどない」は5.1％となっている。
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性・世帯構成別に見ると、一人暮らしの男性は「つきあいがほとんどない」が17.4％と高く、逆に一人暮ら
しの女性は「親しくつきあっているが60.9％と最も高くなっている。 
また、病気のときや、一人ではできない日常生活に必要な作業（電球の交換や庭の手入れなど）の手
伝いについて、「頼れる人がいない」者の割合は、全体では2.4％であるが、一人暮らしの男性では20.0
％にのぼる。
以上の状況から、認知症人口や孤独死の数が増える、介護保険制度の維持が難しくなるなどのリス

クが高くなるとして、高齢者施策について近年、地域での助け合いの必要性が強調されている

(2)子育て世代の現状から
　厚生労働省資料（平成19年）によると、「地域の中での子どもを通じたつきあい」に関しては、子育

ての悩みを相談できる人がいるのは73.8％で、4人に1人は相談できる人がいない、子どもを預けられる
人がいるのは57.1％で4割の人は預けられる人がいない、子供を叱ってくれる人がいるのは46.6％で半
数以上は自分の他にはいないとなっている。
　「遠くの親戚よりも近くの他人」といった時代においては、夕食のおかずのおすそ分けや醬油などの
貸し借りは日常の風景であり、鍵のかかっていない家々は子供たちの遊び場でもあった。子育てで孤立
など考えられなかった。今は様 な々要因により地域の関係が変わり、地域の人たちが周りにいる子供た
ちのことを知らない。また、子どもたちの遊ぶ姿もあまり見かけなくなった。

(3)障害者支援の現状から
　2006年障害者自立支援法が施行されて以降様 な々施策が実施されてきた。2013年には障害者
総合支援法が施行され、「地域社会における共生の実現」が新たに盛り込まれた。
　今までの施策は、当事者とその家族に対して専門的に関わっていく、あるいは障害者やその家族

のみの居場所づくりが中心であったが、障害者の地域社会への参加、家族の孤立についてはあまり改
善されなかった。

(4)総括的に
　地域の関係性を昔に戻すことはできないが、新たな関係性をどのように構築していくかが問われて

いる。公的な施策もいろいろ実施されてはいるが、課題としては縦割り行政の弊害として、多様な地域
資源を生かした地域力によって地域の関係性を再構築する視点が弱い。
　また、基本的には社会の在り方として「専門的な囲い込み(公助)」「家族による福祉(自助)」から「
多様性のある地域づくり(互助・共助)」にシフトしだしている。
　以上から、個々人への多様な対応が可能となる小地域単位での拠点となる居場所が求められて

いる。

第2章　具体的取り組み
共助・互助による居場所・サロンを県全体で増やしていくため、居場所づくりの必要性に共感した人た

ちをつなぐことから始めたいと、昨年の3月に居場所プロジェクトを立ち上げ、以下の取り組みを行った。
(1)居場所(サロン)調査
市町村の各担当課・社会福祉協議会・地域包括支援センターに調査を依頼した。その他、実行委員

が把握している範囲内での調査と取材を行い、冊子「私たちがつくる、私たちのサロン　奈良の“居場

所”ナビ」＜写真＞にまとめた。
初めての試みということもあり、不備な点が目立つが、今後は、ホームページ「奈良の居場所
http://www.souken-mailbox.com/ibasho/において、さらに居場所の追加を行っていく予定である。   

(2)居場所フォーラム
　想いを持った人をつなぐために、2017年1月15日、東大寺総合文化センターで「奈良の居場所フォ

ーラム２０１６」を開催した。＜写真＞参加者も180名に達し関心の深さを知ることができた。

 　
＜アンケート結果から＞
①基調講演（講師：上司(かみつかさ)永(えい)照(しょう)氏　華厳宗教学部長・東大寺教学執事）
東大寺の地元に居ながら、華厳の教えが福祉に通じることを今まで知らなかったことに驚くと共に、聖
武天皇による大仏造顕の詔に記された精神である「権力を使うのはたやすいことだけれど、一枝の
草でも一握りの土でもいいから、一人ひとりの小さな力を集めることこそ大切」との話が地域の居場所
を作る心の基盤になるとの思いから講師をお願いした。
　講演の中で特によかったという感想が寄せられたのは、大乗仏教の教えにある「生きとし生けるもの
すべてが共存することが理想」「慈悲の対象は一切衆生であるが、施しにおいて優先順位をつけな

ければならない時は、自分の力で得にくい人を優先するのが慈悲の基本的な考え」に対して「心に響
きました」「自分の生き方も考えさせられた」「生きる力をいただきました」「居場所づくりとつながってい
ることを学んだ」などである。
②パネルディスカッション
「サロンの運営の仕方、あり方がよくわかった」「いろいろな居場所があることがわかった」「居場所の
必要性、仕組みづくりの課題が明確になった」「自主活動の今後の課題が具体的に理解できた」な
どの意見が寄せられた。
③その他
身近にあるサロン情報の記載もあり、少しネットワークが広がった。またプロジェクトに対する意見とし
て、「政策に振り回されずに提案することができないのか？」「サロンを始めて3年、ここで自分もいっぱ
い元気をもらった」「様 な々ネットワークづくりに参加したい」「居場所を作る活動がしたいと思ってい
て、参考になった」「認知症を地域から予防したいと思っている」「地域の居場所として機能している
お店にも興味がある」などであった。

第3章　これまでの取り組みの成果と課題
①介護保険研究会の居場所プロジェクトに至る流れ
2005年10月から、現在の中心メンバーによる奈良介護保険研究会の活動を行っている。研究会では
介護保険制度をテーマにシンポジウムやグループ討論を行ってきた。
猫の目制度と言っても過言でないほど制度内容が変化してきた介護保険制度であるが、団塊世代

が75歳に達する2025年に向けてさらなる制度の大幅見直しが実施されようとしている。特に軽度認定
者（要介護認定での要介護1・2、要支援1・2）を制度から外し、「介護予防・日常生活支援総合事業（略
して総合事業）」として市町村へのサービス移行を図っている。「総合事業」として「生活支援・介護予
防サービス」とその担い手として高齢者の社会参加が進められている。
◎高齢者の生活支援の担い手としての社会参加
現役時代の能力を活かした活動、興味関心がある活動、新たにチャレンジする活動として、
一般就労、起業・趣味活動・健康づくり活動、地域活動・介護、福祉以外のボランティア活動等が期
待されている。
◎生活支援・介護予防サービス
ニーズに合った多様なサービス種別、住民主体、NPO、民間企業等多様な 主体によるサービス提
供として、地域サロンの開催・見守り、安否確認・外出支援・買い物、調理、掃除などの家事支援・介護者
支援等が期待されている。
　以上の国の動きもあり地域サロンの動きを作ろうと居場所プロジェクトの活動はじめた。
②各自治体への居場所調査から
　今回の調査方法は、基本的には郵送によらず直接訪問する方法を取った。調査先の対応の仕方

も様々であったが、一定の繋がりができたと思われる。しかし、短期間でまとめようとしたことからまとめる
段階で行き違いも多くあり早急に関係改善を行う必要がある。

③今回のフォーラムを通じて
東大寺の上司永照氏の講演やパネリストへの評価が高く、アンケート結果から読み取っても今後に
繋がる成果が多くあった。
④全体として
調査報告書やフォーラムの費用は、介護保険研究会のメンバーの広告費用提供とフォーラムチケット
代金とカンパで賄った。公的な助成金を申請しましたが、結果として助成を受けることはできなかった。
今後は、ホームページを中心に情報提供とネットワークを広げていく。そして、自立した資金集めを工夫も
していく必要があると考えている。
人的には居場所プロジェクト実行委員会としてメンバーを募り、居場所調査やフォーラムを開催した

が、ほかの仕事を抱えながらであったため、こなしはできたが完成度が低い結果となった。
しかし実現したという充実感があり、今後は着実にネットワークをはぐくんでいきたいと考えている。

今後の目標
(1)ホームページの充実
①新たな居場所情報の更新
②取材を通じての居場所紹介
③居場所に関する各種講座情報の提供
④居場所を作ろうと思っている方からの相談受付と関連情報発信
(2)ネットワークの構築
①まずは各自治体単位に、居場所情報提供、講座の提案・呼びかけなどを担当する世話人の配置、メ
ーリングリストでつながるサポーターを増やしていき、ネットワークに厚みを持たせる。
②年1回全体の交流会を行う。
(3)総合的な居場所の構築
①誰もが気軽に尋ねられる身近な場所、社会的に何らかの役割を感じられる場所、知りたいことがあれ
ば情報を楽しく提供できる場所、困りごとを気軽に安心して相談できる場所、老いも若きも子どもたちも
多様な人たちが集う場所、そんな居場所を作る。
②行政など公的なサービスとの兼ね合いを急がず手探りで探求していく場を作る。
(4)活動資金の確保
①基本的には、これまで同様ボランティアを中心にしていくが、事務局機能などの費用については、公的
助成金や民間財団からの資金を確保していく。
②また、セミナーの参加費や出版活動などによる資金の確保も考える。

最後に
　現在、京終でささやかなサロンを実践しているが、人がつながる楽しさや充実感を感じている。
ここには、助けられたり助けたりという営みがある。

厚労省「厚生行政基礎調査」から
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はじめに
インターネットの普及により情報が溢れかえっている時代にあって、本当に知りたい情報が必要な時に
上手く手に入らない現状にある。また、平等に情報を得る状況にもない。
日常生活において多くの人が必要とする医療・福祉関係の情報取得においては、周りからの口コミ情
報に頼る人が多い。それでも公的保険制度（医療保険、介護保険）に関わる情報や法的に位置づけさ
れている障がい者や子育て支援に関する情報は公的機関を通じて提供される。しかし、制度にのらな
い情報はなかなか知ることができない。そこで、必要な情報を共有する方法として、ネットワークを広げる
ことにした。
「みんなでつくる福祉地図」とは、情報の共有と合わせて具体的な行動を起こしていくことが新たな
情報となり、それが積み重なって暮らしやすい地域が実現すると考えている。
今回、居場所プロジェクト（以降、プロジェクト）を「みんなでつくる福祉地図」の一環として取り組んだ

のは、ボランティア活動として民間で取り組まれることが多いことに注目したからである。ただし、奈良県に
おいて初めての取り組みということもあり、プロジェクト実行委員会による「居場所」を把握する調査活動
と「居場所」フォーラムの開催を中心に取り組んだ中から見えてきたことを報告することにした。

第1章　なぜ、今「居場所」が必要なのか

（1）高齢者の現状から
①1960年ころ世帯人数は平均で約5人であったが、
1970年ころから急激に世帯人数が減少している。
特に、高齢者のみの世帯や独居が増えている。

②内閣府　平成24年版高齢社会白書（概要版）
によると、60歳以上の高齢者の会話の頻度（電話やE
メールを含む）をみてみると、全体では毎日会話をして
いる者が9割を超えるものの、一人暮らし世帯について
は、「2～3日に1回」以下の者も多く、男性の単身世帯
で28.8％、女性の単身世帯で22.0％を占める。
近所づきあいの程度は、全体では「親しくつきあって

いる」が51.0％で最も多く、「あいさつをする程度」は
43.9％、「つきあいがほとんどない」は5.1％となっている。

性・世帯構成別に見ると、一人暮らしの男性は「つきあいがほとんどない」が17.4％と高く、逆に一人暮ら
しの女性は「親しくつきあっているが60.9％と最も高くなっている。 
また、病気のときや、一人ではできない日常生活に必要な作業（電球の交換や庭の手入れなど）の手
伝いについて、「頼れる人がいない」者の割合は、全体では2.4％であるが、一人暮らしの男性では20.0
％にのぼる。
以上の状況から、認知症人口や孤独死の数が増える、介護保険制度の維持が難しくなるなどのリス

クが高くなるとして、高齢者施策について近年、地域での助け合いの必要性が強調されている

(2)子育て世代の現状から
　厚生労働省資料（平成19年）によると、「地域の中での子どもを通じたつきあい」に関しては、子育

ての悩みを相談できる人がいるのは73.8％で、4人に1人は相談できる人がいない、子どもを預けられる
人がいるのは57.1％で4割の人は預けられる人がいない、子供を叱ってくれる人がいるのは46.6％で半
数以上は自分の他にはいないとなっている。
　「遠くの親戚よりも近くの他人」といった時代においては、夕食のおかずのおすそ分けや醬油などの
貸し借りは日常の風景であり、鍵のかかっていない家々は子供たちの遊び場でもあった。子育てで孤立
など考えられなかった。今は様 な々要因により地域の関係が変わり、地域の人たちが周りにいる子供た
ちのことを知らない。また、子どもたちの遊ぶ姿もあまり見かけなくなった。

(3)障害者支援の現状から
　2006年障害者自立支援法が施行されて以降様 な々施策が実施されてきた。2013年には障害者
総合支援法が施行され、「地域社会における共生の実現」が新たに盛り込まれた。
　今までの施策は、当事者とその家族に対して専門的に関わっていく、あるいは障害者やその家族

のみの居場所づくりが中心であったが、障害者の地域社会への参加、家族の孤立についてはあまり改
善されなかった。

(4)総括的に
　地域の関係性を昔に戻すことはできないが、新たな関係性をどのように構築していくかが問われて

いる。公的な施策もいろいろ実施されてはいるが、課題としては縦割り行政の弊害として、多様な地域
資源を生かした地域力によって地域の関係性を再構築する視点が弱い。
　また、基本的には社会の在り方として「専門的な囲い込み(公助)」「家族による福祉(自助)」から「
多様性のある地域づくり(互助・共助)」にシフトしだしている。
　以上から、個々人への多様な対応が可能となる小地域単位での拠点となる居場所が求められて

いる。

第2章　具体的取り組み
共助・互助による居場所・サロンを県全体で増やしていくため、居場所づくりの必要性に共感した人た

ちをつなぐことから始めたいと、昨年の3月に居場所プロジェクトを立ち上げ、以下の取り組みを行った。
(1)居場所(サロン)調査
市町村の各担当課・社会福祉協議会・地域包括支援センターに調査を依頼した。その他、実行委員

が把握している範囲内での調査と取材を行い、冊子「私たちがつくる、私たちのサロン　奈良の“居場

みんなでつくる福祉地図　～居場所プロジェクトの取り組みから～　　　　　　　　　　地域研究会　「俚志」　代表　大浦　悦子

所”ナビ」＜写真＞にまとめた。
初めての試みということもあり、不備な点が目立つが、今後は、ホームページ「奈良の居場所
http://www.souken-mailbox.com/ibasho/において、さらに居場所の追加を行っていく予定である。   

(2)居場所フォーラム
　想いを持った人をつなぐために、2017年1月15日、東大寺総合文化センターで「奈良の居場所フォ

ーラム２０１６」を開催した。＜写真＞参加者も180名に達し関心の深さを知ることができた。

 　
＜アンケート結果から＞
①基調講演（講師：上司(かみつかさ)永(えい)照(しょう)氏　華厳宗教学部長・東大寺教学執事）
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「サロンの運営の仕方、あり方がよくわかった」「いろいろな居場所があることがわかった」「居場所の
必要性、仕組みづくりの課題が明確になった」「自主活動の今後の課題が具体的に理解できた」な
どの意見が寄せられた。
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身近にあるサロン情報の記載もあり、少しネットワークが広がった。またプロジェクトに対する意見とし
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して総合事業）」として市町村へのサービス移行を図っている。「総合事業」として「生活支援・介護予
防サービス」とその担い手として高齢者の社会参加が進められている。
◎高齢者の生活支援の担い手としての社会参加
現役時代の能力を活かした活動、興味関心がある活動、新たにチャレンジする活動として、
一般就労、起業・趣味活動・健康づくり活動、地域活動・介護、福祉以外のボランティア活動等が期
待されている。
◎生活支援・介護予防サービス
ニーズに合った多様なサービス種別、住民主体、NPO、民間企業等多様な 主体によるサービス提
供として、地域サロンの開催・見守り、安否確認・外出支援・買い物、調理、掃除などの家事支援・介護者
支援等が期待されている。
　以上の国の動きもあり地域サロンの動きを作ろうと居場所プロジェクトの活動はじめた。
②各自治体への居場所調査から
　今回の調査方法は、基本的には郵送によらず直接訪問する方法を取った。調査先の対応の仕方

も様々であったが、一定の繋がりができたと思われる。しかし、短期間でまとめようとしたことからまとめる
段階で行き違いも多くあり早急に関係改善を行う必要がある。

③今回のフォーラムを通じて
東大寺の上司永照氏の講演やパネリストへの評価が高く、アンケート結果から読み取っても今後に
繋がる成果が多くあった。
④全体として
調査報告書やフォーラムの費用は、介護保険研究会のメンバーの広告費用提供とフォーラムチケット
代金とカンパで賄った。公的な助成金を申請しましたが、結果として助成を受けることはできなかった。
今後は、ホームページを中心に情報提供とネットワークを広げていく。そして、自立した資金集めを工夫も
していく必要があると考えている。
人的には居場所プロジェクト実行委員会としてメンバーを募り、居場所調査やフォーラムを開催した

が、ほかの仕事を抱えながらであったため、こなしはできたが完成度が低い結果となった。
しかし実現したという充実感があり、今後は着実にネットワークをはぐくんでいきたいと考えている。

今後の目標
(1)ホームページの充実
①新たな居場所情報の更新
②取材を通じての居場所紹介
③居場所に関する各種講座情報の提供
④居場所を作ろうと思っている方からの相談受付と関連情報発信
(2)ネットワークの構築
①まずは各自治体単位に、居場所情報提供、講座の提案・呼びかけなどを担当する世話人の配置、メ
ーリングリストでつながるサポーターを増やしていき、ネットワークに厚みを持たせる。
②年1回全体の交流会を行う。
(3)総合的な居場所の構築
①誰もが気軽に尋ねられる身近な場所、社会的に何らかの役割を感じられる場所、知りたいことがあれ
ば情報を楽しく提供できる場所、困りごとを気軽に安心して相談できる場所、老いも若きも子どもたちも
多様な人たちが集う場所、そんな居場所を作る。
②行政など公的なサービスとの兼ね合いを急がず手探りで探求していく場を作る。
(4)活動資金の確保
①基本的には、これまで同様ボランティアを中心にしていくが、事務局機能などの費用については、公的
助成金や民間財団からの資金を確保していく。
②また、セミナーの参加費や出版活動などによる資金の確保も考える。

最後に
　現在、京終でささやかなサロンを実践しているが、人がつながる楽しさや充実感を感じている。
ここには、助けられたり助けたりという営みがある。
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性・世帯構成別に見ると、一人暮らしの男性は「つきあいがほとんどない」が17.4％と高く、逆に一人暮ら
しの女性は「親しくつきあっているが60.9％と最も高くなっている。 
また、病気のときや、一人ではできない日常生活に必要な作業（電球の交換や庭の手入れなど）の手
伝いについて、「頼れる人がいない」者の割合は、全体では2.4％であるが、一人暮らしの男性では20.0
％にのぼる。
以上の状況から、認知症人口や孤独死の数が増える、介護保険制度の維持が難しくなるなどのリス

クが高くなるとして、高齢者施策について近年、地域での助け合いの必要性が強調されている

(2)子育て世代の現状から
　厚生労働省資料（平成19年）によると、「地域の中での子どもを通じたつきあい」に関しては、子育

ての悩みを相談できる人がいるのは73.8％で、4人に1人は相談できる人がいない、子どもを預けられる
人がいるのは57.1％で4割の人は預けられる人がいない、子供を叱ってくれる人がいるのは46.6％で半
数以上は自分の他にはいないとなっている。
　「遠くの親戚よりも近くの他人」といった時代においては、夕食のおかずのおすそ分けや醬油などの
貸し借りは日常の風景であり、鍵のかかっていない家々は子供たちの遊び場でもあった。子育てで孤立
など考えられなかった。今は様 な々要因により地域の関係が変わり、地域の人たちが周りにいる子供た
ちのことを知らない。また、子どもたちの遊ぶ姿もあまり見かけなくなった。

(3)障害者支援の現状から
　2006年障害者自立支援法が施行されて以降様 な々施策が実施されてきた。2013年には障害者
総合支援法が施行され、「地域社会における共生の実現」が新たに盛り込まれた。
　今までの施策は、当事者とその家族に対して専門的に関わっていく、あるいは障害者やその家族

のみの居場所づくりが中心であったが、障害者の地域社会への参加、家族の孤立についてはあまり改
善されなかった。

(4)総括的に
　地域の関係性を昔に戻すことはできないが、新たな関係性をどのように構築していくかが問われて

いる。公的な施策もいろいろ実施されてはいるが、課題としては縦割り行政の弊害として、多様な地域
資源を生かした地域力によって地域の関係性を再構築する視点が弱い。
　また、基本的には社会の在り方として「専門的な囲い込み(公助)」「家族による福祉(自助)」から「
多様性のある地域づくり(互助・共助)」にシフトしだしている。
　以上から、個々人への多様な対応が可能となる小地域単位での拠点となる居場所が求められて

いる。

第2章　具体的取り組み
共助・互助による居場所・サロンを県全体で増やしていくため、居場所づくりの必要性に共感した人た

ちをつなぐことから始めたいと、昨年の3月に居場所プロジェクトを立ち上げ、以下の取り組みを行った。
(1)居場所(サロン)調査
市町村の各担当課・社会福祉協議会・地域包括支援センターに調査を依頼した。その他、実行委員

が把握している範囲内での調査と取材を行い、冊子「私たちがつくる、私たちのサロン　奈良の“居場

所”ナビ」＜写真＞にまとめた。
初めての試みということもあり、不備な点が目立つが、今後は、ホームページ「奈良の居場所
http://www.souken-mailbox.com/ibasho/において、さらに居場所の追加を行っていく予定である。   

(2)居場所フォーラム
　想いを持った人をつなぐために、2017年1月15日、東大寺総合文化センターで「奈良の居場所フォ

ーラム２０１６」を開催した。＜写真＞参加者も180名に達し関心の深さを知ることができた。

 　
＜アンケート結果から＞
①基調講演（講師：上司(かみつかさ)永(えい)照(しょう)氏　華厳宗教学部長・東大寺教学執事）
東大寺の地元に居ながら、華厳の教えが福祉に通じることを今まで知らなかったことに驚くと共に、聖
武天皇による大仏造顕の詔に記された精神である「権力を使うのはたやすいことだけれど、一枝の
草でも一握りの土でもいいから、一人ひとりの小さな力を集めることこそ大切」との話が地域の居場所
を作る心の基盤になるとの思いから講師をお願いした。
　講演の中で特によかったという感想が寄せられたのは、大乗仏教の教えにある「生きとし生けるもの
すべてが共存することが理想」「慈悲の対象は一切衆生であるが、施しにおいて優先順位をつけな
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ければならない時は、自分の力で得にくい人を優先するのが慈悲の基本的な考え」に対して「心に響
きました」「自分の生き方も考えさせられた」「生きる力をいただきました」「居場所づくりとつながってい
ることを学んだ」などである。
②パネルディスカッション
「サロンの運営の仕方、あり方がよくわかった」「いろいろな居場所があることがわかった」「居場所の
必要性、仕組みづくりの課題が明確になった」「自主活動の今後の課題が具体的に理解できた」な
どの意見が寄せられた。
③その他
身近にあるサロン情報の記載もあり、少しネットワークが広がった。またプロジェクトに対する意見とし
て、「政策に振り回されずに提案することができないのか？」「サロンを始めて3年、ここで自分もいっぱ
い元気をもらった」「様 な々ネットワークづくりに参加したい」「居場所を作る活動がしたいと思ってい
て、参考になった」「認知症を地域から予防したいと思っている」「地域の居場所として機能している
お店にも興味がある」などであった。

第3章　これまでの取り組みの成果と課題
①介護保険研究会の居場所プロジェクトに至る流れ
2005年10月から、現在の中心メンバーによる奈良介護保険研究会の活動を行っている。研究会では
介護保険制度をテーマにシンポジウムやグループ討論を行ってきた。
猫の目制度と言っても過言でないほど制度内容が変化してきた介護保険制度であるが、団塊世代

が75歳に達する2025年に向けてさらなる制度の大幅見直しが実施されようとしている。特に軽度認定
者（要介護認定での要介護1・2、要支援1・2）を制度から外し、「介護予防・日常生活支援総合事業（略
して総合事業）」として市町村へのサービス移行を図っている。「総合事業」として「生活支援・介護予
防サービス」とその担い手として高齢者の社会参加が進められている。
◎高齢者の生活支援の担い手としての社会参加
現役時代の能力を活かした活動、興味関心がある活動、新たにチャレンジする活動として、
一般就労、起業・趣味活動・健康づくり活動、地域活動・介護、福祉以外のボランティア活動等が期
待されている。
◎生活支援・介護予防サービス
ニーズに合った多様なサービス種別、住民主体、NPO、民間企業等多様な 主体によるサービス提
供として、地域サロンの開催・見守り、安否確認・外出支援・買い物、調理、掃除などの家事支援・介護者
支援等が期待されている。
　以上の国の動きもあり地域サロンの動きを作ろうと居場所プロジェクトの活動はじめた。
②各自治体への居場所調査から
　今回の調査方法は、基本的には郵送によらず直接訪問する方法を取った。調査先の対応の仕方

も様々であったが、一定の繋がりができたと思われる。しかし、短期間でまとめようとしたことからまとめる
段階で行き違いも多くあり早急に関係改善を行う必要がある。

③今回のフォーラムを通じて
東大寺の上司永照氏の講演やパネリストへの評価が高く、アンケート結果から読み取っても今後に
繋がる成果が多くあった。
④全体として
調査報告書やフォーラムの費用は、介護保険研究会のメンバーの広告費用提供とフォーラムチケット
代金とカンパで賄った。公的な助成金を申請しましたが、結果として助成を受けることはできなかった。
今後は、ホームページを中心に情報提供とネットワークを広げていく。そして、自立した資金集めを工夫も
していく必要があると考えている。
人的には居場所プロジェクト実行委員会としてメンバーを募り、居場所調査やフォーラムを開催した

が、ほかの仕事を抱えながらであったため、こなしはできたが完成度が低い結果となった。
しかし実現したという充実感があり、今後は着実にネットワークをはぐくんでいきたいと考えている。

今後の目標
(1)ホームページの充実
①新たな居場所情報の更新
②取材を通じての居場所紹介
③居場所に関する各種講座情報の提供
④居場所を作ろうと思っている方からの相談受付と関連情報発信
(2)ネットワークの構築
①まずは各自治体単位に、居場所情報提供、講座の提案・呼びかけなどを担当する世話人の配置、メ
ーリングリストでつながるサポーターを増やしていき、ネットワークに厚みを持たせる。
②年1回全体の交流会を行う。
(3)総合的な居場所の構築
①誰もが気軽に尋ねられる身近な場所、社会的に何らかの役割を感じられる場所、知りたいことがあれ
ば情報を楽しく提供できる場所、困りごとを気軽に安心して相談できる場所、老いも若きも子どもたちも
多様な人たちが集う場所、そんな居場所を作る。
②行政など公的なサービスとの兼ね合いを急がず手探りで探求していく場を作る。
(4)活動資金の確保
①基本的には、これまで同様ボランティアを中心にしていくが、事務局機能などの費用については、公的
助成金や民間財団からの資金を確保していく。
②また、セミナーの参加費や出版活動などによる資金の確保も考える。

最後に
　現在、京終でささやかなサロンを実践しているが、人がつながる楽しさや充実感を感じている。
ここには、助けられたり助けたりという営みがある。
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みんなでつくる福祉地図
～居場所プロジェクトの取り組みから～

地域研究会　「俚志」　　　
代表　大浦　悦子　　　

はじめに
インターネットの普及により情報が溢れかえっている時代にあって、本当に知りたい情報が必要な時に
上手く手に入らない現状にある。また、平等に情報を得る状況にもない。
日常生活において多くの人が必要とする医療・福祉関係の情報取得においては、周りからの口コミ情
報に頼る人が多い。それでも公的保険制度（医療保険、介護保険）に関わる情報や法的に位置づけさ
れている障がい者や子育て支援に関する情報は公的機関を通じて提供される。しかし、制度にのらな
い情報はなかなか知ることができない。そこで、必要な情報を共有する方法として、ネットワークを広げる
ことにした。
「みんなでつくる福祉地図」とは、情報の共有と合わせて具体的な行動を起こしていくことが新たな
情報となり、それが積み重なって暮らしやすい地域が実現すると考えている。
今回、居場所プロジェクト（以降、プロジェクト）を「みんなでつくる福祉地図」の一環として取り組んだ

のは、ボランティア活動として民間で取り組まれることが多いことに注目したからである。ただし、奈良県に
おいて初めての取り組みということもあり、プロジェクト実行委員会による「居場所」を把握する調査活動
と「居場所」フォーラムの開催を中心に取り組んだ中から見えてきたことを報告することにした。

第1章　なぜ、今「居場所」が必要なのか

（1）高齢者の現状から
①1960年ころ世帯人数は平均で約5人であったが、
1970年ころから急激に世帯人数が減少している。
特に、高齢者のみの世帯や独居が増えている。

②内閣府　平成24年版高齢社会白書（概要版）
によると、60歳以上の高齢者の会話の頻度（電話やE
メールを含む）をみてみると、全体では毎日会話をして
いる者が9割を超えるものの、一人暮らし世帯について
は、「2～3日に1回」以下の者も多く、男性の単身世帯
で28.8％、女性の単身世帯で22.0％を占める。
近所づきあいの程度は、全体では「親しくつきあって

いる」が51.0％で最も多く、「あいさつをする程度」は
43.9％、「つきあいがほとんどない」は5.1％となっている。

性・世帯構成別に見ると、一人暮らしの男性は「つきあいがほとんどない」が17.4％と高く、逆に一人暮ら
しの女性は「親しくつきあっているが60.9％と最も高くなっている。 
また、病気のときや、一人ではできない日常生活に必要な作業（電球の交換や庭の手入れなど）の手
伝いについて、「頼れる人がいない」者の割合は、全体では2.4％であるが、一人暮らしの男性では20.0
％にのぼる。
以上の状況から、認知症人口や孤独死の数が増える、介護保険制度の維持が難しくなるなどのリス

クが高くなるとして、高齢者施策について近年、地域での助け合いの必要性が強調されている

(2)子育て世代の現状から
　厚生労働省資料（平成19年）によると、「地域の中での子どもを通じたつきあい」に関しては、子育

ての悩みを相談できる人がいるのは73.8％で、4人に1人は相談できる人がいない、子どもを預けられる
人がいるのは57.1％で4割の人は預けられる人がいない、子供を叱ってくれる人がいるのは46.6％で半
数以上は自分の他にはいないとなっている。
　「遠くの親戚よりも近くの他人」といった時代においては、夕食のおかずのおすそ分けや醬油などの
貸し借りは日常の風景であり、鍵のかかっていない家々は子供たちの遊び場でもあった。子育てで孤立
など考えられなかった。今は様 な々要因により地域の関係が変わり、地域の人たちが周りにいる子供た
ちのことを知らない。また、子どもたちの遊ぶ姿もあまり見かけなくなった。

(3)障害者支援の現状から
　2006年障害者自立支援法が施行されて以降様 な々施策が実施されてきた。2013年には障害者
総合支援法が施行され、「地域社会における共生の実現」が新たに盛り込まれた。
　今までの施策は、当事者とその家族に対して専門的に関わっていく、あるいは障害者やその家族

のみの居場所づくりが中心であったが、障害者の地域社会への参加、家族の孤立についてはあまり改
善されなかった。

(4)総括的に
　地域の関係性を昔に戻すことはできないが、新たな関係性をどのように構築していくかが問われて

いる。公的な施策もいろいろ実施されてはいるが、課題としては縦割り行政の弊害として、多様な地域
資源を生かした地域力によって地域の関係性を再構築する視点が弱い。
　また、基本的には社会の在り方として「専門的な囲い込み(公助)」「家族による福祉(自助)」から「
多様性のある地域づくり(互助・共助)」にシフトしだしている。
　以上から、個々人への多様な対応が可能となる小地域単位での拠点となる居場所が求められて

いる。

第2章　具体的取り組み
共助・互助による居場所・サロンを県全体で増やしていくため、居場所づくりの必要性に共感した人た

ちをつなぐことから始めたいと、昨年の3月に居場所プロジェクトを立ち上げ、以下の取り組みを行った。
(1)居場所(サロン)調査
市町村の各担当課・社会福祉協議会・地域包括支援センターに調査を依頼した。その他、実行委員

が把握している範囲内での調査と取材を行い、冊子「私たちがつくる、私たちのサロン　奈良の“居場

所”ナビ」＜写真＞にまとめた。
初めての試みということもあり、不備な点が目立つが、今後は、ホームページ「奈良の居場所
http://www.souken-mailbox.com/ibasho/において、さらに居場所の追加を行っていく予定である。   

(2)居場所フォーラム
　想いを持った人をつなぐために、2017年1月15日、東大寺総合文化センターで「奈良の居場所フォ

ーラム２０１６」を開催した。＜写真＞参加者も180名に達し関心の深さを知ることができた。

 　
＜アンケート結果から＞
①基調講演（講師：上司(かみつかさ)永(えい)照(しょう)氏　華厳宗教学部長・東大寺教学執事）
東大寺の地元に居ながら、華厳の教えが福祉に通じることを今まで知らなかったことに驚くと共に、聖
武天皇による大仏造顕の詔に記された精神である「権力を使うのはたやすいことだけれど、一枝の
草でも一握りの土でもいいから、一人ひとりの小さな力を集めることこそ大切」との話が地域の居場所
を作る心の基盤になるとの思いから講師をお願いした。
　講演の中で特によかったという感想が寄せられたのは、大乗仏教の教えにある「生きとし生けるもの
すべてが共存することが理想」「慈悲の対象は一切衆生であるが、施しにおいて優先順位をつけな

ければならない時は、自分の力で得にくい人を優先するのが慈悲の基本的な考え」に対して「心に響
きました」「自分の生き方も考えさせられた」「生きる力をいただきました」「居場所づくりとつながってい
ることを学んだ」などである。
②パネルディスカッション
「サロンの運営の仕方、あり方がよくわかった」「いろいろな居場所があることがわかった」「居場所の
必要性、仕組みづくりの課題が明確になった」「自主活動の今後の課題が具体的に理解できた」な
どの意見が寄せられた。
③その他
身近にあるサロン情報の記載もあり、少しネットワークが広がった。またプロジェクトに対する意見とし
て、「政策に振り回されずに提案することができないのか？」「サロンを始めて3年、ここで自分もいっぱ
い元気をもらった」「様 な々ネットワークづくりに参加したい」「居場所を作る活動がしたいと思ってい
て、参考になった」「認知症を地域から予防したいと思っている」「地域の居場所として機能している
お店にも興味がある」などであった。

第3章　これまでの取り組みの成果と課題
①介護保険研究会の居場所プロジェクトに至る流れ
2005年10月から、現在の中心メンバーによる奈良介護保険研究会の活動を行っている。研究会では
介護保険制度をテーマにシンポジウムやグループ討論を行ってきた。
猫の目制度と言っても過言でないほど制度内容が変化してきた介護保険制度であるが、団塊世代

が75歳に達する2025年に向けてさらなる制度の大幅見直しが実施されようとしている。特に軽度認定
者（要介護認定での要介護1・2、要支援1・2）を制度から外し、「介護予防・日常生活支援総合事業（略
して総合事業）」として市町村へのサービス移行を図っている。「総合事業」として「生活支援・介護予
防サービス」とその担い手として高齢者の社会参加が進められている。
◎高齢者の生活支援の担い手としての社会参加
現役時代の能力を活かした活動、興味関心がある活動、新たにチャレンジする活動として、
一般就労、起業・趣味活動・健康づくり活動、地域活動・介護、福祉以外のボランティア活動等が期
待されている。
◎生活支援・介護予防サービス
ニーズに合った多様なサービス種別、住民主体、NPO、民間企業等多様な 主体によるサービス提
供として、地域サロンの開催・見守り、安否確認・外出支援・買い物、調理、掃除などの家事支援・介護者
支援等が期待されている。
　以上の国の動きもあり地域サロンの動きを作ろうと居場所プロジェクトの活動はじめた。
②各自治体への居場所調査から
　今回の調査方法は、基本的には郵送によらず直接訪問する方法を取った。調査先の対応の仕方

も様々であったが、一定の繋がりができたと思われる。しかし、短期間でまとめようとしたことからまとめる
段階で行き違いも多くあり早急に関係改善を行う必要がある。

みんなでつくる福祉地図　～居場所プロジェクトの取り組みから～　　　　　　　　　　地域研究会　「俚志」　代表　大浦　悦子

③今回のフォーラムを通じて
東大寺の上司永照氏の講演やパネリストへの評価が高く、アンケート結果から読み取っても今後に
繋がる成果が多くあった。
④全体として
調査報告書やフォーラムの費用は、介護保険研究会のメンバーの広告費用提供とフォーラムチケット
代金とカンパで賄った。公的な助成金を申請しましたが、結果として助成を受けることはできなかった。
今後は、ホームページを中心に情報提供とネットワークを広げていく。そして、自立した資金集めを工夫も
していく必要があると考えている。
人的には居場所プロジェクト実行委員会としてメンバーを募り、居場所調査やフォーラムを開催した

が、ほかの仕事を抱えながらであったため、こなしはできたが完成度が低い結果となった。
しかし実現したという充実感があり、今後は着実にネットワークをはぐくんでいきたいと考えている。

今後の目標
(1)ホームページの充実
①新たな居場所情報の更新
②取材を通じての居場所紹介
③居場所に関する各種講座情報の提供
④居場所を作ろうと思っている方からの相談受付と関連情報発信
(2)ネットワークの構築
①まずは各自治体単位に、居場所情報提供、講座の提案・呼びかけなどを担当する世話人の配置、メ
ーリングリストでつながるサポーターを増やしていき、ネットワークに厚みを持たせる。
②年1回全体の交流会を行う。
(3)総合的な居場所の構築
①誰もが気軽に尋ねられる身近な場所、社会的に何らかの役割を感じられる場所、知りたいことがあれ
ば情報を楽しく提供できる場所、困りごとを気軽に安心して相談できる場所、老いも若きも子どもたちも
多様な人たちが集う場所、そんな居場所を作る。
②行政など公的なサービスとの兼ね合いを急がず手探りで探求していく場を作る。
(4)活動資金の確保
①基本的には、これまで同様ボランティアを中心にしていくが、事務局機能などの費用については、公的
助成金や民間財団からの資金を確保していく。
②また、セミナーの参加費や出版活動などによる資金の確保も考える。

最後に
　現在、京終でささやかなサロンを実践しているが、人がつながる楽しさや充実感を感じている。
ここには、助けられたり助けたりという営みがある。
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みんなでつくる福祉地図
～居場所プロジェクトの取り組みから～

地域研究会　「俚志」　　　
代表　大浦　悦子　　　

はじめに
インターネットの普及により情報が溢れかえっている時代にあって、本当に知りたい情報が必要な時に
上手く手に入らない現状にある。また、平等に情報を得る状況にもない。
日常生活において多くの人が必要とする医療・福祉関係の情報取得においては、周りからの口コミ情
報に頼る人が多い。それでも公的保険制度（医療保険、介護保険）に関わる情報や法的に位置づけさ
れている障がい者や子育て支援に関する情報は公的機関を通じて提供される。しかし、制度にのらな
い情報はなかなか知ることができない。そこで、必要な情報を共有する方法として、ネットワークを広げる
ことにした。
「みんなでつくる福祉地図」とは、情報の共有と合わせて具体的な行動を起こしていくことが新たな
情報となり、それが積み重なって暮らしやすい地域が実現すると考えている。
今回、居場所プロジェクト（以降、プロジェクト）を「みんなでつくる福祉地図」の一環として取り組んだ

のは、ボランティア活動として民間で取り組まれることが多いことに注目したからである。ただし、奈良県に
おいて初めての取り組みということもあり、プロジェクト実行委員会による「居場所」を把握する調査活動
と「居場所」フォーラムの開催を中心に取り組んだ中から見えてきたことを報告することにした。

第1章　なぜ、今「居場所」が必要なのか

（1）高齢者の現状から
①1960年ころ世帯人数は平均で約5人であったが、
1970年ころから急激に世帯人数が減少している。
特に、高齢者のみの世帯や独居が増えている。

②内閣府　平成24年版高齢社会白書（概要版）
によると、60歳以上の高齢者の会話の頻度（電話やE
メールを含む）をみてみると、全体では毎日会話をして
いる者が9割を超えるものの、一人暮らし世帯について
は、「2～3日に1回」以下の者も多く、男性の単身世帯
で28.8％、女性の単身世帯で22.0％を占める。
近所づきあいの程度は、全体では「親しくつきあって

いる」が51.0％で最も多く、「あいさつをする程度」は
43.9％、「つきあいがほとんどない」は5.1％となっている。

性・世帯構成別に見ると、一人暮らしの男性は「つきあいがほとんどない」が17.4％と高く、逆に一人暮ら
しの女性は「親しくつきあっているが60.9％と最も高くなっている。 
また、病気のときや、一人ではできない日常生活に必要な作業（電球の交換や庭の手入れなど）の手
伝いについて、「頼れる人がいない」者の割合は、全体では2.4％であるが、一人暮らしの男性では20.0
％にのぼる。
以上の状況から、認知症人口や孤独死の数が増える、介護保険制度の維持が難しくなるなどのリス

クが高くなるとして、高齢者施策について近年、地域での助け合いの必要性が強調されている

(2)子育て世代の現状から
　厚生労働省資料（平成19年）によると、「地域の中での子どもを通じたつきあい」に関しては、子育

ての悩みを相談できる人がいるのは73.8％で、4人に1人は相談できる人がいない、子どもを預けられる
人がいるのは57.1％で4割の人は預けられる人がいない、子供を叱ってくれる人がいるのは46.6％で半
数以上は自分の他にはいないとなっている。
　「遠くの親戚よりも近くの他人」といった時代においては、夕食のおかずのおすそ分けや醬油などの
貸し借りは日常の風景であり、鍵のかかっていない家々は子供たちの遊び場でもあった。子育てで孤立
など考えられなかった。今は様 な々要因により地域の関係が変わり、地域の人たちが周りにいる子供た
ちのことを知らない。また、子どもたちの遊ぶ姿もあまり見かけなくなった。

(3)障害者支援の現状から
　2006年障害者自立支援法が施行されて以降様 な々施策が実施されてきた。2013年には障害者
総合支援法が施行され、「地域社会における共生の実現」が新たに盛り込まれた。
　今までの施策は、当事者とその家族に対して専門的に関わっていく、あるいは障害者やその家族

のみの居場所づくりが中心であったが、障害者の地域社会への参加、家族の孤立についてはあまり改
善されなかった。

(4)総括的に
　地域の関係性を昔に戻すことはできないが、新たな関係性をどのように構築していくかが問われて

いる。公的な施策もいろいろ実施されてはいるが、課題としては縦割り行政の弊害として、多様な地域
資源を生かした地域力によって地域の関係性を再構築する視点が弱い。
　また、基本的には社会の在り方として「専門的な囲い込み(公助)」「家族による福祉(自助)」から「
多様性のある地域づくり(互助・共助)」にシフトしだしている。
　以上から、個々人への多様な対応が可能となる小地域単位での拠点となる居場所が求められて

いる。

第2章　具体的取り組み
共助・互助による居場所・サロンを県全体で増やしていくため、居場所づくりの必要性に共感した人た

ちをつなぐことから始めたいと、昨年の3月に居場所プロジェクトを立ち上げ、以下の取り組みを行った。
(1)居場所(サロン)調査
市町村の各担当課・社会福祉協議会・地域包括支援センターに調査を依頼した。その他、実行委員

が把握している範囲内での調査と取材を行い、冊子「私たちがつくる、私たちのサロン　奈良の“居場

所”ナビ」＜写真＞にまとめた。
初めての試みということもあり、不備な点が目立つが、今後は、ホームページ「奈良の居場所
http://www.souken-mailbox.com/ibasho/において、さらに居場所の追加を行っていく予定である。   

(2)居場所フォーラム
　想いを持った人をつなぐために、2017年1月15日、東大寺総合文化センターで「奈良の居場所フォ

ーラム２０１６」を開催した。＜写真＞参加者も180名に達し関心の深さを知ることができた。

 　
＜アンケート結果から＞
①基調講演（講師：上司(かみつかさ)永(えい)照(しょう)氏　華厳宗教学部長・東大寺教学執事）
東大寺の地元に居ながら、華厳の教えが福祉に通じることを今まで知らなかったことに驚くと共に、聖
武天皇による大仏造顕の詔に記された精神である「権力を使うのはたやすいことだけれど、一枝の
草でも一握りの土でもいいから、一人ひとりの小さな力を集めることこそ大切」との話が地域の居場所
を作る心の基盤になるとの思いから講師をお願いした。
　講演の中で特によかったという感想が寄せられたのは、大乗仏教の教えにある「生きとし生けるもの
すべてが共存することが理想」「慈悲の対象は一切衆生であるが、施しにおいて優先順位をつけな

ければならない時は、自分の力で得にくい人を優先するのが慈悲の基本的な考え」に対して「心に響
きました」「自分の生き方も考えさせられた」「生きる力をいただきました」「居場所づくりとつながってい
ることを学んだ」などである。
②パネルディスカッション
「サロンの運営の仕方、あり方がよくわかった」「いろいろな居場所があることがわかった」「居場所の
必要性、仕組みづくりの課題が明確になった」「自主活動の今後の課題が具体的に理解できた」な
どの意見が寄せられた。
③その他
身近にあるサロン情報の記載もあり、少しネットワークが広がった。またプロジェクトに対する意見とし
て、「政策に振り回されずに提案することができないのか？」「サロンを始めて3年、ここで自分もいっぱ
い元気をもらった」「様 な々ネットワークづくりに参加したい」「居場所を作る活動がしたいと思ってい
て、参考になった」「認知症を地域から予防したいと思っている」「地域の居場所として機能している
お店にも興味がある」などであった。

第3章　これまでの取り組みの成果と課題
①介護保険研究会の居場所プロジェクトに至る流れ
2005年10月から、現在の中心メンバーによる奈良介護保険研究会の活動を行っている。研究会では
介護保険制度をテーマにシンポジウムやグループ討論を行ってきた。
猫の目制度と言っても過言でないほど制度内容が変化してきた介護保険制度であるが、団塊世代

が75歳に達する2025年に向けてさらなる制度の大幅見直しが実施されようとしている。特に軽度認定
者（要介護認定での要介護1・2、要支援1・2）を制度から外し、「介護予防・日常生活支援総合事業（略
して総合事業）」として市町村へのサービス移行を図っている。「総合事業」として「生活支援・介護予
防サービス」とその担い手として高齢者の社会参加が進められている。
◎高齢者の生活支援の担い手としての社会参加
現役時代の能力を活かした活動、興味関心がある活動、新たにチャレンジする活動として、
一般就労、起業・趣味活動・健康づくり活動、地域活動・介護、福祉以外のボランティア活動等が期
待されている。
◎生活支援・介護予防サービス
ニーズに合った多様なサービス種別、住民主体、NPO、民間企業等多様な 主体によるサービス提
供として、地域サロンの開催・見守り、安否確認・外出支援・買い物、調理、掃除などの家事支援・介護者
支援等が期待されている。
　以上の国の動きもあり地域サロンの動きを作ろうと居場所プロジェクトの活動はじめた。
②各自治体への居場所調査から
　今回の調査方法は、基本的には郵送によらず直接訪問する方法を取った。調査先の対応の仕方

も様々であったが、一定の繋がりができたと思われる。しかし、短期間でまとめようとしたことからまとめる
段階で行き違いも多くあり早急に関係改善を行う必要がある。

③今回のフォーラムを通じて
東大寺の上司永照氏の講演やパネリストへの評価が高く、アンケート結果から読み取っても今後に
繋がる成果が多くあった。
④全体として
調査報告書やフォーラムの費用は、介護保険研究会のメンバーの広告費用提供とフォーラムチケット
代金とカンパで賄った。公的な助成金を申請しましたが、結果として助成を受けることはできなかった。
今後は、ホームページを中心に情報提供とネットワークを広げていく。そして、自立した資金集めを工夫も
していく必要があると考えている。
人的には居場所プロジェクト実行委員会としてメンバーを募り、居場所調査やフォーラムを開催した

が、ほかの仕事を抱えながらであったため、こなしはできたが完成度が低い結果となった。
しかし実現したという充実感があり、今後は着実にネットワークをはぐくんでいきたいと考えている。

今後の目標
(1)ホームページの充実
①新たな居場所情報の更新
②取材を通じての居場所紹介
③居場所に関する各種講座情報の提供
④居場所を作ろうと思っている方からの相談受付と関連情報発信
(2)ネットワークの構築
①まずは各自治体単位に、居場所情報提供、講座の提案・呼びかけなどを担当する世話人の配置、メ
ーリングリストでつながるサポーターを増やしていき、ネットワークに厚みを持たせる。
②年1回全体の交流会を行う。
(3)総合的な居場所の構築
①誰もが気軽に尋ねられる身近な場所、社会的に何らかの役割を感じられる場所、知りたいことがあれ
ば情報を楽しく提供できる場所、困りごとを気軽に安心して相談できる場所、老いも若きも子どもたちも
多様な人たちが集う場所、そんな居場所を作る。
②行政など公的なサービスとの兼ね合いを急がず手探りで探求していく場を作る。
(4)活動資金の確保
①基本的には、これまで同様ボランティアを中心にしていくが、事務局機能などの費用については、公的
助成金や民間財団からの資金を確保していく。
②また、セミナーの参加費や出版活動などによる資金の確保も考える。

最後に
　現在、京終でささやかなサロンを実践しているが、人がつながる楽しさや充実感を感じている。
ここには、助けられたり助けたりという営みがある。
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歴史・伝承文化を活かした地域の再生
生駒郡三郷町の活性化のための歴史的考察

研究員・武智　功　　　
　　　

はじめに
『万葉集』などに詠まれた「龍田川」「龍田山」などの龍田にまつわる地名は、地名が現存する生駒
郡斑鳩町ではなく、本来は同郡三郷町にあったと考えられてきた。
しかしこのようななか、平成２５年には斑鳩町で「竜田揚げ上げ↑プロジェクト」が始められた。斑鳩
町域を流れる現・「竜田川」にちなむ、〝元祖・竜田揚げ〟の取り組みである。このままでは、歴史的な事実
が誤認されたまま推移することにもなりかねない。
そこで今回は、「龍田」の地名の本来の所在を改めて検討する。そして、その歴史的な裏づけに基
づき、三郷町ならではの地域活性化のテーマとして「龍田」を位置づけ、取り組みを始めたい。
その手順としは、
①「龍田」の地が三郷町に存在したことの検証、関連する歴史・伝承文化の採集
②シンポジウム等の定期的な開催、歴史散策コースの策定
③紅葉の植樹・特産品の開発など
を想定している。
また特産品（「龍田川」「龍田山」ブランド商品）の開発にあたっても、歴史や伝承文化の裏づけのあ
る「物語」（付加価値）作りが大切であり、今回の①検証、調査が重要になると考える。

【１】龍田の地名（龍田川・龍田山）の検証
検証にあたって、現状を整理しておく。
●三郷町には、延喜式内社である龍田大社（三郷町立野）が鎮座する。しかし地名としての「龍田」
や、紅葉の名所として古歌に詠まれた「龍田川」、「龍田山」（註１）の名は、現在の三郷町域には
ない。
●斑鳩町には、聖徳太子の時代に龍田大社から勧請された延喜式内社・龍田神社の鎮座地（斑
鳩町龍田）に「龍田」の地名が残る。
●斑鳩町域に「竜田川」が流れ、紅葉の名所として知られている。
●本来の「龍田」は、かつては三郷町にあったと考えられているが、歴史的な研究は少ない。これら
のことから、「龍田」の地名が、古歌の詠まれた当時は三郷町に存在したことを明らかにするため
には

（１）「龍田」「龍田川」「龍田山」の地名が三郷町に存在した具体的な証拠を見つける。
（２）いつから「龍田」の地名が斑鳩町に移ったのか。何故、三郷町から「龍田」の地名が消えたの

か、を検証しなければならない。
検証にあたって、本来は先行研究を調べるべきだが、今回は省略した。
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龍田の地名
（１）に関して、まず龍田大社（三郷町）と龍田神社（斑鳩町）から、龍田の地名をみていく。
神社は地名を神社名としていることも多い。しかし、龍田大社の鎮座地の現在の地名は三郷町「立
野」であり、一方、龍田大社から勧請された龍田神社の鎮座地の現在の地名は斑鳩町「龍田」であ
る。また古地図（「嘉永増補改正・大和国細見図」（1848年／原図は享保年間《1716～1735年》註２）
も、地名の「龍田」は現・斑鳩町にあり、現・三郷町では「立野」となっている。
しかし、『延喜式』（平安時代）の「神名帳」では、龍田大社（三郷町）の社名は「龍田坐天御柱國御
柱神社二座」であり、龍田神社（斑鳩町）の社名は「龍田比古龍田比女神社二座」となっている。龍田
大社は「龍田坐（たつたにいます）」という鎮座地名を冠した表記と祭神名による表現であり、龍田神社
は「龍田の男神、女神」という祭神名による表現である。
また『延喜式』祝詞の「龍田風神祭祝詞」（註3）には、「龍田の立野の小野に吾が宮は定め奉りて」

という文言があり、これらから龍田大社の鎮座地が、平安時代には「龍田の立野の小野」と呼ばれてい
たことが分かる。
さらに『日本書紀』の「神武天皇即位前紀」にも、龍田の地名が「皇軍は兵を整え、歩いて龍田に向
かった。その道は狭く険しく、人が並んで行くことができなかった…」と、登場する。これは大和川流域を
大阪から奈良に入る状況を表していると考えられ、奈良時代には既に現・三郷町に龍田の地名が存在
したことの傍証となる。
これらのことから、古代において龍田の地名は三郷町に存在したと考えうる。

古代の龍田川と近世の龍田川
次に龍田川であるが、現行の地図では平群町や斑鳩町を流域とする河川が「竜田川」と表記され

ている。
しかし上記の古地図を見ると、現在の竜田川を「今　竜田川」として描き、現・三郷町域には「古へ
竜田川」として河川が描かれている。
このことから、1700年頃には現・竜田川が既に竜田川と呼称されていたものの、本来の龍田川が三
郷町にあったことの伝承が残っていたことが分かる。
また、大和川本流の三郷町付近が龍田川と呼ばれていたとする説（後述の『大和名所図会』）があ
るが、この地図からは河内と大和の境界付近（現・三郷町域）に本来の龍田川があったことが推測され
る（古地図に描かれている「古へ竜田川」は、現在では特定できない）。

龍田山について
龍田山は、龍田大社の神が降臨された御座峰（三郷町）だという説もあるが、地名としての龍田山は
三郷町、斑鳩町ともに現存していない。そこで古歌の分析から考えてみたい。
まず「風吹けば　沖つ白波　龍田山　夜半にや君が　ひとり越ゆらむ」（伊勢物語）では、白波が「
立つ」と「龍田」を掛けてあり、また「風吹けば」は龍田の風神との関連が考えられる。この歌が実際の
情景を詠んだものとすれば、龍田山を越えるというのは大和・河内の国境の山の可能性が考えられる。
また「龍田山　見つつ越え来（こ）し　桜花　散りか過ぎなむ　我が帰るとに」（大伴家持／『万葉
集』）は、先の歌とともに山を「越える」ことを意識した歌である。河内・大和の国境に龍田山があることを
前提とした歌といえよう。

以上のことから、「龍田」「龍田川」「龍田山」は、少なくとも平安時代までは現・三郷町にあったと思わ
れる。
さらに『大和名所図会』（寛政３《1791》／註４）には、龍田山について「立野村の上にあり…龍田川
麓をめぐりて流れ…」と記しており、龍田山が現・三郷町立野にあることを補強する。
ただ龍田川については、「廣瀬郡より流れ、勢野をへて、立野の西亀瀬に至り、河州……」とあり、大
和川と混同している。また「或る書」にとして、「龍田の町を西に出れば川あり。これを龍田川という。生駒
嶽のふもとより出る川なり」と、現・龍田川のことを併記している。
さらに「紅葉川」という項目をたて、「立野の西に小溝あり。これをいうらむ」とあり、三郷町の本来の龍
田川が、ある時代から「紅葉川」といわれていた可能性も考えられる。ただし『大和名所図会』では、こ
の紅葉川を龍田川というのは誤りだとしている。

【２】龍田の地名の移行理由
次に、（２）いつから「龍田」の地名が斑鳩町に移ったのか。何故、三郷町から「龍田」の地名が消え

たのかについて考える。
まず斑鳩町に龍田の地名が発生した時期については、『嘉元記』（法隆寺僧による鎌倉期・南北朝
期の斑鳩の記録）延慶三（1310）年七月十七日条が、現・斑鳩町の、地名としての「龍田」の初見だとさ
れている。龍田の地名が斑鳩に生まれた時期は、おそくとも鎌倉時代のようだが、これは、現・斑鳩町龍
田の周辺が鎌倉時代に交通の要衝となり、龍田「市」ができる（1300年頃）と共に町が発展したことによ
ると考えられる。
この斑鳩の「龍田」の地名は、聖徳太子が勧請した「龍田比古龍田比女神社」の神社名から発生

したと思われる。
またそれと共に、神社の西方を流れる本来は平群川であった川が龍田川と呼ばれるようになったと考
えられる。ただし龍田山に関しては、新たに斑鳩に生まれた痕跡はない。
斑鳩には江戸時代初期に龍田藩が置かれ（１６５５年廃藩）、明治には龍田村、そして龍田町が生ま

れて現在に至っている。
一方、現・三郷町から、龍田の地名がなくなった理由に関しては、両「龍田」ともに大和と河内を結ぶ
街道沿いに存在したものの、市で栄えた現・斑鳩町の龍田の方がより高名になったことなどが考えられ
る。しかし、三郷町の龍田の地名消失時期は定かではない。

【３】龍田、立野とは
龍田、立野の「たつ」とは、春立つ、風が立つなどの立つと同じで、自然現象や作用が目立って現れる

こと、神が現れることであり（神立という地名もある）、龍田、立野は神が現れた田、野原という意味がある
と思われる。
ところで「野」と「田」の表現は、「野」の方がエリア的に広い地域を指すのではなかろうか。本来は「
立野の龍田」であったかもしれない。また龍田大社が創祀される頃に、何らかの伝承（『大和名所図
会』記載の龍田地名説話的なもの／註５）があって、立野に龍田の地名が生まれた可能性も考えられ、
そうであれば元 あ々った大きいエリアの地名が残ったということになる。

    

龍田ともみじ
古歌において何故に龍田と紅葉が結びついたのかについては、陰陽五行思想の方角と季節の関
係（東＝春、西＝秋、南＝夏、北＝冬）が影響しているようだ。平城京の時代、都の西に位置する龍田には
秋のイメージがあった（春の女神・佐保姫、秋の女神・龍田姫）。
また龍田の神は風神であり、陰陽五行で風は木気（方角は東南）とされるので「楓」が連想され、平
安中期から「楓」は「かえで」を意味することとなり、紅葉につながったのかもしれない。
現在の龍田川（斑鳩町）は紅葉の名所となっている。しかしこれは江戸時代以降のことである。
「竜田川の楓樹は寛政年間に並松の国学者藤門周斎の発意によって、川畔に楓を栽植したのには
じまる。古歌に詠まれた三室山は斑鳩の三室山だが、竜田川は大和川の本流のことで、紅葉は一般落
葉樹の落葉を賞美したものと考えられる」（保井芳太郎「昔の龍田川と今の龍田川とについて」『大和
王寺文化史論』所収）とある。ただし、三室山、龍田川の認識には誤りがある。

【４】検証の結論－三郷町に存在した「龍田」
これらのことから
●「龍田」の地名は本来、現・三郷町にあった（龍田山、龍田川も、本来の龍田の地に隣接して存在

したと考えるのが自然）。
●龍田山は、斑鳩には伝承がなく、間違いなく現・三郷町の山の名前であった（現在の御座峰か三
室山《三郷町》かは不明。また斑鳩町の三室山は龍田の神の神南備山ではなく、神岳神社の神南備
山）。
●聖徳太子によって法隆寺の鎮守社として勧請された龍田の神の鎮座と、鎌倉期の町の発展によ

って現・斑鳩町に「龍田」の地名が生まれ、平群川から龍田川への呼称変更が生じた。
●立野の地名が本来で、何らかの伝承で龍田の地名が立野に生まれた可能性がある（龍田の立
野ではなく、立野の龍田）。
●「龍田」の地名は現・斑鳩町に移ったが、「龍田川」は近世になっても本来は現・三郷町にあったと

いう記憶が色濃く残った。また本来の龍田川は、「紅葉川」と呼ばれるようになった可能性がある。

【５】今後の取り組み
龍田の地名の変化は、歴史の過程であって、いずれが「本家」というものではない。したがって、三郷・
斑鳩共通のテーマとして取り組む方がより効果のあるテーマだと思われる。
そのため、まず冒頭に示した手順②の
●「龍田シンポジウム」の開催（基調講演：奈良大学・上野誠氏／ディスカッション：龍田大社宮司、龍

田神社宮司、三郷町長、斑鳩町長、地元研究者、両町の観光・産業担当者）
●龍田古道観光ルートの設定（参加形の古代衣装行列／三郷⇒斑鳩）、ウォークラリーの定期的な
開催等を、両町にまたがる取り組みとして改めて検討していきたい。

【註】
（１）古歌の例
「龍田山　見つつ越え来（こ）し　桜花　散りか過ぎなむ　我が帰るとに」

　　　　　　　　　　　（大伴家持《718年頃～785》『万葉集』）
「風吹けば　沖つ白波　龍田山　夜半にや君が　ひとり越ゆらむ」（『伊勢物語』《平安中期》）
「千早ぶる　神代もきかず　龍田川　からくれなゐに　水くくるとは」（在原業平朝臣《825～880》『古今集』
「嵐吹く　三室の山の　もみぢ葉は　龍田の川の　錦なりけり」（能因法師《988～1050》『後拾遺和歌集』）

（３）「龍田風神祭祝詞」
「…吾が宮は朝日の日向ふ処、夕日の日隠る処の龍田の立野の小野に、吾が宮は定め奉りて、吾が前を称辞
竟へ奉らば、天下の公民の作りと作る物は、五穀を始めて、草の片葉に至るまで、成し幸へ奉らむと悟し奉りき
…」

（５）『大和名所図会』記載の、龍田地名説話
昔、この所に雷神落ちたが戻ることができず童子となり、農夫が養子とした。夏の初め、隣では雨が降

らなかったが、農夫の田には夕立が降り稲の収穫ができた。後の、この童子は小竜となって天に登って
行った。農夫の田を竜といい、やがて地名となった。
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はじめに
『万葉集』などに詠まれた「龍田川」「龍田山」などの龍田にまつわる地名は、地名が現存する生駒
郡斑鳩町ではなく、本来は同郡三郷町にあったと考えられてきた。
しかしこのようななか、平成２５年には斑鳩町で「竜田揚げ上げ↑プロジェクト」が始められた。斑鳩
町域を流れる現・「竜田川」にちなむ、〝元祖・竜田揚げ〟の取り組みである。このままでは、歴史的な事実
が誤認されたまま推移することにもなりかねない。
そこで今回は、「龍田」の地名の本来の所在を改めて検討する。そして、その歴史的な裏づけに基
づき、三郷町ならではの地域活性化のテーマとして「龍田」を位置づけ、取り組みを始めたい。
その手順としは、
①「龍田」の地が三郷町に存在したことの検証、関連する歴史・伝承文化の採集
②シンポジウム等の定期的な開催、歴史散策コースの策定
③紅葉の植樹・特産品の開発など
を想定している。
また特産品（「龍田川」「龍田山」ブランド商品）の開発にあたっても、歴史や伝承文化の裏づけのあ
る「物語」（付加価値）作りが大切であり、今回の①検証、調査が重要になると考える。

【１】龍田の地名（龍田川・龍田山）の検証
検証にあたって、現状を整理しておく。
●三郷町には、延喜式内社である龍田大社（三郷町立野）が鎮座する。しかし地名としての「龍田」
や、紅葉の名所として古歌に詠まれた「龍田川」、「龍田山」（註１）の名は、現在の三郷町域には
ない。
●斑鳩町には、聖徳太子の時代に龍田大社から勧請された延喜式内社・龍田神社の鎮座地（斑
鳩町龍田）に「龍田」の地名が残る。
●斑鳩町域に「竜田川」が流れ、紅葉の名所として知られている。
●本来の「龍田」は、かつては三郷町にあったと考えられているが、歴史的な研究は少ない。これら
のことから、「龍田」の地名が、古歌の詠まれた当時は三郷町に存在したことを明らかにするため
には

（１）「龍田」「龍田川」「龍田山」の地名が三郷町に存在した具体的な証拠を見つける。
（２）いつから「龍田」の地名が斑鳩町に移ったのか。何故、三郷町から「龍田」の地名が消えたの

か、を検証しなければならない。
検証にあたって、本来は先行研究を調べるべきだが、今回は省略した。

龍田の地名
（１）に関して、まず龍田大社（三郷町）と龍田神社（斑鳩町）から、龍田の地名をみていく。
神社は地名を神社名としていることも多い。しかし、龍田大社の鎮座地の現在の地名は三郷町「立

野」であり、一方、龍田大社から勧請された龍田神社の鎮座地の現在の地名は斑鳩町「龍田」であ
る。また古地図（「嘉永増補改正・大和国細見図」（1848年／原図は享保年間《1716～1735年》註２）
も、地名の「龍田」は現・斑鳩町にあり、現・三郷町では「立野」となっている。
しかし、『延喜式』（平安時代）の「神名帳」では、龍田大社（三郷町）の社名は「龍田坐天御柱國御
柱神社二座」であり、龍田神社（斑鳩町）の社名は「龍田比古龍田比女神社二座」となっている。龍田
大社は「龍田坐（たつたにいます）」という鎮座地名を冠した表記と祭神名による表現であり、龍田神社
は「龍田の男神、女神」という祭神名による表現である。
また『延喜式』祝詞の「龍田風神祭祝詞」（註3）には、「龍田の立野の小野に吾が宮は定め奉りて」

という文言があり、これらから龍田大社の鎮座地が、平安時代には「龍田の立野の小野」と呼ばれてい
たことが分かる。
さらに『日本書紀』の「神武天皇即位前紀」にも、龍田の地名が「皇軍は兵を整え、歩いて龍田に向
かった。その道は狭く険しく、人が並んで行くことができなかった…」と、登場する。これは大和川流域を
大阪から奈良に入る状況を表していると考えられ、奈良時代には既に現・三郷町に龍田の地名が存在
したことの傍証となる。
これらのことから、古代において龍田の地名は三郷町に存在したと考えうる。

古代の龍田川と近世の龍田川
次に龍田川であるが、現行の地図では平群町や斑鳩町を流域とする河川が「竜田川」と表記され

ている。
しかし上記の古地図を見ると、現在の竜田川を「今　竜田川」として描き、現・三郷町域には「古へ
竜田川」として河川が描かれている。
このことから、1700年頃には現・竜田川が既に竜田川と呼称されていたものの、本来の龍田川が三
郷町にあったことの伝承が残っていたことが分かる。
また、大和川本流の三郷町付近が龍田川と呼ばれていたとする説（後述の『大和名所図会』）があ
るが、この地図からは河内と大和の境界付近（現・三郷町域）に本来の龍田川があったことが推測され
る（古地図に描かれている「古へ竜田川」は、現在では特定できない）。

龍田山について
龍田山は、龍田大社の神が降臨された御座峰（三郷町）だという説もあるが、地名としての龍田山は

三郷町、斑鳩町ともに現存していない。そこで古歌の分析から考えてみたい。
まず「風吹けば　沖つ白波　龍田山　夜半にや君が　ひとり越ゆらむ」（伊勢物語）では、白波が「
立つ」と「龍田」を掛けてあり、また「風吹けば」は龍田の風神との関連が考えられる。この歌が実際の
情景を詠んだものとすれば、龍田山を越えるというのは大和・河内の国境の山の可能性が考えられる。
また「龍田山　見つつ越え来（こ）し　桜花　散りか過ぎなむ　我が帰るとに」（大伴家持／『万葉
集』）は、先の歌とともに山を「越える」ことを意識した歌である。河内・大和の国境に龍田山があることを
前提とした歌といえよう。
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以上のことから、「龍田」「龍田川」「龍田山」は、少なくとも平安時代までは現・三郷町にあったと思わ
れる。
さらに『大和名所図会』（寛政３《1791》／註４）には、龍田山について「立野村の上にあり…龍田川
麓をめぐりて流れ…」と記しており、龍田山が現・三郷町立野にあることを補強する。
ただ龍田川については、「廣瀬郡より流れ、勢野をへて、立野の西亀瀬に至り、河州……」とあり、大
和川と混同している。また「或る書」にとして、「龍田の町を西に出れば川あり。これを龍田川という。生駒
嶽のふもとより出る川なり」と、現・龍田川のことを併記している。
さらに「紅葉川」という項目をたて、「立野の西に小溝あり。これをいうらむ」とあり、三郷町の本来の龍
田川が、ある時代から「紅葉川」といわれていた可能性も考えられる。ただし『大和名所図会』では、こ
の紅葉川を龍田川というのは誤りだとしている。

【２】龍田の地名の移行理由
次に、（２）いつから「龍田」の地名が斑鳩町に移ったのか。何故、三郷町から「龍田」の地名が消え

たのかについて考える。
まず斑鳩町に龍田の地名が発生した時期については、『嘉元記』（法隆寺僧による鎌倉期・南北朝
期の斑鳩の記録）延慶三（1310）年七月十七日条が、現・斑鳩町の、地名としての「龍田」の初見だとさ
れている。龍田の地名が斑鳩に生まれた時期は、おそくとも鎌倉時代のようだが、これは、現・斑鳩町龍
田の周辺が鎌倉時代に交通の要衝となり、龍田「市」ができる（1300年頃）と共に町が発展したことによ
ると考えられる。
この斑鳩の「龍田」の地名は、聖徳太子が勧請した「龍田比古龍田比女神社」の神社名から発生

したと思われる。
またそれと共に、神社の西方を流れる本来は平群川であった川が龍田川と呼ばれるようになったと考
えられる。ただし龍田山に関しては、新たに斑鳩に生まれた痕跡はない。
斑鳩には江戸時代初期に龍田藩が置かれ（１６５５年廃藩）、明治には龍田村、そして龍田町が生ま

れて現在に至っている。
一方、現・三郷町から、龍田の地名がなくなった理由に関しては、両「龍田」ともに大和と河内を結ぶ
街道沿いに存在したものの、市で栄えた現・斑鳩町の龍田の方がより高名になったことなどが考えられ
る。しかし、三郷町の龍田の地名消失時期は定かではない。

【３】龍田、立野とは
龍田、立野の「たつ」とは、春立つ、風が立つなどの立つと同じで、自然現象や作用が目立って現れる

こと、神が現れることであり（神立という地名もある）、龍田、立野は神が現れた田、野原という意味がある
と思われる。
ところで「野」と「田」の表現は、「野」の方がエリア的に広い地域を指すのではなかろうか。本来は「
立野の龍田」であったかもしれない。また龍田大社が創祀される頃に、何らかの伝承（『大和名所図
会』記載の龍田地名説話的なもの／註５）があって、立野に龍田の地名が生まれた可能性も考えられ、
そうであれば元 あ々った大きいエリアの地名が残ったということになる。

    

龍田ともみじ
古歌において何故に龍田と紅葉が結びついたのかについては、陰陽五行思想の方角と季節の関
係（東＝春、西＝秋、南＝夏、北＝冬）が影響しているようだ。平城京の時代、都の西に位置する龍田には
秋のイメージがあった（春の女神・佐保姫、秋の女神・龍田姫）。
また龍田の神は風神であり、陰陽五行で風は木気（方角は東南）とされるので「楓」が連想され、平
安中期から「楓」は「かえで」を意味することとなり、紅葉につながったのかもしれない。
現在の龍田川（斑鳩町）は紅葉の名所となっている。しかしこれは江戸時代以降のことである。
「竜田川の楓樹は寛政年間に並松の国学者藤門周斎の発意によって、川畔に楓を栽植したのには
じまる。古歌に詠まれた三室山は斑鳩の三室山だが、竜田川は大和川の本流のことで、紅葉は一般落
葉樹の落葉を賞美したものと考えられる」（保井芳太郎「昔の龍田川と今の龍田川とについて」『大和
王寺文化史論』所収）とある。ただし、三室山、龍田川の認識には誤りがある。

【４】検証の結論－三郷町に存在した「龍田」
これらのことから
●「龍田」の地名は本来、現・三郷町にあった（龍田山、龍田川も、本来の龍田の地に隣接して存在

したと考えるのが自然）。
●龍田山は、斑鳩には伝承がなく、間違いなく現・三郷町の山の名前であった（現在の御座峰か三
室山《三郷町》かは不明。また斑鳩町の三室山は龍田の神の神南備山ではなく、神岳神社の神南備
山）。
●聖徳太子によって法隆寺の鎮守社として勧請された龍田の神の鎮座と、鎌倉期の町の発展によ

って現・斑鳩町に「龍田」の地名が生まれ、平群川から龍田川への呼称変更が生じた。
●立野の地名が本来で、何らかの伝承で龍田の地名が立野に生まれた可能性がある（龍田の立
野ではなく、立野の龍田）。
●「龍田」の地名は現・斑鳩町に移ったが、「龍田川」は近世になっても本来は現・三郷町にあったと

いう記憶が色濃く残った。また本来の龍田川は、「紅葉川」と呼ばれるようになった可能性がある。

【５】今後の取り組み
龍田の地名の変化は、歴史の過程であって、いずれが「本家」というものではない。したがって、三郷・
斑鳩共通のテーマとして取り組む方がより効果のあるテーマだと思われる。
そのため、まず冒頭に示した手順②の
●「龍田シンポジウム」の開催（基調講演：奈良大学・上野誠氏／ディスカッション：龍田大社宮司、龍

田神社宮司、三郷町長、斑鳩町長、地元研究者、両町の観光・産業担当者）
●龍田古道観光ルートの設定（参加形の古代衣装行列／三郷⇒斑鳩）、ウォークラリーの定期的な
開催等を、両町にまたがる取り組みとして改めて検討していきたい。

【註】
（１）古歌の例
「龍田山　見つつ越え来（こ）し　桜花　散りか過ぎなむ　我が帰るとに」

　　　　　　　　　　　（大伴家持《718年頃～785》『万葉集』）
「風吹けば　沖つ白波　龍田山　夜半にや君が　ひとり越ゆらむ」（『伊勢物語』《平安中期》）
「千早ぶる　神代もきかず　龍田川　からくれなゐに　水くくるとは」（在原業平朝臣《825～880》『古今集』
「嵐吹く　三室の山の　もみぢ葉は　龍田の川の　錦なりけり」（能因法師《988～1050》『後拾遺和歌集』）

（３）「龍田風神祭祝詞」
「…吾が宮は朝日の日向ふ処、夕日の日隠る処の龍田の立野の小野に、吾が宮は定め奉りて、吾が前を称辞
竟へ奉らば、天下の公民の作りと作る物は、五穀を始めて、草の片葉に至るまで、成し幸へ奉らむと悟し奉りき
…」

（５）『大和名所図会』記載の、龍田地名説話
昔、この所に雷神落ちたが戻ることができず童子となり、農夫が養子とした。夏の初め、隣では雨が降

らなかったが、農夫の田には夕立が降り稲の収穫ができた。後の、この童子は小竜となって天に登って
行った。農夫の田を竜といい、やがて地名となった。
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歴史・伝承文化を活かした地域の再生
生駒郡三郷町の活性化のための歴史的考察

研究員・武智　功　　　
　　　

はじめに
『万葉集』などに詠まれた「龍田川」「龍田山」などの龍田にまつわる地名は、地名が現存する生駒
郡斑鳩町ではなく、本来は同郡三郷町にあったと考えられてきた。
しかしこのようななか、平成２５年には斑鳩町で「竜田揚げ上げ↑プロジェクト」が始められた。斑鳩
町域を流れる現・「竜田川」にちなむ、〝元祖・竜田揚げ〟の取り組みである。このままでは、歴史的な事実
が誤認されたまま推移することにもなりかねない。
そこで今回は、「龍田」の地名の本来の所在を改めて検討する。そして、その歴史的な裏づけに基
づき、三郷町ならではの地域活性化のテーマとして「龍田」を位置づけ、取り組みを始めたい。
その手順としは、
①「龍田」の地が三郷町に存在したことの検証、関連する歴史・伝承文化の採集
②シンポジウム等の定期的な開催、歴史散策コースの策定
③紅葉の植樹・特産品の開発など
を想定している。
また特産品（「龍田川」「龍田山」ブランド商品）の開発にあたっても、歴史や伝承文化の裏づけのあ
る「物語」（付加価値）作りが大切であり、今回の①検証、調査が重要になると考える。

【１】龍田の地名（龍田川・龍田山）の検証
検証にあたって、現状を整理しておく。
●三郷町には、延喜式内社である龍田大社（三郷町立野）が鎮座する。しかし地名としての「龍田」
や、紅葉の名所として古歌に詠まれた「龍田川」、「龍田山」（註１）の名は、現在の三郷町域には
ない。
●斑鳩町には、聖徳太子の時代に龍田大社から勧請された延喜式内社・龍田神社の鎮座地（斑
鳩町龍田）に「龍田」の地名が残る。
●斑鳩町域に「竜田川」が流れ、紅葉の名所として知られている。
●本来の「龍田」は、かつては三郷町にあったと考えられているが、歴史的な研究は少ない。これら
のことから、「龍田」の地名が、古歌の詠まれた当時は三郷町に存在したことを明らかにするため
には

（１）「龍田」「龍田川」「龍田山」の地名が三郷町に存在した具体的な証拠を見つける。
（２）いつから「龍田」の地名が斑鳩町に移ったのか。何故、三郷町から「龍田」の地名が消えたの

か、を検証しなければならない。
検証にあたって、本来は先行研究を調べるべきだが、今回は省略した。

龍田の地名
（１）に関して、まず龍田大社（三郷町）と龍田神社（斑鳩町）から、龍田の地名をみていく。
神社は地名を神社名としていることも多い。しかし、龍田大社の鎮座地の現在の地名は三郷町「立
野」であり、一方、龍田大社から勧請された龍田神社の鎮座地の現在の地名は斑鳩町「龍田」であ
る。また古地図（「嘉永増補改正・大和国細見図」（1848年／原図は享保年間《1716～1735年》註２）
も、地名の「龍田」は現・斑鳩町にあり、現・三郷町では「立野」となっている。
しかし、『延喜式』（平安時代）の「神名帳」では、龍田大社（三郷町）の社名は「龍田坐天御柱國御
柱神社二座」であり、龍田神社（斑鳩町）の社名は「龍田比古龍田比女神社二座」となっている。龍田
大社は「龍田坐（たつたにいます）」という鎮座地名を冠した表記と祭神名による表現であり、龍田神社
は「龍田の男神、女神」という祭神名による表現である。
また『延喜式』祝詞の「龍田風神祭祝詞」（註3）には、「龍田の立野の小野に吾が宮は定め奉りて」

という文言があり、これらから龍田大社の鎮座地が、平安時代には「龍田の立野の小野」と呼ばれてい
たことが分かる。
さらに『日本書紀』の「神武天皇即位前紀」にも、龍田の地名が「皇軍は兵を整え、歩いて龍田に向
かった。その道は狭く険しく、人が並んで行くことができなかった…」と、登場する。これは大和川流域を
大阪から奈良に入る状況を表していると考えられ、奈良時代には既に現・三郷町に龍田の地名が存在
したことの傍証となる。
これらのことから、古代において龍田の地名は三郷町に存在したと考えうる。

古代の龍田川と近世の龍田川
次に龍田川であるが、現行の地図では平群町や斑鳩町を流域とする河川が「竜田川」と表記され

ている。
しかし上記の古地図を見ると、現在の竜田川を「今　竜田川」として描き、現・三郷町域には「古へ
竜田川」として河川が描かれている。
このことから、1700年頃には現・竜田川が既に竜田川と呼称されていたものの、本来の龍田川が三
郷町にあったことの伝承が残っていたことが分かる。
また、大和川本流の三郷町付近が龍田川と呼ばれていたとする説（後述の『大和名所図会』）があ
るが、この地図からは河内と大和の境界付近（現・三郷町域）に本来の龍田川があったことが推測され
る（古地図に描かれている「古へ竜田川」は、現在では特定できない）。

龍田山について
龍田山は、龍田大社の神が降臨された御座峰（三郷町）だという説もあるが、地名としての龍田山は
三郷町、斑鳩町ともに現存していない。そこで古歌の分析から考えてみたい。
まず「風吹けば　沖つ白波　龍田山　夜半にや君が　ひとり越ゆらむ」（伊勢物語）では、白波が「
立つ」と「龍田」を掛けてあり、また「風吹けば」は龍田の風神との関連が考えられる。この歌が実際の
情景を詠んだものとすれば、龍田山を越えるというのは大和・河内の国境の山の可能性が考えられる。
また「龍田山　見つつ越え来（こ）し　桜花　散りか過ぎなむ　我が帰るとに」（大伴家持／『万葉
集』）は、先の歌とともに山を「越える」ことを意識した歌である。河内・大和の国境に龍田山があることを
前提とした歌といえよう。

以上のことから、「龍田」「龍田川」「龍田山」は、少なくとも平安時代までは現・三郷町にあったと思わ
れる。
さらに『大和名所図会』（寛政３《1791》／註４）には、龍田山について「立野村の上にあり…龍田川
麓をめぐりて流れ…」と記しており、龍田山が現・三郷町立野にあることを補強する。
ただ龍田川については、「廣瀬郡より流れ、勢野をへて、立野の西亀瀬に至り、河州……」とあり、大
和川と混同している。また「或る書」にとして、「龍田の町を西に出れば川あり。これを龍田川という。生駒
嶽のふもとより出る川なり」と、現・龍田川のことを併記している。
さらに「紅葉川」という項目をたて、「立野の西に小溝あり。これをいうらむ」とあり、三郷町の本来の龍
田川が、ある時代から「紅葉川」といわれていた可能性も考えられる。ただし『大和名所図会』では、こ
の紅葉川を龍田川というのは誤りだとしている。

【２】龍田の地名の移行理由
次に、（２）いつから「龍田」の地名が斑鳩町に移ったのか。何故、三郷町から「龍田」の地名が消え

たのかについて考える。
まず斑鳩町に龍田の地名が発生した時期については、『嘉元記』（法隆寺僧による鎌倉期・南北朝
期の斑鳩の記録）延慶三（1310）年七月十七日条が、現・斑鳩町の、地名としての「龍田」の初見だとさ
れている。龍田の地名が斑鳩に生まれた時期は、おそくとも鎌倉時代のようだが、これは、現・斑鳩町龍
田の周辺が鎌倉時代に交通の要衝となり、龍田「市」ができる（1300年頃）と共に町が発展したことによ
ると考えられる。
この斑鳩の「龍田」の地名は、聖徳太子が勧請した「龍田比古龍田比女神社」の神社名から発生

したと思われる。
またそれと共に、神社の西方を流れる本来は平群川であった川が龍田川と呼ばれるようになったと考
えられる。ただし龍田山に関しては、新たに斑鳩に生まれた痕跡はない。
斑鳩には江戸時代初期に龍田藩が置かれ（１６５５年廃藩）、明治には龍田村、そして龍田町が生ま

れて現在に至っている。
一方、現・三郷町から、龍田の地名がなくなった理由に関しては、両「龍田」ともに大和と河内を結ぶ
街道沿いに存在したものの、市で栄えた現・斑鳩町の龍田の方がより高名になったことなどが考えられ
る。しかし、三郷町の龍田の地名消失時期は定かではない。

【３】龍田、立野とは
龍田、立野の「たつ」とは、春立つ、風が立つなどの立つと同じで、自然現象や作用が目立って現れる

こと、神が現れることであり（神立という地名もある）、龍田、立野は神が現れた田、野原という意味がある
と思われる。
ところで「野」と「田」の表現は、「野」の方がエリア的に広い地域を指すのではなかろうか。本来は「
立野の龍田」であったかもしれない。また龍田大社が創祀される頃に、何らかの伝承（『大和名所図
会』記載の龍田地名説話的なもの／註５）があって、立野に龍田の地名が生まれた可能性も考えられ、
そうであれば元 あ々った大きいエリアの地名が残ったということになる。
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龍田ともみじ
古歌において何故に龍田と紅葉が結びついたのかについては、陰陽五行思想の方角と季節の関
係（東＝春、西＝秋、南＝夏、北＝冬）が影響しているようだ。平城京の時代、都の西に位置する龍田には
秋のイメージがあった（春の女神・佐保姫、秋の女神・龍田姫）。
また龍田の神は風神であり、陰陽五行で風は木気（方角は東南）とされるので「楓」が連想され、平
安中期から「楓」は「かえで」を意味することとなり、紅葉につながったのかもしれない。
現在の龍田川（斑鳩町）は紅葉の名所となっている。しかしこれは江戸時代以降のことである。
「竜田川の楓樹は寛政年間に並松の国学者藤門周斎の発意によって、川畔に楓を栽植したのには
じまる。古歌に詠まれた三室山は斑鳩の三室山だが、竜田川は大和川の本流のことで、紅葉は一般落
葉樹の落葉を賞美したものと考えられる」（保井芳太郎「昔の龍田川と今の龍田川とについて」『大和
王寺文化史論』所収）とある。ただし、三室山、龍田川の認識には誤りがある。

【４】検証の結論－三郷町に存在した「龍田」
これらのことから
●「龍田」の地名は本来、現・三郷町にあった（龍田山、龍田川も、本来の龍田の地に隣接して存在

したと考えるのが自然）。
●龍田山は、斑鳩には伝承がなく、間違いなく現・三郷町の山の名前であった（現在の御座峰か三
室山《三郷町》かは不明。また斑鳩町の三室山は龍田の神の神南備山ではなく、神岳神社の神南備
山）。
●聖徳太子によって法隆寺の鎮守社として勧請された龍田の神の鎮座と、鎌倉期の町の発展によ

って現・斑鳩町に「龍田」の地名が生まれ、平群川から龍田川への呼称変更が生じた。
●立野の地名が本来で、何らかの伝承で龍田の地名が立野に生まれた可能性がある（龍田の立
野ではなく、立野の龍田）。
●「龍田」の地名は現・斑鳩町に移ったが、「龍田川」は近世になっても本来は現・三郷町にあったと

いう記憶が色濃く残った。また本来の龍田川は、「紅葉川」と呼ばれるようになった可能性がある。

【５】今後の取り組み
龍田の地名の変化は、歴史の過程であって、いずれが「本家」というものではない。したがって、三郷・
斑鳩共通のテーマとして取り組む方がより効果のあるテーマだと思われる。
そのため、まず冒頭に示した手順②の
●「龍田シンポジウム」の開催（基調講演：奈良大学・上野誠氏／ディスカッション：龍田大社宮司、龍

田神社宮司、三郷町長、斑鳩町長、地元研究者、両町の観光・産業担当者）
●龍田古道観光ルートの設定（参加形の古代衣装行列／三郷⇒斑鳩）、ウォークラリーの定期的な
開催等を、両町にまたがる取り組みとして改めて検討していきたい。

【註】
（１）古歌の例
「龍田山　見つつ越え来（こ）し　桜花　散りか過ぎなむ　我が帰るとに」

　　　　　　　　　　　（大伴家持《718年頃～785》『万葉集』）
「風吹けば　沖つ白波　龍田山　夜半にや君が　ひとり越ゆらむ」（『伊勢物語』《平安中期》）
「千早ぶる　神代もきかず　龍田川　からくれなゐに　水くくるとは」（在原業平朝臣《825～880》『古今集』
「嵐吹く　三室の山の　もみぢ葉は　龍田の川の　錦なりけり」（能因法師《988～1050》『後拾遺和歌集』）

（３）「龍田風神祭祝詞」
「…吾が宮は朝日の日向ふ処、夕日の日隠る処の龍田の立野の小野に、吾が宮は定め奉りて、吾が前を称辞
竟へ奉らば、天下の公民の作りと作る物は、五穀を始めて、草の片葉に至るまで、成し幸へ奉らむと悟し奉りき
…」

（５）『大和名所図会』記載の、龍田地名説話
昔、この所に雷神落ちたが戻ることができず童子となり、農夫が養子とした。夏の初め、隣では雨が降

らなかったが、農夫の田には夕立が降り稲の収穫ができた。後の、この童子は小竜となって天に登って
行った。農夫の田を竜といい、やがて地名となった。
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はじめに
『万葉集』などに詠まれた「龍田川」「龍田山」などの龍田にまつわる地名は、地名が現存する生駒
郡斑鳩町ではなく、本来は同郡三郷町にあったと考えられてきた。
しかしこのようななか、平成２５年には斑鳩町で「竜田揚げ上げ↑プロジェクト」が始められた。斑鳩
町域を流れる現・「竜田川」にちなむ、〝元祖・竜田揚げ〟の取り組みである。このままでは、歴史的な事実
が誤認されたまま推移することにもなりかねない。
そこで今回は、「龍田」の地名の本来の所在を改めて検討する。そして、その歴史的な裏づけに基
づき、三郷町ならではの地域活性化のテーマとして「龍田」を位置づけ、取り組みを始めたい。
その手順としは、
①「龍田」の地が三郷町に存在したことの検証、関連する歴史・伝承文化の採集
②シンポジウム等の定期的な開催、歴史散策コースの策定
③紅葉の植樹・特産品の開発など
を想定している。
また特産品（「龍田川」「龍田山」ブランド商品）の開発にあたっても、歴史や伝承文化の裏づけのあ
る「物語」（付加価値）作りが大切であり、今回の①検証、調査が重要になると考える。

【１】龍田の地名（龍田川・龍田山）の検証
検証にあたって、現状を整理しておく。
●三郷町には、延喜式内社である龍田大社（三郷町立野）が鎮座する。しかし地名としての「龍田」
や、紅葉の名所として古歌に詠まれた「龍田川」、「龍田山」（註１）の名は、現在の三郷町域には
ない。
●斑鳩町には、聖徳太子の時代に龍田大社から勧請された延喜式内社・龍田神社の鎮座地（斑
鳩町龍田）に「龍田」の地名が残る。
●斑鳩町域に「竜田川」が流れ、紅葉の名所として知られている。
●本来の「龍田」は、かつては三郷町にあったと考えられているが、歴史的な研究は少ない。これら
のことから、「龍田」の地名が、古歌の詠まれた当時は三郷町に存在したことを明らかにするため
には

（１）「龍田」「龍田川」「龍田山」の地名が三郷町に存在した具体的な証拠を見つける。
（２）いつから「龍田」の地名が斑鳩町に移ったのか。何故、三郷町から「龍田」の地名が消えたの

か、を検証しなければならない。
検証にあたって、本来は先行研究を調べるべきだが、今回は省略した。

龍田の地名
（１）に関して、まず龍田大社（三郷町）と龍田神社（斑鳩町）から、龍田の地名をみていく。
神社は地名を神社名としていることも多い。しかし、龍田大社の鎮座地の現在の地名は三郷町「立
野」であり、一方、龍田大社から勧請された龍田神社の鎮座地の現在の地名は斑鳩町「龍田」であ
る。また古地図（「嘉永増補改正・大和国細見図」（1848年／原図は享保年間《1716～1735年》註２）
も、地名の「龍田」は現・斑鳩町にあり、現・三郷町では「立野」となっている。
しかし、『延喜式』（平安時代）の「神名帳」では、龍田大社（三郷町）の社名は「龍田坐天御柱國御
柱神社二座」であり、龍田神社（斑鳩町）の社名は「龍田比古龍田比女神社二座」となっている。龍田
大社は「龍田坐（たつたにいます）」という鎮座地名を冠した表記と祭神名による表現であり、龍田神社
は「龍田の男神、女神」という祭神名による表現である。
また『延喜式』祝詞の「龍田風神祭祝詞」（註3）には、「龍田の立野の小野に吾が宮は定め奉りて」

という文言があり、これらから龍田大社の鎮座地が、平安時代には「龍田の立野の小野」と呼ばれてい
たことが分かる。
さらに『日本書紀』の「神武天皇即位前紀」にも、龍田の地名が「皇軍は兵を整え、歩いて龍田に向
かった。その道は狭く険しく、人が並んで行くことができなかった…」と、登場する。これは大和川流域を
大阪から奈良に入る状況を表していると考えられ、奈良時代には既に現・三郷町に龍田の地名が存在
したことの傍証となる。
これらのことから、古代において龍田の地名は三郷町に存在したと考えうる。

古代の龍田川と近世の龍田川
次に龍田川であるが、現行の地図では平群町や斑鳩町を流域とする河川が「竜田川」と表記され

ている。
しかし上記の古地図を見ると、現在の竜田川を「今　竜田川」として描き、現・三郷町域には「古へ
竜田川」として河川が描かれている。
このことから、1700年頃には現・竜田川が既に竜田川と呼称されていたものの、本来の龍田川が三
郷町にあったことの伝承が残っていたことが分かる。
また、大和川本流の三郷町付近が龍田川と呼ばれていたとする説（後述の『大和名所図会』）があ
るが、この地図からは河内と大和の境界付近（現・三郷町域）に本来の龍田川があったことが推測され
る（古地図に描かれている「古へ竜田川」は、現在では特定できない）。

龍田山について
龍田山は、龍田大社の神が降臨された御座峰（三郷町）だという説もあるが、地名としての龍田山は
三郷町、斑鳩町ともに現存していない。そこで古歌の分析から考えてみたい。
まず「風吹けば　沖つ白波　龍田山　夜半にや君が　ひとり越ゆらむ」（伊勢物語）では、白波が「
立つ」と「龍田」を掛けてあり、また「風吹けば」は龍田の風神との関連が考えられる。この歌が実際の
情景を詠んだものとすれば、龍田山を越えるというのは大和・河内の国境の山の可能性が考えられる。
また「龍田山　見つつ越え来（こ）し　桜花　散りか過ぎなむ　我が帰るとに」（大伴家持／『万葉
集』）は、先の歌とともに山を「越える」ことを意識した歌である。河内・大和の国境に龍田山があることを
前提とした歌といえよう。

以上のことから、「龍田」「龍田川」「龍田山」は、少なくとも平安時代までは現・三郷町にあったと思わ
れる。
さらに『大和名所図会』（寛政３《1791》／註４）には、龍田山について「立野村の上にあり…龍田川
麓をめぐりて流れ…」と記しており、龍田山が現・三郷町立野にあることを補強する。
ただ龍田川については、「廣瀬郡より流れ、勢野をへて、立野の西亀瀬に至り、河州……」とあり、大
和川と混同している。また「或る書」にとして、「龍田の町を西に出れば川あり。これを龍田川という。生駒
嶽のふもとより出る川なり」と、現・龍田川のことを併記している。
さらに「紅葉川」という項目をたて、「立野の西に小溝あり。これをいうらむ」とあり、三郷町の本来の龍
田川が、ある時代から「紅葉川」といわれていた可能性も考えられる。ただし『大和名所図会』では、こ
の紅葉川を龍田川というのは誤りだとしている。

【２】龍田の地名の移行理由
次に、（２）いつから「龍田」の地名が斑鳩町に移ったのか。何故、三郷町から「龍田」の地名が消え

たのかについて考える。
まず斑鳩町に龍田の地名が発生した時期については、『嘉元記』（法隆寺僧による鎌倉期・南北朝
期の斑鳩の記録）延慶三（1310）年七月十七日条が、現・斑鳩町の、地名としての「龍田」の初見だとさ
れている。龍田の地名が斑鳩に生まれた時期は、おそくとも鎌倉時代のようだが、これは、現・斑鳩町龍
田の周辺が鎌倉時代に交通の要衝となり、龍田「市」ができる（1300年頃）と共に町が発展したことによ
ると考えられる。
この斑鳩の「龍田」の地名は、聖徳太子が勧請した「龍田比古龍田比女神社」の神社名から発生

したと思われる。
またそれと共に、神社の西方を流れる本来は平群川であった川が龍田川と呼ばれるようになったと考
えられる。ただし龍田山に関しては、新たに斑鳩に生まれた痕跡はない。
斑鳩には江戸時代初期に龍田藩が置かれ（１６５５年廃藩）、明治には龍田村、そして龍田町が生ま

れて現在に至っている。
一方、現・三郷町から、龍田の地名がなくなった理由に関しては、両「龍田」ともに大和と河内を結ぶ
街道沿いに存在したものの、市で栄えた現・斑鳩町の龍田の方がより高名になったことなどが考えられ
る。しかし、三郷町の龍田の地名消失時期は定かではない。

【３】龍田、立野とは
龍田、立野の「たつ」とは、春立つ、風が立つなどの立つと同じで、自然現象や作用が目立って現れる

こと、神が現れることであり（神立という地名もある）、龍田、立野は神が現れた田、野原という意味がある
と思われる。
ところで「野」と「田」の表現は、「野」の方がエリア的に広い地域を指すのではなかろうか。本来は「
立野の龍田」であったかもしれない。また龍田大社が創祀される頃に、何らかの伝承（『大和名所図
会』記載の龍田地名説話的なもの／註５）があって、立野に龍田の地名が生まれた可能性も考えられ、
そうであれば元 あ々った大きいエリアの地名が残ったということになる。

    

龍田ともみじ
古歌において何故に龍田と紅葉が結びついたのかについては、陰陽五行思想の方角と季節の関
係（東＝春、西＝秋、南＝夏、北＝冬）が影響しているようだ。平城京の時代、都の西に位置する龍田には
秋のイメージがあった（春の女神・佐保姫、秋の女神・龍田姫）。
また龍田の神は風神であり、陰陽五行で風は木気（方角は東南）とされるので「楓」が連想され、平
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じまる。古歌に詠まれた三室山は斑鳩の三室山だが、竜田川は大和川の本流のことで、紅葉は一般落
葉樹の落葉を賞美したものと考えられる」（保井芳太郎「昔の龍田川と今の龍田川とについて」『大和
王寺文化史論』所収）とある。ただし、三室山、龍田川の認識には誤りがある。

【４】検証の結論－三郷町に存在した「龍田」
これらのことから
●「龍田」の地名は本来、現・三郷町にあった（龍田山、龍田川も、本来の龍田の地に隣接して存在

したと考えるのが自然）。
●龍田山は、斑鳩には伝承がなく、間違いなく現・三郷町の山の名前であった（現在の御座峰か三

室山《三郷町》かは不明。また斑鳩町の三室山は龍田の神の神南備山ではなく、神岳神社の神南備
山）。
●聖徳太子によって法隆寺の鎮守社として勧請された龍田の神の鎮座と、鎌倉期の町の発展によ

って現・斑鳩町に「龍田」の地名が生まれ、平群川から龍田川への呼称変更が生じた。
●立野の地名が本来で、何らかの伝承で龍田の地名が立野に生まれた可能性がある（龍田の立
野ではなく、立野の龍田）。
●「龍田」の地名は現・斑鳩町に移ったが、「龍田川」は近世になっても本来は現・三郷町にあったと

いう記憶が色濃く残った。また本来の龍田川は、「紅葉川」と呼ばれるようになった可能性がある。

【５】今後の取り組み
龍田の地名の変化は、歴史の過程であって、いずれが「本家」というものではない。したがって、三郷・

斑鳩共通のテーマとして取り組む方がより効果のあるテーマだと思われる。
そのため、まず冒頭に示した手順②の
●「龍田シンポジウム」の開催（基調講演：奈良大学・上野誠氏／ディスカッション：龍田大社宮司、龍

田神社宮司、三郷町長、斑鳩町長、地元研究者、両町の観光・産業担当者）
●龍田古道観光ルートの設定（参加形の古代衣装行列／三郷⇒斑鳩）、ウォークラリーの定期的な
開催等を、両町にまたがる取り組みとして改めて検討していきたい。

歴史・伝承文化を活かした地域の再生　－生駒郡三郷町の活性化のための歴史的考察　　　　　　　　　　　　　研究員・武智　功

【註】
（１）古歌の例
「龍田山　見つつ越え来（こ）し　桜花　散りか過ぎなむ　我が帰るとに」

　　　　　　　　　　　（大伴家持《718年頃～785》『万葉集』）
「風吹けば　沖つ白波　龍田山　夜半にや君が　ひとり越ゆらむ」（『伊勢物語』《平安中期》）
「千早ぶる　神代もきかず　龍田川　からくれなゐに　水くくるとは」（在原業平朝臣《825～880》『古今集』
「嵐吹く　三室の山の　もみぢ葉は　龍田の川の　錦なりけり」（能因法師《988～1050》『後拾遺和歌集』）

（３）「龍田風神祭祝詞」
「…吾が宮は朝日の日向ふ処、夕日の日隠る処の龍田の立野の小野に、吾が宮は定め奉りて、吾が前を称辞
竟へ奉らば、天下の公民の作りと作る物は、五穀を始めて、草の片葉に至るまで、成し幸へ奉らむと悟し奉りき
…」

（５）『大和名所図会』記載の、龍田地名説話
昔、この所に雷神落ちたが戻ることができず童子となり、農夫が養子とした。夏の初め、隣では雨が降

らなかったが、農夫の田には夕立が降り稲の収穫ができた。後の、この童子は小竜となって天に登って
行った。農夫の田を竜といい、やがて地名となった。
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歴史・伝承文化を活かした地域の再生
生駒郡三郷町の活性化のための歴史的考察

研究員・武智　功　　　
　　　

はじめに
『万葉集』などに詠まれた「龍田川」「龍田山」などの龍田にまつわる地名は、地名が現存する生駒
郡斑鳩町ではなく、本来は同郡三郷町にあったと考えられてきた。
しかしこのようななか、平成２５年には斑鳩町で「竜田揚げ上げ↑プロジェクト」が始められた。斑鳩
町域を流れる現・「竜田川」にちなむ、〝元祖・竜田揚げ〟の取り組みである。このままでは、歴史的な事実
が誤認されたまま推移することにもなりかねない。
そこで今回は、「龍田」の地名の本来の所在を改めて検討する。そして、その歴史的な裏づけに基
づき、三郷町ならではの地域活性化のテーマとして「龍田」を位置づけ、取り組みを始めたい。
その手順としは、
①「龍田」の地が三郷町に存在したことの検証、関連する歴史・伝承文化の採集
②シンポジウム等の定期的な開催、歴史散策コースの策定
③紅葉の植樹・特産品の開発など
を想定している。
また特産品（「龍田川」「龍田山」ブランド商品）の開発にあたっても、歴史や伝承文化の裏づけのあ
る「物語」（付加価値）作りが大切であり、今回の①検証、調査が重要になると考える。

【１】龍田の地名（龍田川・龍田山）の検証
検証にあたって、現状を整理しておく。
●三郷町には、延喜式内社である龍田大社（三郷町立野）が鎮座する。しかし地名としての「龍田」
や、紅葉の名所として古歌に詠まれた「龍田川」、「龍田山」（註１）の名は、現在の三郷町域には
ない。
●斑鳩町には、聖徳太子の時代に龍田大社から勧請された延喜式内社・龍田神社の鎮座地（斑
鳩町龍田）に「龍田」の地名が残る。
●斑鳩町域に「竜田川」が流れ、紅葉の名所として知られている。
●本来の「龍田」は、かつては三郷町にあったと考えられているが、歴史的な研究は少ない。これら
のことから、「龍田」の地名が、古歌の詠まれた当時は三郷町に存在したことを明らかにするため
には

（１）「龍田」「龍田川」「龍田山」の地名が三郷町に存在した具体的な証拠を見つける。
（２）いつから「龍田」の地名が斑鳩町に移ったのか。何故、三郷町から「龍田」の地名が消えたの

か、を検証しなければならない。
検証にあたって、本来は先行研究を調べるべきだが、今回は省略した。

龍田の地名
（１）に関して、まず龍田大社（三郷町）と龍田神社（斑鳩町）から、龍田の地名をみていく。
神社は地名を神社名としていることも多い。しかし、龍田大社の鎮座地の現在の地名は三郷町「立
野」であり、一方、龍田大社から勧請された龍田神社の鎮座地の現在の地名は斑鳩町「龍田」であ
る。また古地図（「嘉永増補改正・大和国細見図」（1848年／原図は享保年間《1716～1735年》註２）
も、地名の「龍田」は現・斑鳩町にあり、現・三郷町では「立野」となっている。
しかし、『延喜式』（平安時代）の「神名帳」では、龍田大社（三郷町）の社名は「龍田坐天御柱國御
柱神社二座」であり、龍田神社（斑鳩町）の社名は「龍田比古龍田比女神社二座」となっている。龍田
大社は「龍田坐（たつたにいます）」という鎮座地名を冠した表記と祭神名による表現であり、龍田神社
は「龍田の男神、女神」という祭神名による表現である。
また『延喜式』祝詞の「龍田風神祭祝詞」（註3）には、「龍田の立野の小野に吾が宮は定め奉りて」

という文言があり、これらから龍田大社の鎮座地が、平安時代には「龍田の立野の小野」と呼ばれてい
たことが分かる。
さらに『日本書紀』の「神武天皇即位前紀」にも、龍田の地名が「皇軍は兵を整え、歩いて龍田に向
かった。その道は狭く険しく、人が並んで行くことができなかった…」と、登場する。これは大和川流域を
大阪から奈良に入る状況を表していると考えられ、奈良時代には既に現・三郷町に龍田の地名が存在
したことの傍証となる。
これらのことから、古代において龍田の地名は三郷町に存在したと考えうる。

古代の龍田川と近世の龍田川
次に龍田川であるが、現行の地図では平群町や斑鳩町を流域とする河川が「竜田川」と表記され

ている。
しかし上記の古地図を見ると、現在の竜田川を「今　竜田川」として描き、現・三郷町域には「古へ
竜田川」として河川が描かれている。
このことから、1700年頃には現・竜田川が既に竜田川と呼称されていたものの、本来の龍田川が三
郷町にあったことの伝承が残っていたことが分かる。
また、大和川本流の三郷町付近が龍田川と呼ばれていたとする説（後述の『大和名所図会』）があ
るが、この地図からは河内と大和の境界付近（現・三郷町域）に本来の龍田川があったことが推測され
る（古地図に描かれている「古へ竜田川」は、現在では特定できない）。

龍田山について
龍田山は、龍田大社の神が降臨された御座峰（三郷町）だという説もあるが、地名としての龍田山は
三郷町、斑鳩町ともに現存していない。そこで古歌の分析から考えてみたい。
まず「風吹けば　沖つ白波　龍田山　夜半にや君が　ひとり越ゆらむ」（伊勢物語）では、白波が「
立つ」と「龍田」を掛けてあり、また「風吹けば」は龍田の風神との関連が考えられる。この歌が実際の
情景を詠んだものとすれば、龍田山を越えるというのは大和・河内の国境の山の可能性が考えられる。
また「龍田山　見つつ越え来（こ）し　桜花　散りか過ぎなむ　我が帰るとに」（大伴家持／『万葉
集』）は、先の歌とともに山を「越える」ことを意識した歌である。河内・大和の国境に龍田山があることを
前提とした歌といえよう。

以上のことから、「龍田」「龍田川」「龍田山」は、少なくとも平安時代までは現・三郷町にあったと思わ
れる。
さらに『大和名所図会』（寛政３《1791》／註４）には、龍田山について「立野村の上にあり…龍田川
麓をめぐりて流れ…」と記しており、龍田山が現・三郷町立野にあることを補強する。
ただ龍田川については、「廣瀬郡より流れ、勢野をへて、立野の西亀瀬に至り、河州……」とあり、大
和川と混同している。また「或る書」にとして、「龍田の町を西に出れば川あり。これを龍田川という。生駒
嶽のふもとより出る川なり」と、現・龍田川のことを併記している。
さらに「紅葉川」という項目をたて、「立野の西に小溝あり。これをいうらむ」とあり、三郷町の本来の龍
田川が、ある時代から「紅葉川」といわれていた可能性も考えられる。ただし『大和名所図会』では、こ
の紅葉川を龍田川というのは誤りだとしている。

【２】龍田の地名の移行理由
次に、（２）いつから「龍田」の地名が斑鳩町に移ったのか。何故、三郷町から「龍田」の地名が消え

たのかについて考える。
まず斑鳩町に龍田の地名が発生した時期については、『嘉元記』（法隆寺僧による鎌倉期・南北朝
期の斑鳩の記録）延慶三（1310）年七月十七日条が、現・斑鳩町の、地名としての「龍田」の初見だとさ
れている。龍田の地名が斑鳩に生まれた時期は、おそくとも鎌倉時代のようだが、これは、現・斑鳩町龍
田の周辺が鎌倉時代に交通の要衝となり、龍田「市」ができる（1300年頃）と共に町が発展したことによ
ると考えられる。
この斑鳩の「龍田」の地名は、聖徳太子が勧請した「龍田比古龍田比女神社」の神社名から発生

したと思われる。
またそれと共に、神社の西方を流れる本来は平群川であった川が龍田川と呼ばれるようになったと考
えられる。ただし龍田山に関しては、新たに斑鳩に生まれた痕跡はない。
斑鳩には江戸時代初期に龍田藩が置かれ（１６５５年廃藩）、明治には龍田村、そして龍田町が生ま

れて現在に至っている。
一方、現・三郷町から、龍田の地名がなくなった理由に関しては、両「龍田」ともに大和と河内を結ぶ
街道沿いに存在したものの、市で栄えた現・斑鳩町の龍田の方がより高名になったことなどが考えられ
る。しかし、三郷町の龍田の地名消失時期は定かではない。

【３】龍田、立野とは
龍田、立野の「たつ」とは、春立つ、風が立つなどの立つと同じで、自然現象や作用が目立って現れる

こと、神が現れることであり（神立という地名もある）、龍田、立野は神が現れた田、野原という意味がある
と思われる。
ところで「野」と「田」の表現は、「野」の方がエリア的に広い地域を指すのではなかろうか。本来は「
立野の龍田」であったかもしれない。また龍田大社が創祀される頃に、何らかの伝承（『大和名所図
会』記載の龍田地名説話的なもの／註５）があって、立野に龍田の地名が生まれた可能性も考えられ、
そうであれば元 あ々った大きいエリアの地名が残ったということになる。

    

龍田ともみじ
古歌において何故に龍田と紅葉が結びついたのかについては、陰陽五行思想の方角と季節の関
係（東＝春、西＝秋、南＝夏、北＝冬）が影響しているようだ。平城京の時代、都の西に位置する龍田には
秋のイメージがあった（春の女神・佐保姫、秋の女神・龍田姫）。
また龍田の神は風神であり、陰陽五行で風は木気（方角は東南）とされるので「楓」が連想され、平
安中期から「楓」は「かえで」を意味することとなり、紅葉につながったのかもしれない。
現在の龍田川（斑鳩町）は紅葉の名所となっている。しかしこれは江戸時代以降のことである。
「竜田川の楓樹は寛政年間に並松の国学者藤門周斎の発意によって、川畔に楓を栽植したのには
じまる。古歌に詠まれた三室山は斑鳩の三室山だが、竜田川は大和川の本流のことで、紅葉は一般落
葉樹の落葉を賞美したものと考えられる」（保井芳太郎「昔の龍田川と今の龍田川とについて」『大和
王寺文化史論』所収）とある。ただし、三室山、龍田川の認識には誤りがある。

【４】検証の結論－三郷町に存在した「龍田」
これらのことから
●「龍田」の地名は本来、現・三郷町にあった（龍田山、龍田川も、本来の龍田の地に隣接して存在

したと考えるのが自然）。
●龍田山は、斑鳩には伝承がなく、間違いなく現・三郷町の山の名前であった（現在の御座峰か三
室山《三郷町》かは不明。また斑鳩町の三室山は龍田の神の神南備山ではなく、神岳神社の神南備
山）。
●聖徳太子によって法隆寺の鎮守社として勧請された龍田の神の鎮座と、鎌倉期の町の発展によ

って現・斑鳩町に「龍田」の地名が生まれ、平群川から龍田川への呼称変更が生じた。
●立野の地名が本来で、何らかの伝承で龍田の地名が立野に生まれた可能性がある（龍田の立
野ではなく、立野の龍田）。
●「龍田」の地名は現・斑鳩町に移ったが、「龍田川」は近世になっても本来は現・三郷町にあったと

いう記憶が色濃く残った。また本来の龍田川は、「紅葉川」と呼ばれるようになった可能性がある。

【５】今後の取り組み
龍田の地名の変化は、歴史の過程であって、いずれが「本家」というものではない。したがって、三郷・
斑鳩共通のテーマとして取り組む方がより効果のあるテーマだと思われる。
そのため、まず冒頭に示した手順②の
●「龍田シンポジウム」の開催（基調講演：奈良大学・上野誠氏／ディスカッション：龍田大社宮司、龍

田神社宮司、三郷町長、斑鳩町長、地元研究者、両町の観光・産業担当者）
●龍田古道観光ルートの設定（参加形の古代衣装行列／三郷⇒斑鳩）、ウォークラリーの定期的な
開催等を、両町にまたがる取り組みとして改めて検討していきたい。

【註】
（１）古歌の例
「龍田山　見つつ越え来（こ）し　桜花　散りか過ぎなむ　我が帰るとに」

　　　　　　　　　　　（大伴家持《718年頃～785》『万葉集』）
「風吹けば　沖つ白波　龍田山　夜半にや君が　ひとり越ゆらむ」（『伊勢物語』《平安中期》）
「千早ぶる　神代もきかず　龍田川　からくれなゐに　水くくるとは」（在原業平朝臣《825～880》『古今集』
「嵐吹く　三室の山の　もみぢ葉は　龍田の川の　錦なりけり」（能因法師《988～1050》『後拾遺和歌集』）

（３）「龍田風神祭祝詞」
「…吾が宮は朝日の日向ふ処、夕日の日隠る処の龍田の立野の小野に、吾が宮は定め奉りて、吾が前を称辞
竟へ奉らば、天下の公民の作りと作る物は、五穀を始めて、草の片葉に至るまで、成し幸へ奉らむと悟し奉りき
…」

（５）『大和名所図会』記載の、龍田地名説話
昔、この所に雷神落ちたが戻ることができず童子となり、農夫が養子とした。夏の初め、隣では雨が降

らなかったが、農夫の田には夕立が降り稲の収穫ができた。後の、この童子は小竜となって天に登って
行った。農夫の田を竜といい、やがて地名となった。

歴史・伝承文化を活かした地域の再生　－生駒郡三郷町の活性化のための歴史的考察　　　　　　　　　　　　　研究員・武智　功
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（２）古地図「嘉永増補改正・大和国細見図」
（1848年／原図は享保年間《1716～1735年》）

（４）『大和名所図会』（寛政３《1791》）



大和の竃学　
～竃の火から煮炊きする「コト」の本質を考える～

公益社団法人奈良まちづくりセンター　　　
羽原　あき子　　　

　　　

■はじめに
奈良町界隈を歩くたびに、古い家が取り壊されていく様を横目に通り過ぎてきた。在籍する奈良まちづくりセンタ

ーには、昭和５４年から調査研究されてきた、町並み保存やまちづくりに関する先人たちの資料が数多く並んでい
る。そのセンターが運営する奈良町の町家において、「竃でご飯を炊く」活動に従事した。実際に火をおこしてご
飯を炊く体験型のイベントは好評で、竈から立ち上る煙、パチパチと燃える火に人は集まり、ふっくらと炊き上がっ
た光る白飯をほおばりながら「竃で炊いたご飯は美味しい」と皆が口を揃えるのである。一方、竃に手を触れ、「う
ちの竈は黒いタイルやった」「煉瓦やった」「子どもの頃、よう火の番をした」などと口々に懐かしむ声を聴くうちに、
大昔だと思っていた竃が急に息を吹き返したかのように、自分の生活の中のものとして感じられた。懐かしいと語
る昭和２０年代に生れた世代には竃が日常に存在していたのである。ではその竃はいつ姿を消し、暮らしはどう
変遷したのだろうか、そんな疑問を抱き、県内に残る竃を手掛かりに調査することにした。本文は、奈良県に残る
竃の形態と、その活用のされ方、そして戦後の生活改善普及事業（竈の改善）から暮らしの変遷を調査し、煮炊
きする「コト」の本質を考察するものである。

第１章　竈のカタチ
１）奈良県に残る竃
竃とは、広辞苑（岩波書店）によると、「土・石・煉瓦・鉄またはコンクリ

ートなどで築き、その上に鍋・釜などをかけ、その下で火を焚き煮炊きす
るようにした設備」とある。同じ調理を目的とする火であっても、炉とは発
生が別物であって、三個の石あるいは三脚を使用する南方の地炉とは
違い、鍋や釜の大部分が火の中に包み込まれるような形をした竃は、主
として韓国および中国の出土品から見られる。近畿地方以西では竃、
東では炉とおおまかに分けられ、奈良県では「韓竈」と呼ばれる竃が忍
海村（※現在の葛城市）から出土している。現存している竈の多くは、
江戸時代以降の竃を修復しながら残ってきたもので、それらは、「土」で
できた素朴な竃、黒や黄、赤、白などの「漆喰」塗で仕上げた竃、また、
「赤煉瓦」や「タイル」を貼った機能的でデザイン性のある竃など多種
多様である。また、焚口の数や、設置場所、煙突の有無なども、その家
の家族構成や生業、時代ごとのライフスタイルに合わせて変化に富ん
でいる。
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２）奈良県内での新たな竃
①伝統的な土製竃を再現
奈良まちづくりセンターが運営する奈良町物語館にある竃は、平成１８年に、サントリー文化財団の助成を受

け、伝統的な工法で作られる「土製竃」を公開作業で製作したものである。これに従事した宇陀の左官職人宮
奥淳司氏に竈づくりの工程を聞いた。

奈良市／奈良町物語館の竃（土製竃、黒漆喰仕上げ） ※製作工程：約４ヶ月
まず、材料となる土は、宇陀の築２５０年の古民家の壁土を再利用したものである。（写真Ａ）妻壁の改修工事の際に、廃棄処分される予定だった
残土を、水でこねて土を再生させた。その土で日干し煉瓦を作り、それらを積んで、土で塗り固めながら竈を成形していく。（写真Ｂ）その際、鏝（こ
て）を使って土を塗り固める技術が必須である。続いて黒漆喰（原料：墨汁、和紙すさ、消石灰）を塗りつけ、やがて水分が引き、鏝が使えない硬さ
になると雲母の粉をてんかふのように表面にはたく。（写真Ｃ）こうして粉に集まった湿気を手で拭う作業を繰り返し、表面に磨きをかけて完成し
た。（写真Ｄ）

平成２５年１２月、２日間にかけて行った「奈良町かまどご飯体験」では、宮奥氏が竃を作る工程をスライドで紹
介した。計４１名（子ども２２名・大人１９名）が参加し、アンケートでは、薪等を燃料に竃でご飯を炊く、竃で炊いた
ご飯を食べるといった一連の体験や、竃を作る工程の話が興味深かったとの声があった。（奈良県 子どもと大人
でつくる地域のつながり事業 事例集より）
②竈づくりを実践
大和郡山市の若手農家、伊川めぐみ氏が企画した「畑でかまどづく

り（平成２５年）」に参加した。竈は物語館の竃づくりと同様、宮奥氏の
指導の下、親子連れなどの参加者全員で、完成させたものである。イ
ベントに参加した料理研究家の宮谷有希子氏は「竃は、自分が自然と
繋がってるような安心感をくれる。土と水だけで出来ているからかな。過
度に加工されたモノ（食や住宅）など、無機的なものばかり身の周りに
あるから。“火を操る”のが上達すること＝料理上手、竃から料理の概
念が変わる」と語り、彼女の言葉から煮炊きする「コト」について考える
機会となった。

大和郡山市／めぐみニコニコ農園の竈（土製竃）　※製作工程：約６ヶ月
畑の土を集め、切った稲わらと雨水で練り、発酵させる。（写真Ａ）発酵臭に馴れるまでは少し時間がかかる。その土で泥団子を作り、かまどを成形
していく。（写真Ｂ）鏝を使って上塗り、乾燥させたら完成。（写真Ｃ）火入れ式では米、酒、水を供えた。（写真Ｄ）

③竈の復活
「宇陀かまど」と呼ばれる卓上型の竈がある。伝統的な吉祥文様の松を象った独創的な焚き口デザインで、思
わず撫でてみたくなる丸みを帯びたフォルムを特徴とする。土を鏝で何層にも塗り重ねる古来からの土製竃の技
術を用いて作られており、製作にも日数がかかる。「宇陀かまど」のように近年、直火で炊いた美味しいご飯を望む
現代人のニーズに応えるべく、煙の出ない「固形燃料」を用いた卓上竈が全国の左官職人の間で作られるよう
になってきた。また、住まいの様式が変わり、土壁の需要が激減するなか、左官の技術を仕事の合間に培えるもの

として多様な卓上竃が生み出されている。
このように、奈良県には様 な々形態の竃が残り、また新しい竃も造られている。近年、
旧米谷家住宅（橿原市）をはじめ、旧田中家住宅（奈良市）、旧臼井家住宅（奈良県
立民俗博物館）、奈良町にぎわいの家（奈良市）など、竃を使った企画イベントも多く、煮
炊きする体験から何かを得たいというニーズが高まってきているのではないかと考える。

第２章　竈の変遷
竈の形態を、竃に関する社会的背景と並べて、図１に表した。昭和２０年代まで主流

であった竃が、ＧＨＱによる生活改善普及事業や自動式電気釜の登場、近代化の大き
なダイナミズムのなかで、徐 に々竃が消滅に向かったと考える。現代においては、卓上か
まどの登場や竃が新たに造られるなど、それぞれの価値観に合わせて米を炊く方法を
自由に選ぶことができる時代になってきた。

①尾張藩士の宇都宮三郎（1834～1902）が明治16年に「築竃論（ちくそうろん）」を著し、燃料が従来の2分の1になる「改良竈」の築造方法  
　を説いた。この「改良竈」は煉瓦によって築かれ、煙突を付け熱効率の向上と燃料消費の削減を図るものであった。
②煉瓦の生産量ピーク
③S2、内務省社会局が行った戦前の農家調査では、煙突なしのかまどが8割。
④黒タイル製竃「三和かまど」（昭和10年より製造販売）
⑤S23、ＧＨＱによる生活改善普及事業が行われ、「生活改善といえば竃の改善」といわれたほど、台所の改善が重要視された。
⑥S24、奈良県に３名の生活改良普及員が配属され、竈の改善がスタート。
⑦S27、斑鳩町の生活改善グループが「頼母子講」をつくり、月5,000円の掛け金で10万円の改良費貸付を行い、台所の改善に取り組む。
⑧S29、農業試験場にて、改良竈や能率的な台所器具の展示が行われた。
⑨S30、自動式電気釜を東芝が発売。
⑩S43に書かれた、生活改良普及事業の調査報告書には、天理市で「竈の数が3677戸」、宇陀市においては「炊飯器の普及率が54.7%」との
　記述があった。
引用：西山夘三「日本のすまい」勁草書房1975 　　「伸びゆく大和の農業」奈良県農林部農政課1978

奈良県では、どのように竃の改善が行われたのかを、元・奈良県生活改良普及員の武田れい子氏に協力を得
て、農家を訪ねた。山添村に住む農家、野村和子さん（Ｓ７生）宅にある竃は今も現役で、畑でとれた豆やイモをゆ
がいて味噌やこんにゃくを作っている。野村さんは「竃の方が便利や」という。ガスだと火を消すという動作が必要
だが、薪は調節していれておけば勝手に消えるので安心なのだそうだ。

また、ひと際大きい荒神竈には、ご主人が山で採取した馬酔木（アシビ）が常
に供えてある。早苗饗（サナブリ）の際には、田植えから帰ってきたあと、苗を荒
神竃にお供えするという。野村さんは、この日、慣れた手つきで松に火をつけ、火
の加減をしながら「おばあちゃんは、いっつも竈を磨いてピカピカにしとったな。ご
飯をよそる前には、竈の蓋に（竃の神様の）ご飯をお供えしてから皆の分をよそ
ったんや」と言って竃にまつわる思い出を火を見ながら語った。このような当た
り前の日常である生活文化を、竃を介して記録していくことは急務であると考え
る。

第３章　竈の改善による、暮らしと豊かさの変化
以上、第１章、第２章の事柄から、私たちの暮らしは生活改善でどう変わった

のかを、図２に表した。竈で煮炊きしていた女性たちは、薄暗く冷たい土間にあ
る竃の前で、立ったりしゃがんだりしていた。特に煙突がない竃は、火吹き竹で火を吹くと煙でむせ返る。すすが飛
んで眼病（トラコーマ）になり、不衛生で、悩む女性が多かったという。また、燃料の調達や、薪割り、家畜の餌の雑
穀を竈で煮炊きするという重労働もあったことから、生活改善は戦前から行われていた。戦争になると、燃料不足
が深刻だったことからも竈の改善は急がれ、戦後は技術の進歩により、明るく衛生的で機能的なシステムキッチン
へと移行した。
１）近代的な生活で得た、煮炊きする「モノ」の豊かさ
便利で快適な暮らしを得たことで、家事労働の負担は大幅に軽減され、女性が社会で活躍できる時代になっ

た。また、炊飯器やフライパン、電子レンジ、オーブンなど煮炊きする道具が増え、また、煮炊きする食材も多様化し、
食文化が発展するなど、近代化により、表立っては生活が豊かになったと考えられる。
２）原始的な生活にあった、煮炊きする「コト」の豊かさ
　一方、農家への聞き取り調査などから、不便で手間のかかる暮らしの中には、図２の①～⑪のように、煮炊き

する「コト」に対して豊かさを感じてい
たことがわかった。五感で感じる温もり
や語らい、人と自然が織りなす原始的
な営みに近い生活が豊かさを生み出
していた。さらに、その豊かな営みを失
うことの警告からか、「竃をさわっては
いけない」などの因習や迷信（焚口の
方位や季節など）により、竃の改善が
進まなかったという事実が生活改善の
記録に残されている。奈良県の、生活
改良普及員の森川春江さんの回顧
録にも、「嫁殺しの生活改善」とうたわ
れ、かまどが能率よく改善されたために
若嫁の休息の場がなくなったことなど
が記されている。

①ほっとする時間：竈の火のゆらぎや土間を通り抜ける風を感じ、厳しい農作業から離れて体を休め、ほっとする憩いの場
　　であった。
②大人数での食事と団らん：大人数の食事を煮炊きするのには竃が便利だった。
③近所同士の助け合い：手間がかかって大変だったからこそ、頼母子講と呼ばれる講を作って協力し合った。
④家族の役割：薪割りや、火の番、木っ端拾いなど家族それぞれの役割があった。
⑤循環する暮らし：「灰は畑のネウカの肥（こい）」（※ネウカ…結崎ネブカ）と言って畑へまき、土壌の肥やしとした。
⑥言葉：竈を「かまさん」「おくどさん」「へっついさん」などと呼んだ。
⑦祈り：竈の神様や火の神様に対して畏敬の念を持ち、供え物をした。
⑧感謝：五穀豊穣を祈って、竃にも苗を供えた。
⑨モノを大事にする：壊れたら修理することで、竃をつくる職人の技が受け継がれた。
⑩音やにおい：薪が燃える音や煙のにおいは、強く記憶に残る。
⑪自然を感じる：土や水、藁など自然素材の手触り感に自然を感じる。

３）静かに消えていった竃
今回、調査にご協力いただいた武田れい子氏が、「竃は静かに消えていったのね」と呟かれた。農家を訪ねて
歩くなかでの言葉である。以下、その理由と彼女の考察を記した。

「戦後は、竃より便利なガスコンロと電気炊飯器が受け入れられた時代であった。その背景には、国策であるエネルギー
革命がある。そして、人々の行動が安全で美味しく食べたいという「食べる側」よりも、「商品をつくる(儲ける)側」が重視されて
の技術の集積の結果、竃が静に消えたと考える。農業・生活改善普及事業は、当初は公衆衛生の向上や家事労働の軽減
化を近代化の指標としたので、竃の改善と電化製品の普及事項をその成果として把握しようとしていた。昭和４０年代半ばから
、農家生活を見てきた視点からいえる事は、次の３点である。①木炭や薪の入手が困難になっ
たから、それらを入手できる条件のあることが竃を維持できた。農山村では、森林産業では暮ら
しがなりたたない。里山は開墾して水田をつくり食糧増産が実利になった。②台所改善は、必
ずしも女性が主体的に決めたわけではない。財布の実権をもつていたのは戸主であった。③
大量生産大量消費(労働者が買える価格)のシステムが進み、電気と水道の普及とともにシ
ンクセットは女性を喜ばせた。最近、車窓から、煙抜けのある屋根の新築の家が私の目にとま
った。裏庭に薪が沢山保管されている。今回の竃研究に出会わなかったら、気にとめることもな
かった風景だっただろう。今、私の一日は、朝、具沢山の味噌汁ではじまる。材料は奈良の畑
で採れた野菜と農家が仕込んだ味噌を使い、自分で煮出した出し汁を使った味噌汁が「おい
しい」。この「おいしい」という食味の感性が、土器に食材をいれて煮炊きしていた土着の縄文
人から受け継いだものなのだろうか。そして、竃研究から見えてきたのは、自然の再生と人間の
再生とが根っこが1つであるということ。庶民の癒しの竃が、里山資源を生かした燃料で人間
再生の灯りになるのでは…エネルギーの転換と人類の発展につながればと思う」（武田れい
子氏 2016記）
竃で苦労した女性たちが求めた便利で快適な暮らし。その到達点が今の台所に

ある。しかし、便利さの代償として、大事なことを私たちは忘れてしまっているのでは
ないか。煮炊きする「コト」の本質は、原始的な営みの、火を扱う人のなかにある。つま
り、「火を制御すること」である。火起こしは容易ではなく、煮炊きする際の火の加減も
気温や薪の湿り気によって異なる。また、残り火を温灰でおおって火種を保つ「火留
め」の技も先人は守ってきた。柳田國男や住井すゑが残した言葉のなかにも、失われる生活文化への危惧の念
が記されている。煮炊きする「コト」の豊かさと、火を制御できなければ、たちまち塵埃と化してしまう危うさを孕んで
いた暮らしから、私たちは学ぶべきことが沢山あるのではないだろうか。
■おわりに
今回の調査で、奈良県には文化財に指定された建築物に残る竃だけでなく、農家や一般住宅にも竃が静か

に残っていること、また近年、再現された竃で町や村おこしが行われていること、そして竃が消えていった背景に、
近代化の流れとともに、国策として竃の改善があったことが判明した。今後は、実際に竃に従事している人たちに
焦点を絞り、その事例研究を進めるとともに、若い世代の人たちに火を扱い煮炊きすることの本質を体感してもら
いたい。また、今回の研究で得た学びを総じて「竃学」と呼ぶこととし、食文化、民俗学、歴史、建築、伝統技術、
環境、文学、女性史、信仰（荒神竃）などを多くの人と共有できるような「竃学café」(仮称)を開きたいと考えてい
る。
最後に、竃に従事する出発点となった公益社団法人奈良まちづくりセンターと、今回の研究で協力いただいた
宮奥淳司氏、武田れい子氏、取材に快く対応いただいた皆様、並びに研究所代表村内俊雄氏とアドバイザーの
先生方に心から感謝の意を表したい。

参考文献：西山夘三「日本のすまい」勁草書房1975　日本民俗建築学会編「図説 民俗建築大辞典」柏書房2001　朝日新聞学芸部「台所から戦後が見える」朝日新聞社
1995 「伸びゆく大和の農業」奈良県農林部農政課1978 市田（岩田）知子「生活改善普及事業の理念と展開」1995　農村生活総合研究センター「むらと人とくらし９」中央公
論事業出版1978　ネオテクノロジー「発明に見る日本の生活文化史 住まいシリーズ 第1巻 かまど」2014　柳田國男「火の昔」(1944)新編柳田國男集第十巻所収　筑摩書房
1979　住井すゑ「地球の一角から」人文書院1986　小菅桂子「にっぽん台所文化史」雄山閣出版1992宮本常一「女の民俗誌」岩波現代文庫2001　狩野敏次「ものと人間
の文化史　かまど」法政大学出版局2004　飯島吉晴「竃神と厠神」講談社2007　津山正幹「民家と日本人」慶友社2008 田中敏子「大和の味」改訂版　奈良新聞社、2001 
「旧井岡家住宅」川崎市立日本民家園2012

安堵町／中家住宅の竃（土竃、黒漆喰仕上げ）
※改修中（基礎は江戸時代のもの）

大和郡山市／葉本家住宅の竈
（土製竈、黒漆喰仕上げ）
※上部に輸入タイル、背面に
　舟板を使用

奈良市／一般住宅の竈
（土製竃、黄土を混ぜた漆喰仕上げ）

五條市／農悠舎王隠堂の竃
（黒タイル仕上げ）

十津川村／農家民宿の竈
（煉瓦製竃、茶タイル仕上げ）
※改修後は、黒漆喰仕上げ
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■はじめに
奈良町界隈を歩くたびに、古い家が取り壊されていく様を横目に通り過ぎてきた。在籍する奈良まちづくりセンタ

ーには、昭和５４年から調査研究されてきた、町並み保存やまちづくりに関する先人たちの資料が数多く並んでい
る。そのセンターが運営する奈良町の町家において、「竃でご飯を炊く」活動に従事した。実際に火をおこしてご
飯を炊く体験型のイベントは好評で、竈から立ち上る煙、パチパチと燃える火に人は集まり、ふっくらと炊き上がっ
た光る白飯をほおばりながら「竃で炊いたご飯は美味しい」と皆が口を揃えるのである。一方、竃に手を触れ、「う
ちの竈は黒いタイルやった」「煉瓦やった」「子どもの頃、よう火の番をした」などと口々に懐かしむ声を聴くうちに、
大昔だと思っていた竃が急に息を吹き返したかのように、自分の生活の中のものとして感じられた。懐かしいと語
る昭和２０年代に生れた世代には竃が日常に存在していたのである。ではその竃はいつ姿を消し、暮らしはどう
変遷したのだろうか、そんな疑問を抱き、県内に残る竃を手掛かりに調査することにした。本文は、奈良県に残る
竃の形態と、その活用のされ方、そして戦後の生活改善普及事業（竈の改善）から暮らしの変遷を調査し、煮炊
きする「コト」の本質を考察するものである。

第１章　竈のカタチ
１）奈良県に残る竃
竃とは、広辞苑（岩波書店）によると、「土・石・煉瓦・鉄またはコンクリ

ートなどで築き、その上に鍋・釜などをかけ、その下で火を焚き煮炊きす
るようにした設備」とある。同じ調理を目的とする火であっても、炉とは発
生が別物であって、三個の石あるいは三脚を使用する南方の地炉とは
違い、鍋や釜の大部分が火の中に包み込まれるような形をした竃は、主
として韓国および中国の出土品から見られる。近畿地方以西では竃、
東では炉とおおまかに分けられ、奈良県では「韓竈」と呼ばれる竃が忍
海村（※現在の葛城市）から出土している。現存している竈の多くは、
江戸時代以降の竃を修復しながら残ってきたもので、それらは、「土」で
できた素朴な竃、黒や黄、赤、白などの「漆喰」塗で仕上げた竃、また、
「赤煉瓦」や「タイル」を貼った機能的でデザイン性のある竃など多種
多様である。また、焚口の数や、設置場所、煙突の有無なども、その家
の家族構成や生業、時代ごとのライフスタイルに合わせて変化に富ん
でいる。

２）奈良県内での新たな竃
①伝統的な土製竃を再現
奈良まちづくりセンターが運営する奈良町物語館にある竃は、平成１８年に、サントリー文化財団の助成を受

け、伝統的な工法で作られる「土製竃」を公開作業で製作したものである。これに従事した宇陀の左官職人宮
奥淳司氏に竈づくりの工程を聞いた。

奈良市／奈良町物語館の竃（土製竃、黒漆喰仕上げ） ※製作工程：約４ヶ月
まず、材料となる土は、宇陀の築２５０年の古民家の壁土を再利用したものである。（写真Ａ）妻壁の改修工事の際に、廃棄処分される予定だった
残土を、水でこねて土を再生させた。その土で日干し煉瓦を作り、それらを積んで、土で塗り固めながら竈を成形していく。（写真Ｂ）その際、鏝（こ
て）を使って土を塗り固める技術が必須である。続いて黒漆喰（原料：墨汁、和紙すさ、消石灰）を塗りつけ、やがて水分が引き、鏝が使えない硬さ
になると雲母の粉をてんかふのように表面にはたく。（写真Ｃ）こうして粉に集まった湿気を手で拭う作業を繰り返し、表面に磨きをかけて完成し
た。（写真Ｄ）

平成２５年１２月、２日間にかけて行った「奈良町かまどご飯体験」では、宮奥氏が竃を作る工程をスライドで紹
介した。計４１名（子ども２２名・大人１９名）が参加し、アンケートでは、薪等を燃料に竃でご飯を炊く、竃で炊いた
ご飯を食べるといった一連の体験や、竃を作る工程の話が興味深かったとの声があった。（奈良県 子どもと大人
でつくる地域のつながり事業 事例集より）
②竈づくりを実践
大和郡山市の若手農家、伊川めぐみ氏が企画した「畑でかまどづく

り（平成２５年）」に参加した。竈は物語館の竃づくりと同様、宮奥氏の
指導の下、親子連れなどの参加者全員で、完成させたものである。イ
ベントに参加した料理研究家の宮谷有希子氏は「竃は、自分が自然と
繋がってるような安心感をくれる。土と水だけで出来ているからかな。過
度に加工されたモノ（食や住宅）など、無機的なものばかり身の周りに
あるから。“火を操る”のが上達すること＝料理上手、竃から料理の概
念が変わる」と語り、彼女の言葉から煮炊きする「コト」について考える
機会となった。

大和郡山市／めぐみニコニコ農園の竈（土製竃）　※製作工程：約６ヶ月
畑の土を集め、切った稲わらと雨水で練り、発酵させる。（写真Ａ）発酵臭に馴れるまでは少し時間がかかる。その土で泥団子を作り、かまどを成形
していく。（写真Ｂ）鏝を使って上塗り、乾燥させたら完成。（写真Ｃ）火入れ式では米、酒、水を供えた。（写真Ｄ）

③竈の復活
「宇陀かまど」と呼ばれる卓上型の竈がある。伝統的な吉祥文様の松を象った独創的な焚き口デザインで、思
わず撫でてみたくなる丸みを帯びたフォルムを特徴とする。土を鏝で何層にも塗り重ねる古来からの土製竃の技
術を用いて作られており、製作にも日数がかかる。「宇陀かまど」のように近年、直火で炊いた美味しいご飯を望む
現代人のニーズに応えるべく、煙の出ない「固形燃料」を用いた卓上竈が全国の左官職人の間で作られるよう
になってきた。また、住まいの様式が変わり、土壁の需要が激減するなか、左官の技術を仕事の合間に培えるもの
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として多様な卓上竃が生み出されている。
このように、奈良県には様 な々形態の竃が残り、また新しい竃も造られている。近年、
旧米谷家住宅（橿原市）をはじめ、旧田中家住宅（奈良市）、旧臼井家住宅（奈良県
立民俗博物館）、奈良町にぎわいの家（奈良市）など、竃を使った企画イベントも多く、煮
炊きする体験から何かを得たいというニーズが高まってきているのではないかと考える。

第２章　竈の変遷
竈の形態を、竃に関する社会的背景と並べて、図１に表した。昭和２０年代まで主流

であった竃が、ＧＨＱによる生活改善普及事業や自動式電気釜の登場、近代化の大き
なダイナミズムのなかで、徐々に竃が消滅に向かったと考える。現代においては、卓上か
まどの登場や竃が新たに造られるなど、それぞれの価値観に合わせて米を炊く方法を
自由に選ぶことができる時代になってきた。

①尾張藩士の宇都宮三郎（1834～1902）が明治16年に「築竃論（ちくそうろん）」を著し、燃料が従来の2分の1になる「改良竈」の築造方法  
　を説いた。この「改良竈」は煉瓦によって築かれ、煙突を付け熱効率の向上と燃料消費の削減を図るものであった。
②煉瓦の生産量ピーク
③S2、内務省社会局が行った戦前の農家調査では、煙突なしのかまどが8割。
④黒タイル製竃「三和かまど」（昭和10年より製造販売）
⑤S23、ＧＨＱによる生活改善普及事業が行われ、「生活改善といえば竃の改善」といわれたほど、台所の改善が重要視された。
⑥S24、奈良県に３名の生活改良普及員が配属され、竈の改善がスタート。
⑦S27、斑鳩町の生活改善グループが「頼母子講」をつくり、月5,000円の掛け金で10万円の改良費貸付を行い、台所の改善に取り組む。
⑧S29、農業試験場にて、改良竈や能率的な台所器具の展示が行われた。
⑨S30、自動式電気釜を東芝が発売。
⑩S43に書かれた、生活改良普及事業の調査報告書には、天理市で「竈の数が3677戸」、宇陀市においては「炊飯器の普及率が54.7%」との
　記述があった。
引用：西山夘三「日本のすまい」勁草書房1975 　　「伸びゆく大和の農業」奈良県農林部農政課1978

奈良県では、どのように竃の改善が行われたのかを、元・奈良県生活改良普及員の武田れい子氏に協力を得
て、農家を訪ねた。山添村に住む農家、野村和子さん（Ｓ７生）宅にある竃は今も現役で、畑でとれた豆やイモをゆ
がいて味噌やこんにゃくを作っている。野村さんは「竃の方が便利や」という。ガスだと火を消すという動作が必要
だが、薪は調節していれておけば勝手に消えるので安心なのだそうだ。

また、ひと際大きい荒神竈には、ご主人が山で採取した馬酔木（アシビ）が常
に供えてある。早苗饗（サナブリ）の際には、田植えから帰ってきたあと、苗を荒
神竃にお供えするという。野村さんは、この日、慣れた手つきで松に火をつけ、火
の加減をしながら「おばあちゃんは、いっつも竈を磨いてピカピカにしとったな。ご
飯をよそる前には、竈の蓋に（竃の神様の）ご飯をお供えしてから皆の分をよそ
ったんや」と言って竃にまつわる思い出を火を見ながら語った。このような当た
り前の日常である生活文化を、竃を介して記録していくことは急務であると考え
る。

第３章　竈の改善による、暮らしと豊かさの変化
以上、第１章、第２章の事柄から、私たちの暮らしは生活改善でどう変わった

のかを、図２に表した。竈で煮炊きしていた女性たちは、薄暗く冷たい土間にあ
る竃の前で、立ったりしゃがんだりしていた。特に煙突がない竃は、火吹き竹で火を吹くと煙でむせ返る。すすが飛
んで眼病（トラコーマ）になり、不衛生で、悩む女性が多かったという。また、燃料の調達や、薪割り、家畜の餌の雑
穀を竈で煮炊きするという重労働もあったことから、生活改善は戦前から行われていた。戦争になると、燃料不足
が深刻だったことからも竈の改善は急がれ、戦後は技術の進歩により、明るく衛生的で機能的なシステムキッチン
へと移行した。
１）近代的な生活で得た、煮炊きする「モノ」の豊かさ
便利で快適な暮らしを得たことで、家事労働の負担は大幅に軽減され、女性が社会で活躍できる時代になっ

た。また、炊飯器やフライパン、電子レンジ、オーブンなど煮炊きする道具が増え、また、煮炊きする食材も多様化し、
食文化が発展するなど、近代化により、表立っては生活が豊かになったと考えられる。
２）原始的な生活にあった、煮炊きする「コト」の豊かさ
　一方、農家への聞き取り調査などから、不便で手間のかかる暮らしの中には、図２の①～⑪のように、煮炊き

する「コト」に対して豊かさを感じてい
たことがわかった。五感で感じる温もり
や語らい、人と自然が織りなす原始的
な営みに近い生活が豊かさを生み出
していた。さらに、その豊かな営みを失
うことの警告からか、「竃をさわっては
いけない」などの因習や迷信（焚口の
方位や季節など）により、竃の改善が
進まなかったという事実が生活改善の
記録に残されている。奈良県の、生活
改良普及員の森川春江さんの回顧
録にも、「嫁殺しの生活改善」とうたわ
れ、かまどが能率よく改善されたために
若嫁の休息の場がなくなったことなど
が記されている。

①ほっとする時間：竈の火のゆらぎや土間を通り抜ける風を感じ、厳しい農作業から離れて体を休め、ほっとする憩いの場
　　であった。
②大人数での食事と団らん：大人数の食事を煮炊きするのには竃が便利だった。
③近所同士の助け合い：手間がかかって大変だったからこそ、頼母子講と呼ばれる講を作って協力し合った。
④家族の役割：薪割りや、火の番、木っ端拾いなど家族それぞれの役割があった。
⑤循環する暮らし：「灰は畑のネウカの肥（こい）」（※ネウカ…結崎ネブカ）と言って畑へまき、土壌の肥やしとした。
⑥言葉：竈を「かまさん」「おくどさん」「へっついさん」などと呼んだ。
⑦祈り：竈の神様や火の神様に対して畏敬の念を持ち、供え物をした。
⑧感謝：五穀豊穣を祈って、竃にも苗を供えた。
⑨モノを大事にする：壊れたら修理することで、竃をつくる職人の技が受け継がれた。
⑩音やにおい：薪が燃える音や煙のにおいは、強く記憶に残る。
⑪自然を感じる：土や水、藁など自然素材の手触り感に自然を感じる。

３）静かに消えていった竃
今回、調査にご協力いただいた武田れい子氏が、「竃は静かに消えていったのね」と呟かれた。農家を訪ねて
歩くなかでの言葉である。以下、その理由と彼女の考察を記した。

「戦後は、竃より便利なガスコンロと電気炊飯器が受け入れられた時代であった。その背景には、国策であるエネルギー
革命がある。そして、人々の行動が安全で美味しく食べたいという「食べる側」よりも、「商品をつくる(儲ける)側」が重視されて
の技術の集積の結果、竃が静に消えたと考える。農業・生活改善普及事業は、当初は公衆衛生の向上や家事労働の軽減
化を近代化の指標としたので、竃の改善と電化製品の普及事項をその成果として把握しようとしていた。昭和４０年代半ばから
、農家生活を見てきた視点からいえる事は、次の３点である。①木炭や薪の入手が困難になっ
たから、それらを入手できる条件のあることが竃を維持できた。農山村では、森林産業では暮ら
しがなりたたない。里山は開墾して水田をつくり食糧増産が実利になった。②台所改善は、必
ずしも女性が主体的に決めたわけではない。財布の実権をもつていたのは戸主であった。③
大量生産大量消費(労働者が買える価格)のシステムが進み、電気と水道の普及とともにシ
ンクセットは女性を喜ばせた。最近、車窓から、煙抜けのある屋根の新築の家が私の目にとま
った。裏庭に薪が沢山保管されている。今回の竃研究に出会わなかったら、気にとめることもな
かった風景だっただろう。今、私の一日は、朝、具沢山の味噌汁ではじまる。材料は奈良の畑
で採れた野菜と農家が仕込んだ味噌を使い、自分で煮出した出し汁を使った味噌汁が「おい
しい」。この「おいしい」という食味の感性が、土器に食材をいれて煮炊きしていた土着の縄文
人から受け継いだものなのだろうか。そして、竃研究から見えてきたのは、自然の再生と人間の
再生とが根っこが1つであるということ。庶民の癒しの竃が、里山資源を生かした燃料で人間
再生の灯りになるのでは…エネルギーの転換と人類の発展につながればと思う」（武田れい
子氏 2016記）
竃で苦労した女性たちが求めた便利で快適な暮らし。その到達点が今の台所に

ある。しかし、便利さの代償として、大事なことを私たちは忘れてしまっているのでは
ないか。煮炊きする「コト」の本質は、原始的な営みの、火を扱う人のなかにある。つま
り、「火を制御すること」である。火起こしは容易ではなく、煮炊きする際の火の加減も
気温や薪の湿り気によって異なる。また、残り火を温灰でおおって火種を保つ「火留
め」の技も先人は守ってきた。柳田國男や住井すゑが残した言葉のなかにも、失われる生活文化への危惧の念
が記されている。煮炊きする「コト」の豊かさと、火を制御できなければ、たちまち塵埃と化してしまう危うさを孕んで
いた暮らしから、私たちは学ぶべきことが沢山あるのではないだろうか。
■おわりに
今回の調査で、奈良県には文化財に指定された建築物に残る竃だけでなく、農家や一般住宅にも竃が静か

に残っていること、また近年、再現された竃で町や村おこしが行われていること、そして竃が消えていった背景に、
近代化の流れとともに、国策として竃の改善があったことが判明した。今後は、実際に竃に従事している人たちに
焦点を絞り、その事例研究を進めるとともに、若い世代の人たちに火を扱い煮炊きすることの本質を体感してもら
いたい。また、今回の研究で得た学びを総じて「竃学」と呼ぶこととし、食文化、民俗学、歴史、建築、伝統技術、
環境、文学、女性史、信仰（荒神竃）などを多くの人と共有できるような「竃学café」(仮称)を開きたいと考えてい
る。
最後に、竃に従事する出発点となった公益社団法人奈良まちづくりセンターと、今回の研究で協力いただいた
宮奥淳司氏、武田れい子氏、取材に快く対応いただいた皆様、並びに研究所代表村内俊雄氏とアドバイザーの
先生方に心から感謝の意を表したい。

参考文献：西山夘三「日本のすまい」勁草書房1975　日本民俗建築学会編「図説 民俗建築大辞典」柏書房2001　朝日新聞学芸部「台所から戦後が見える」朝日新聞社
1995 「伸びゆく大和の農業」奈良県農林部農政課1978 市田（岩田）知子「生活改善普及事業の理念と展開」1995　農村生活総合研究センター「むらと人とくらし９」中央公
論事業出版1978　ネオテクノロジー「発明に見る日本の生活文化史 住まいシリーズ 第1巻 かまど」2014　柳田國男「火の昔」(1944)新編柳田國男集第十巻所収　筑摩書房
1979　住井すゑ「地球の一角から」人文書院1986　小菅桂子「にっぽん台所文化史」雄山閣出版1992宮本常一「女の民俗誌」岩波現代文庫2001　狩野敏次「ものと人間
の文化史　かまど」法政大学出版局2004　飯島吉晴「竃神と厠神」講談社2007　津山正幹「民家と日本人」慶友社2008 田中敏子「大和の味」改訂版　奈良新聞社、2001 
「旧井岡家住宅」川崎市立日本民家園2012
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伊川めぐみ氏（左）　宮奥淳司氏（右）
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大和の竃学　
～竃の火から煮炊きする「コト」の本質を考える～

公益社団法人奈良まちづくりセンター　　　
羽原　あき子　　　

　　　

■はじめに
奈良町界隈を歩くたびに、古い家が取り壊されていく様を横目に通り過ぎてきた。在籍する奈良まちづくりセンタ

ーには、昭和５４年から調査研究されてきた、町並み保存やまちづくりに関する先人たちの資料が数多く並んでい
る。そのセンターが運営する奈良町の町家において、「竃でご飯を炊く」活動に従事した。実際に火をおこしてご
飯を炊く体験型のイベントは好評で、竈から立ち上る煙、パチパチと燃える火に人は集まり、ふっくらと炊き上がっ
た光る白飯をほおばりながら「竃で炊いたご飯は美味しい」と皆が口を揃えるのである。一方、竃に手を触れ、「う
ちの竈は黒いタイルやった」「煉瓦やった」「子どもの頃、よう火の番をした」などと口々に懐かしむ声を聴くうちに、
大昔だと思っていた竃が急に息を吹き返したかのように、自分の生活の中のものとして感じられた。懐かしいと語
る昭和２０年代に生れた世代には竃が日常に存在していたのである。ではその竃はいつ姿を消し、暮らしはどう
変遷したのだろうか、そんな疑問を抱き、県内に残る竃を手掛かりに調査することにした。本文は、奈良県に残る
竃の形態と、その活用のされ方、そして戦後の生活改善普及事業（竈の改善）から暮らしの変遷を調査し、煮炊
きする「コト」の本質を考察するものである。

第１章　竈のカタチ
１）奈良県に残る竃
竃とは、広辞苑（岩波書店）によると、「土・石・煉瓦・鉄またはコンクリ

ートなどで築き、その上に鍋・釜などをかけ、その下で火を焚き煮炊きす
るようにした設備」とある。同じ調理を目的とする火であっても、炉とは発
生が別物であって、三個の石あるいは三脚を使用する南方の地炉とは
違い、鍋や釜の大部分が火の中に包み込まれるような形をした竃は、主
として韓国および中国の出土品から見られる。近畿地方以西では竃、
東では炉とおおまかに分けられ、奈良県では「韓竈」と呼ばれる竃が忍
海村（※現在の葛城市）から出土している。現存している竈の多くは、
江戸時代以降の竃を修復しながら残ってきたもので、それらは、「土」で
できた素朴な竃、黒や黄、赤、白などの「漆喰」塗で仕上げた竃、また、
「赤煉瓦」や「タイル」を貼った機能的でデザイン性のある竃など多種
多様である。また、焚口の数や、設置場所、煙突の有無なども、その家
の家族構成や生業、時代ごとのライフスタイルに合わせて変化に富ん
でいる。

２）奈良県内での新たな竃
①伝統的な土製竃を再現
奈良まちづくりセンターが運営する奈良町物語館にある竃は、平成１８年に、サントリー文化財団の助成を受

け、伝統的な工法で作られる「土製竃」を公開作業で製作したものである。これに従事した宇陀の左官職人宮
奥淳司氏に竈づくりの工程を聞いた。

奈良市／奈良町物語館の竃（土製竃、黒漆喰仕上げ） ※製作工程：約４ヶ月
まず、材料となる土は、宇陀の築２５０年の古民家の壁土を再利用したものである。（写真Ａ）妻壁の改修工事の際に、廃棄処分される予定だった
残土を、水でこねて土を再生させた。その土で日干し煉瓦を作り、それらを積んで、土で塗り固めながら竈を成形していく。（写真Ｂ）その際、鏝（こ
て）を使って土を塗り固める技術が必須である。続いて黒漆喰（原料：墨汁、和紙すさ、消石灰）を塗りつけ、やがて水分が引き、鏝が使えない硬さ
になると雲母の粉をてんかふのように表面にはたく。（写真Ｃ）こうして粉に集まった湿気を手で拭う作業を繰り返し、表面に磨きをかけて完成し
た。（写真Ｄ）

平成２５年１２月、２日間にかけて行った「奈良町かまどご飯体験」では、宮奥氏が竃を作る工程をスライドで紹
介した。計４１名（子ども２２名・大人１９名）が参加し、アンケートでは、薪等を燃料に竃でご飯を炊く、竃で炊いた
ご飯を食べるといった一連の体験や、竃を作る工程の話が興味深かったとの声があった。（奈良県 子どもと大人
でつくる地域のつながり事業 事例集より）
②竈づくりを実践
大和郡山市の若手農家、伊川めぐみ氏が企画した「畑でかまどづく

り（平成２５年）」に参加した。竈は物語館の竃づくりと同様、宮奥氏の
指導の下、親子連れなどの参加者全員で、完成させたものである。イ
ベントに参加した料理研究家の宮谷有希子氏は「竃は、自分が自然と
繋がってるような安心感をくれる。土と水だけで出来ているからかな。過
度に加工されたモノ（食や住宅）など、無機的なものばかり身の周りに
あるから。“火を操る”のが上達すること＝料理上手、竃から料理の概
念が変わる」と語り、彼女の言葉から煮炊きする「コト」について考える
機会となった。

大和郡山市／めぐみニコニコ農園の竈（土製竃）　※製作工程：約６ヶ月
畑の土を集め、切った稲わらと雨水で練り、発酵させる。（写真Ａ）発酵臭に馴れるまでは少し時間がかかる。その土で泥団子を作り、かまどを成形
していく。（写真Ｂ）鏝を使って上塗り、乾燥させたら完成。（写真Ｃ）火入れ式では米、酒、水を供えた。（写真Ｄ）

③竈の復活
「宇陀かまど」と呼ばれる卓上型の竈がある。伝統的な吉祥文様の松を象った独創的な焚き口デザインで、思
わず撫でてみたくなる丸みを帯びたフォルムを特徴とする。土を鏝で何層にも塗り重ねる古来からの土製竃の技
術を用いて作られており、製作にも日数がかかる。「宇陀かまど」のように近年、直火で炊いた美味しいご飯を望む
現代人のニーズに応えるべく、煙の出ない「固形燃料」を用いた卓上竈が全国の左官職人の間で作られるよう
になってきた。また、住まいの様式が変わり、土壁の需要が激減するなか、左官の技術を仕事の合間に培えるもの

として多様な卓上竃が生み出されている。
このように、奈良県には様 な々形態の竃が残り、また新しい竃も造られている。近年、
旧米谷家住宅（橿原市）をはじめ、旧田中家住宅（奈良市）、旧臼井家住宅（奈良県
立民俗博物館）、奈良町にぎわいの家（奈良市）など、竃を使った企画イベントも多く、煮
炊きする体験から何かを得たいというニーズが高まってきているのではないかと考える。

第２章　竈の変遷
竈の形態を、竃に関する社会的背景と並べて、図１に表した。昭和２０年代まで主流

であった竃が、ＧＨＱによる生活改善普及事業や自動式電気釜の登場、近代化の大き
なダイナミズムのなかで、徐 に々竃が消滅に向かったと考える。現代においては、卓上か
まどの登場や竃が新たに造られるなど、それぞれの価値観に合わせて米を炊く方法を
自由に選ぶことができる時代になってきた。

①尾張藩士の宇都宮三郎（1834～1902）が明治16年に「築竃論（ちくそうろん）」を著し、燃料が従来の2分の1になる「改良竈」の築造方法  
　を説いた。この「改良竈」は煉瓦によって築かれ、煙突を付け熱効率の向上と燃料消費の削減を図るものであった。
②煉瓦の生産量ピーク
③S2、内務省社会局が行った戦前の農家調査では、煙突なしのかまどが8割。
④黒タイル製竃「三和かまど」（昭和10年より製造販売）
⑤S23、ＧＨＱによる生活改善普及事業が行われ、「生活改善といえば竃の改善」といわれたほど、台所の改善が重要視された。
⑥S24、奈良県に３名の生活改良普及員が配属され、竈の改善がスタート。
⑦S27、斑鳩町の生活改善グループが「頼母子講」をつくり、月5,000円の掛け金で10万円の改良費貸付を行い、台所の改善に取り組む。
⑧S29、農業試験場にて、改良竈や能率的な台所器具の展示が行われた。
⑨S30、自動式電気釜を東芝が発売。
⑩S43に書かれた、生活改良普及事業の調査報告書には、天理市で「竈の数が3677戸」、宇陀市においては「炊飯器の普及率が54.7%」との
　記述があった。
引用：西山夘三「日本のすまい」勁草書房1975 　　「伸びゆく大和の農業」奈良県農林部農政課1978

奈良県では、どのように竃の改善が行われたのかを、元・奈良県生活改良普及員の武田れい子氏に協力を得
て、農家を訪ねた。山添村に住む農家、野村和子さん（Ｓ７生）宅にある竃は今も現役で、畑でとれた豆やイモをゆ
がいて味噌やこんにゃくを作っている。野村さんは「竃の方が便利や」という。ガスだと火を消すという動作が必要
だが、薪は調節していれておけば勝手に消えるので安心なのだそうだ。
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また、ひと際大きい荒神竈には、ご主人が山で採取した馬酔木（アシビ）が常
に供えてある。早苗饗（サナブリ）の際には、田植えから帰ってきたあと、苗を荒
神竃にお供えするという。野村さんは、この日、慣れた手つきで松に火をつけ、火
の加減をしながら「おばあちゃんは、いっつも竈を磨いてピカピカにしとったな。ご
飯をよそる前には、竈の蓋に（竃の神様の）ご飯をお供えしてから皆の分をよそ
ったんや」と言って竃にまつわる思い出を火を見ながら語った。このような当た
り前の日常である生活文化を、竃を介して記録していくことは急務であると考え
る。

第３章　竈の改善による、暮らしと豊かさの変化
以上、第１章、第２章の事柄から、私たちの暮らしは生活改善でどう変わった

のかを、図２に表した。竈で煮炊きしていた女性たちは、薄暗く冷たい土間にあ
る竃の前で、立ったりしゃがんだりしていた。特に煙突がない竃は、火吹き竹で火を吹くと煙でむせ返る。すすが飛
んで眼病（トラコーマ）になり、不衛生で、悩む女性が多かったという。また、燃料の調達や、薪割り、家畜の餌の雑
穀を竈で煮炊きするという重労働もあったことから、生活改善は戦前から行われていた。戦争になると、燃料不足
が深刻だったことからも竈の改善は急がれ、戦後は技術の進歩により、明るく衛生的で機能的なシステムキッチン
へと移行した。
１）近代的な生活で得た、煮炊きする「モノ」の豊かさ
便利で快適な暮らしを得たことで、家事労働の負担は大幅に軽減され、女性が社会で活躍できる時代になっ

た。また、炊飯器やフライパン、電子レンジ、オーブンなど煮炊きする道具が増え、また、煮炊きする食材も多様化し、
食文化が発展するなど、近代化により、表立っては生活が豊かになったと考えられる。
２）原始的な生活にあった、煮炊きする「コト」の豊かさ
　一方、農家への聞き取り調査などから、不便で手間のかかる暮らしの中には、図２の①～⑪のように、煮炊き

する「コト」に対して豊かさを感じてい
たことがわかった。五感で感じる温もり
や語らい、人と自然が織りなす原始的
な営みに近い生活が豊かさを生み出
していた。さらに、その豊かな営みを失
うことの警告からか、「竃をさわっては
いけない」などの因習や迷信（焚口の
方位や季節など）により、竃の改善が
進まなかったという事実が生活改善の
記録に残されている。奈良県の、生活
改良普及員の森川春江さんの回顧
録にも、「嫁殺しの生活改善」とうたわ
れ、かまどが能率よく改善されたために
若嫁の休息の場がなくなったことなど
が記されている。

①ほっとする時間：竈の火のゆらぎや土間を通り抜ける風を感じ、厳しい農作業から離れて体を休め、ほっとする憩いの場
　　であった。
②大人数での食事と団らん：大人数の食事を煮炊きするのには竃が便利だった。
③近所同士の助け合い：手間がかかって大変だったからこそ、頼母子講と呼ばれる講を作って協力し合った。
④家族の役割：薪割りや、火の番、木っ端拾いなど家族それぞれの役割があった。
⑤循環する暮らし：「灰は畑のネウカの肥（こい）」（※ネウカ…結崎ネブカ）と言って畑へまき、土壌の肥やしとした。
⑥言葉：竈を「かまさん」「おくどさん」「へっついさん」などと呼んだ。
⑦祈り：竈の神様や火の神様に対して畏敬の念を持ち、供え物をした。
⑧感謝：五穀豊穣を祈って、竃にも苗を供えた。
⑨モノを大事にする：壊れたら修理することで、竃をつくる職人の技が受け継がれた。
⑩音やにおい：薪が燃える音や煙のにおいは、強く記憶に残る。
⑪自然を感じる：土や水、藁など自然素材の手触り感に自然を感じる。

３）静かに消えていった竃
今回、調査にご協力いただいた武田れい子氏が、「竃は静かに消えていったのね」と呟かれた。農家を訪ねて
歩くなかでの言葉である。以下、その理由と彼女の考察を記した。

「戦後は、竃より便利なガスコンロと電気炊飯器が受け入れられた時代であった。その背景には、国策であるエネルギー
革命がある。そして、人々の行動が安全で美味しく食べたいという「食べる側」よりも、「商品をつくる(儲ける)側」が重視されて
の技術の集積の結果、竃が静に消えたと考える。農業・生活改善普及事業は、当初は公衆衛生の向上や家事労働の軽減
化を近代化の指標としたので、竃の改善と電化製品の普及事項をその成果として把握しようとしていた。昭和４０年代半ばから
、農家生活を見てきた視点からいえる事は、次の３点である。①木炭や薪の入手が困難になっ
たから、それらを入手できる条件のあることが竃を維持できた。農山村では、森林産業では暮ら
しがなりたたない。里山は開墾して水田をつくり食糧増産が実利になった。②台所改善は、必
ずしも女性が主体的に決めたわけではない。財布の実権をもつていたのは戸主であった。③
大量生産大量消費(労働者が買える価格)のシステムが進み、電気と水道の普及とともにシ
ンクセットは女性を喜ばせた。最近、車窓から、煙抜けのある屋根の新築の家が私の目にとま
った。裏庭に薪が沢山保管されている。今回の竃研究に出会わなかったら、気にとめることもな
かった風景だっただろう。今、私の一日は、朝、具沢山の味噌汁ではじまる。材料は奈良の畑
で採れた野菜と農家が仕込んだ味噌を使い、自分で煮出した出し汁を使った味噌汁が「おい
しい」。この「おいしい」という食味の感性が、土器に食材をいれて煮炊きしていた土着の縄文
人から受け継いだものなのだろうか。そして、竃研究から見えてきたのは、自然の再生と人間の
再生とが根っこが1つであるということ。庶民の癒しの竃が、里山資源を生かした燃料で人間
再生の灯りになるのでは…エネルギーの転換と人類の発展につながればと思う」（武田れい
子氏 2016記）
竃で苦労した女性たちが求めた便利で快適な暮らし。その到達点が今の台所に

ある。しかし、便利さの代償として、大事なことを私たちは忘れてしまっているのでは
ないか。煮炊きする「コト」の本質は、原始的な営みの、火を扱う人のなかにある。つま
り、「火を制御すること」である。火起こしは容易ではなく、煮炊きする際の火の加減も
気温や薪の湿り気によって異なる。また、残り火を温灰でおおって火種を保つ「火留
め」の技も先人は守ってきた。柳田國男や住井すゑが残した言葉のなかにも、失われる生活文化への危惧の念
が記されている。煮炊きする「コト」の豊かさと、火を制御できなければ、たちまち塵埃と化してしまう危うさを孕んで
いた暮らしから、私たちは学ぶべきことが沢山あるのではないだろうか。
■おわりに
今回の調査で、奈良県には文化財に指定された建築物に残る竃だけでなく、農家や一般住宅にも竃が静か

に残っていること、また近年、再現された竃で町や村おこしが行われていること、そして竃が消えていった背景に、
近代化の流れとともに、国策として竃の改善があったことが判明した。今後は、実際に竃に従事している人たちに
焦点を絞り、その事例研究を進めるとともに、若い世代の人たちに火を扱い煮炊きすることの本質を体感してもら
いたい。また、今回の研究で得た学びを総じて「竃学」と呼ぶこととし、食文化、民俗学、歴史、建築、伝統技術、
環境、文学、女性史、信仰（荒神竃）などを多くの人と共有できるような「竃学café」(仮称)を開きたいと考えてい
る。
最後に、竃に従事する出発点となった公益社団法人奈良まちづくりセンターと、今回の研究で協力いただいた
宮奥淳司氏、武田れい子氏、取材に快く対応いただいた皆様、並びに研究所代表村内俊雄氏とアドバイザーの
先生方に心から感謝の意を表したい。

参考文献：西山夘三「日本のすまい」勁草書房1975　日本民俗建築学会編「図説 民俗建築大辞典」柏書房2001　朝日新聞学芸部「台所から戦後が見える」朝日新聞社
1995 「伸びゆく大和の農業」奈良県農林部農政課1978 市田（岩田）知子「生活改善普及事業の理念と展開」1995　農村生活総合研究センター「むらと人とくらし９」中央公
論事業出版1978　ネオテクノロジー「発明に見る日本の生活文化史 住まいシリーズ 第1巻 かまど」2014　柳田國男「火の昔」(1944)新編柳田國男集第十巻所収　筑摩書房
1979　住井すゑ「地球の一角から」人文書院1986　小菅桂子「にっぽん台所文化史」雄山閣出版1992宮本常一「女の民俗誌」岩波現代文庫2001　狩野敏次「ものと人間
の文化史　かまど」法政大学出版局2004　飯島吉晴「竃神と厠神」講談社2007　津山正幹「民家と日本人」慶友社2008 田中敏子「大和の味」改訂版　奈良新聞社、2001 
「旧井岡家住宅」川崎市立日本民家園2012
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宇陀かまど：
宮奥左官工業（宇陀市）
H27特許庁意匠登録 
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１９４５ １８８９１８６８ １９１０ １９２５

【現代】

・竃の新築、再現
（竃を使った町・村おこし）
・卓上竃の登場
・現役の竃
・古民家に静かに残る竃

②煉瓦生産量ピーク（Ｔ９）

③煙突なしのかまど８割（Ｓ２）

④三和かまど製造販売（Ｓ１０）
⑤ＧＨＱ生活改善普及事業
カマドの改善（Ｓ２３～Ｓ２９）

⑨自動式電気釜発売（Ｓ３０）

⑩炊飯器普及率５４．７％（宇陀市）
カマドの数３６７７戸（天理市）

（Ｓ４３農業改良普及計画書）

終
戦

江 戸 明 治 大 正 昭 和 平 成

⑧農業試験場で改良カマドの展示（Ｓ２９）

①「築竃論」発行（Ｍ１６）

【江戸時代】

・土製竃や黒漆喰仕上げの竃
・土間の中央に設置
・丸みを帯びた形（勾玉型と呼ぶことも）
・左官職人や竃職人が仕上げたか
・持ち運びができる移動式竃
・荒神竃
・煙突なし（煙の殺虫効果）

⑥奈良県に普及員配属（Ｓ２４）

⑦頼母子講による台所改善（Ｓ２７）

【明治～大正～昭和】

・煉瓦製竃やタイル仕上げの竃
・黒や白、装飾されたタイルなど機能的でデザイン性のある竃
・土間の消滅、壁面に設置
・直線的な形
・工業製品化され、特許の取得も
・燃料不足からもみ殻を用いた「ぬかくど」の発明
・煙突付き

図１　竃の形態と、社会的背景の変遷



大和の竃学　
～竃の火から煮炊きする「コト」の本質を考える～

公益社団法人奈良まちづくりセンター　　　
羽原　あき子　　　

　　　

■はじめに
奈良町界隈を歩くたびに、古い家が取り壊されていく様を横目に通り過ぎてきた。在籍する奈良まちづくりセンタ

ーには、昭和５４年から調査研究されてきた、町並み保存やまちづくりに関する先人たちの資料が数多く並んでい
る。そのセンターが運営する奈良町の町家において、「竃でご飯を炊く」活動に従事した。実際に火をおこしてご
飯を炊く体験型のイベントは好評で、竈から立ち上る煙、パチパチと燃える火に人は集まり、ふっくらと炊き上がっ
た光る白飯をほおばりながら「竃で炊いたご飯は美味しい」と皆が口を揃えるのである。一方、竃に手を触れ、「う
ちの竈は黒いタイルやった」「煉瓦やった」「子どもの頃、よう火の番をした」などと口々に懐かしむ声を聴くうちに、
大昔だと思っていた竃が急に息を吹き返したかのように、自分の生活の中のものとして感じられた。懐かしいと語
る昭和２０年代に生れた世代には竃が日常に存在していたのである。ではその竃はいつ姿を消し、暮らしはどう
変遷したのだろうか、そんな疑問を抱き、県内に残る竃を手掛かりに調査することにした。本文は、奈良県に残る
竃の形態と、その活用のされ方、そして戦後の生活改善普及事業（竈の改善）から暮らしの変遷を調査し、煮炊
きする「コト」の本質を考察するものである。

第１章　竈のカタチ
１）奈良県に残る竃
竃とは、広辞苑（岩波書店）によると、「土・石・煉瓦・鉄またはコンクリ

ートなどで築き、その上に鍋・釜などをかけ、その下で火を焚き煮炊きす
るようにした設備」とある。同じ調理を目的とする火であっても、炉とは発
生が別物であって、三個の石あるいは三脚を使用する南方の地炉とは
違い、鍋や釜の大部分が火の中に包み込まれるような形をした竃は、主
として韓国および中国の出土品から見られる。近畿地方以西では竃、
東では炉とおおまかに分けられ、奈良県では「韓竈」と呼ばれる竃が忍
海村（※現在の葛城市）から出土している。現存している竈の多くは、
江戸時代以降の竃を修復しながら残ってきたもので、それらは、「土」で
できた素朴な竃、黒や黄、赤、白などの「漆喰」塗で仕上げた竃、また、
「赤煉瓦」や「タイル」を貼った機能的でデザイン性のある竃など多種
多様である。また、焚口の数や、設置場所、煙突の有無なども、その家
の家族構成や生業、時代ごとのライフスタイルに合わせて変化に富ん
でいる。

２）奈良県内での新たな竃
①伝統的な土製竃を再現
奈良まちづくりセンターが運営する奈良町物語館にある竃は、平成１８年に、サントリー文化財団の助成を受

け、伝統的な工法で作られる「土製竃」を公開作業で製作したものである。これに従事した宇陀の左官職人宮
奥淳司氏に竈づくりの工程を聞いた。

奈良市／奈良町物語館の竃（土製竃、黒漆喰仕上げ） ※製作工程：約４ヶ月
まず、材料となる土は、宇陀の築２５０年の古民家の壁土を再利用したものである。（写真Ａ）妻壁の改修工事の際に、廃棄処分される予定だった
残土を、水でこねて土を再生させた。その土で日干し煉瓦を作り、それらを積んで、土で塗り固めながら竈を成形していく。（写真Ｂ）その際、鏝（こ
て）を使って土を塗り固める技術が必須である。続いて黒漆喰（原料：墨汁、和紙すさ、消石灰）を塗りつけ、やがて水分が引き、鏝が使えない硬さ
になると雲母の粉をてんかふのように表面にはたく。（写真Ｃ）こうして粉に集まった湿気を手で拭う作業を繰り返し、表面に磨きをかけて完成し
た。（写真Ｄ）

平成２５年１２月、２日間にかけて行った「奈良町かまどご飯体験」では、宮奥氏が竃を作る工程をスライドで紹
介した。計４１名（子ども２２名・大人１９名）が参加し、アンケートでは、薪等を燃料に竃でご飯を炊く、竃で炊いた
ご飯を食べるといった一連の体験や、竃を作る工程の話が興味深かったとの声があった。（奈良県 子どもと大人
でつくる地域のつながり事業 事例集より）
②竈づくりを実践
大和郡山市の若手農家、伊川めぐみ氏が企画した「畑でかまどづく

り（平成２５年）」に参加した。竈は物語館の竃づくりと同様、宮奥氏の
指導の下、親子連れなどの参加者全員で、完成させたものである。イ
ベントに参加した料理研究家の宮谷有希子氏は「竃は、自分が自然と
繋がってるような安心感をくれる。土と水だけで出来ているからかな。過
度に加工されたモノ（食や住宅）など、無機的なものばかり身の周りに
あるから。“火を操る”のが上達すること＝料理上手、竃から料理の概
念が変わる」と語り、彼女の言葉から煮炊きする「コト」について考える
機会となった。

大和郡山市／めぐみニコニコ農園の竈（土製竃）　※製作工程：約６ヶ月
畑の土を集め、切った稲わらと雨水で練り、発酵させる。（写真Ａ）発酵臭に馴れるまでは少し時間がかかる。その土で泥団子を作り、かまどを成形
していく。（写真Ｂ）鏝を使って上塗り、乾燥させたら完成。（写真Ｃ）火入れ式では米、酒、水を供えた。（写真Ｄ）

③竈の復活
「宇陀かまど」と呼ばれる卓上型の竈がある。伝統的な吉祥文様の松を象った独創的な焚き口デザインで、思
わず撫でてみたくなる丸みを帯びたフォルムを特徴とする。土を鏝で何層にも塗り重ねる古来からの土製竃の技
術を用いて作られており、製作にも日数がかかる。「宇陀かまど」のように近年、直火で炊いた美味しいご飯を望む
現代人のニーズに応えるべく、煙の出ない「固形燃料」を用いた卓上竈が全国の左官職人の間で作られるよう
になってきた。また、住まいの様式が変わり、土壁の需要が激減するなか、左官の技術を仕事の合間に培えるもの

として多様な卓上竃が生み出されている。
このように、奈良県には様 な々形態の竃が残り、また新しい竃も造られている。近年、
旧米谷家住宅（橿原市）をはじめ、旧田中家住宅（奈良市）、旧臼井家住宅（奈良県
立民俗博物館）、奈良町にぎわいの家（奈良市）など、竃を使った企画イベントも多く、煮
炊きする体験から何かを得たいというニーズが高まってきているのではないかと考える。

第２章　竈の変遷
竈の形態を、竃に関する社会的背景と並べて、図１に表した。昭和２０年代まで主流

であった竃が、ＧＨＱによる生活改善普及事業や自動式電気釜の登場、近代化の大き
なダイナミズムのなかで、徐々に竃が消滅に向かったと考える。現代においては、卓上か
まどの登場や竃が新たに造られるなど、それぞれの価値観に合わせて米を炊く方法を
自由に選ぶことができる時代になってきた。

①尾張藩士の宇都宮三郎（1834～1902）が明治16年に「築竃論（ちくそうろん）」を著し、燃料が従来の2分の1になる「改良竈」の築造方法  
　を説いた。この「改良竈」は煉瓦によって築かれ、煙突を付け熱効率の向上と燃料消費の削減を図るものであった。
②煉瓦の生産量ピーク
③S2、内務省社会局が行った戦前の農家調査では、煙突なしのかまどが8割。
④黒タイル製竃「三和かまど」（昭和10年より製造販売）
⑤S23、ＧＨＱによる生活改善普及事業が行われ、「生活改善といえば竃の改善」といわれたほど、台所の改善が重要視された。
⑥S24、奈良県に３名の生活改良普及員が配属され、竈の改善がスタート。
⑦S27、斑鳩町の生活改善グループが「頼母子講」をつくり、月5,000円の掛け金で10万円の改良費貸付を行い、台所の改善に取り組む。
⑧S29、農業試験場にて、改良竈や能率的な台所器具の展示が行われた。
⑨S30、自動式電気釜を東芝が発売。
⑩S43に書かれた、生活改良普及事業の調査報告書には、天理市で「竈の数が3677戸」、宇陀市においては「炊飯器の普及率が54.7%」との
　記述があった。
引用：西山夘三「日本のすまい」勁草書房1975 　　「伸びゆく大和の農業」奈良県農林部農政課1978

奈良県では、どのように竃の改善が行われたのかを、元・奈良県生活改良普及員の武田れい子氏に協力を得
て、農家を訪ねた。山添村に住む農家、野村和子さん（Ｓ７生）宅にある竃は今も現役で、畑でとれた豆やイモをゆ
がいて味噌やこんにゃくを作っている。野村さんは「竃の方が便利や」という。ガスだと火を消すという動作が必要
だが、薪は調節していれておけば勝手に消えるので安心なのだそうだ。

また、ひと際大きい荒神竈には、ご主人が山で採取した馬酔木（アシビ）が常
に供えてある。早苗饗（サナブリ）の際には、田植えから帰ってきたあと、苗を荒
神竃にお供えするという。野村さんは、この日、慣れた手つきで松に火をつけ、火
の加減をしながら「おばあちゃんは、いっつも竈を磨いてピカピカにしとったな。ご
飯をよそる前には、竈の蓋に（竃の神様の）ご飯をお供えしてから皆の分をよそ
ったんや」と言って竃にまつわる思い出を火を見ながら語った。このような当た
り前の日常である生活文化を、竃を介して記録していくことは急務であると考え
る。

第３章　竈の改善による、暮らしと豊かさの変化
以上、第１章、第２章の事柄から、私たちの暮らしは生活改善でどう変わった

のかを、図２に表した。竈で煮炊きしていた女性たちは、薄暗く冷たい土間にあ
る竃の前で、立ったりしゃがんだりしていた。特に煙突がない竃は、火吹き竹で火を吹くと煙でむせ返る。すすが飛
んで眼病（トラコーマ）になり、不衛生で、悩む女性が多かったという。また、燃料の調達や、薪割り、家畜の餌の雑
穀を竈で煮炊きするという重労働もあったことから、生活改善は戦前から行われていた。戦争になると、燃料不足
が深刻だったことからも竈の改善は急がれ、戦後は技術の進歩により、明るく衛生的で機能的なシステムキッチン
へと移行した。
１）近代的な生活で得た、煮炊きする「モノ」の豊かさ
便利で快適な暮らしを得たことで、家事労働の負担は大幅に軽減され、女性が社会で活躍できる時代になっ

た。また、炊飯器やフライパン、電子レンジ、オーブンなど煮炊きする道具が増え、また、煮炊きする食材も多様化し、
食文化が発展するなど、近代化により、表立っては生活が豊かになったと考えられる。
２）原始的な生活にあった、煮炊きする「コト」の豊かさ
　一方、農家への聞き取り調査などから、不便で手間のかかる暮らしの中には、図２の①～⑪のように、煮炊き

する「コト」に対して豊かさを感じてい
たことがわかった。五感で感じる温もり
や語らい、人と自然が織りなす原始的
な営みに近い生活が豊かさを生み出
していた。さらに、その豊かな営みを失
うことの警告からか、「竃をさわっては
いけない」などの因習や迷信（焚口の
方位や季節など）により、竃の改善が
進まなかったという事実が生活改善の
記録に残されている。奈良県の、生活
改良普及員の森川春江さんの回顧
録にも、「嫁殺しの生活改善」とうたわ
れ、かまどが能率よく改善されたために
若嫁の休息の場がなくなったことなど
が記されている。

①ほっとする時間：竈の火のゆらぎや土間を通り抜ける風を感じ、厳しい農作業から離れて体を休め、ほっとする憩いの場
　　であった。
②大人数での食事と団らん：大人数の食事を煮炊きするのには竃が便利だった。
③近所同士の助け合い：手間がかかって大変だったからこそ、頼母子講と呼ばれる講を作って協力し合った。
④家族の役割：薪割りや、火の番、木っ端拾いなど家族それぞれの役割があった。
⑤循環する暮らし：「灰は畑のネウカの肥（こい）」（※ネウカ…結崎ネブカ）と言って畑へまき、土壌の肥やしとした。
⑥言葉：竈を「かまさん」「おくどさん」「へっついさん」などと呼んだ。
⑦祈り：竈の神様や火の神様に対して畏敬の念を持ち、供え物をした。
⑧感謝：五穀豊穣を祈って、竃にも苗を供えた。
⑨モノを大事にする：壊れたら修理することで、竃をつくる職人の技が受け継がれた。
⑩音やにおい：薪が燃える音や煙のにおいは、強く記憶に残る。
⑪自然を感じる：土や水、藁など自然素材の手触り感に自然を感じる。
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３）静かに消えていった竃
今回、調査にご協力いただいた武田れい子氏が、「竃は静かに消えていったのね」と呟かれた。農家を訪ねて
歩くなかでの言葉である。以下、その理由と彼女の考察を記した。

「戦後は、竃より便利なガスコンロと電気炊飯器が受け入れられた時代であった。その背景には、国策であるエネルギー
革命がある。そして、人々の行動が安全で美味しく食べたいという「食べる側」よりも、「商品をつくる(儲ける)側」が重視されて
の技術の集積の結果、竃が静に消えたと考える。農業・生活改善普及事業は、当初は公衆衛生の向上や家事労働の軽減
化を近代化の指標としたので、竃の改善と電化製品の普及事項をその成果として把握しようとしていた。昭和４０年代半ばから
、農家生活を見てきた視点からいえる事は、次の３点である。①木炭や薪の入手が困難になっ
たから、それらを入手できる条件のあることが竃を維持できた。農山村では、森林産業では暮ら
しがなりたたない。里山は開墾して水田をつくり食糧増産が実利になった。②台所改善は、必
ずしも女性が主体的に決めたわけではない。財布の実権をもつていたのは戸主であった。③
大量生産大量消費(労働者が買える価格)のシステムが進み、電気と水道の普及とともにシ
ンクセットは女性を喜ばせた。最近、車窓から、煙抜けのある屋根の新築の家が私の目にとま
った。裏庭に薪が沢山保管されている。今回の竃研究に出会わなかったら、気にとめることもな
かった風景だっただろう。今、私の一日は、朝、具沢山の味噌汁ではじまる。材料は奈良の畑
で採れた野菜と農家が仕込んだ味噌を使い、自分で煮出した出し汁を使った味噌汁が「おい
しい」。この「おいしい」という食味の感性が、土器に食材をいれて煮炊きしていた土着の縄文
人から受け継いだものなのだろうか。そして、竃研究から見えてきたのは、自然の再生と人間の
再生とが根っこが1つであるということ。庶民の癒しの竃が、里山資源を生かした燃料で人間
再生の灯りになるのでは…エネルギーの転換と人類の発展につながればと思う」（武田れい
子氏 2016記）
竃で苦労した女性たちが求めた便利で快適な暮らし。その到達点が今の台所に

ある。しかし、便利さの代償として、大事なことを私たちは忘れてしまっているのでは
ないか。煮炊きする「コト」の本質は、原始的な営みの、火を扱う人のなかにある。つま
り、「火を制御すること」である。火起こしは容易ではなく、煮炊きする際の火の加減も
気温や薪の湿り気によって異なる。また、残り火を温灰でおおって火種を保つ「火留
め」の技も先人は守ってきた。柳田國男や住井すゑが残した言葉のなかにも、失われる生活文化への危惧の念
が記されている。煮炊きする「コト」の豊かさと、火を制御できなければ、たちまち塵埃と化してしまう危うさを孕んで
いた暮らしから、私たちは学ぶべきことが沢山あるのではないだろうか。
■おわりに
今回の調査で、奈良県には文化財に指定された建築物に残る竃だけでなく、農家や一般住宅にも竃が静か

に残っていること、また近年、再現された竃で町や村おこしが行われていること、そして竃が消えていった背景に、
近代化の流れとともに、国策として竃の改善があったことが判明した。今後は、実際に竃に従事している人たちに
焦点を絞り、その事例研究を進めるとともに、若い世代の人たちに火を扱い煮炊きすることの本質を体感してもら
いたい。また、今回の研究で得た学びを総じて「竃学」と呼ぶこととし、食文化、民俗学、歴史、建築、伝統技術、
環境、文学、女性史、信仰（荒神竃）などを多くの人と共有できるような「竃学café」(仮称)を開きたいと考えてい
る。
最後に、竃に従事する出発点となった公益社団法人奈良まちづくりセンターと、今回の研究で協力いただいた
宮奥淳司氏、武田れい子氏、取材に快く対応いただいた皆様、並びに研究所代表村内俊雄氏とアドバイザーの
先生方に心から感謝の意を表したい。

参考文献：西山夘三「日本のすまい」勁草書房1975　日本民俗建築学会編「図説 民俗建築大辞典」柏書房2001　朝日新聞学芸部「台所から戦後が見える」朝日新聞社
1995 「伸びゆく大和の農業」奈良県農林部農政課1978 市田（岩田）知子「生活改善普及事業の理念と展開」1995　農村生活総合研究センター「むらと人とくらし９」中央公
論事業出版1978　ネオテクノロジー「発明に見る日本の生活文化史 住まいシリーズ 第1巻 かまど」2014　柳田國男「火の昔」(1944)新編柳田國男集第十巻所収　筑摩書房
1979　住井すゑ「地球の一角から」人文書院1986　小菅桂子「にっぽん台所文化史」雄山閣出版1992宮本常一「女の民俗誌」岩波現代文庫2001　狩野敏次「ものと人間
の文化史　かまど」法政大学出版局2004　飯島吉晴「竃神と厠神」講談社2007　津山正幹「民家と日本人」慶友社2008 田中敏子「大和の味」改訂版　奈良新聞社、2001 
「旧井岡家住宅」川崎市立日本民家園2012
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山添村　野村家の竈
（煉瓦竈・荒神竈は黒漆喰仕上げ）
※煉瓦の部分は改良されており、
 「前のかまさんは、お月さんみたい
 に曲がった土の竈で、煙が凄かった」
 という野村さん

図２　竃の改善による、暮らしと豊かさの変化

竃（台所）の改善不便で手間のかかる暮らし 便利で快適な暮らし
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■はじめに
奈良町界隈を歩くたびに、古い家が取り壊されていく様を横目に通り過ぎてきた。在籍する奈良まちづくりセンタ

ーには、昭和５４年から調査研究されてきた、町並み保存やまちづくりに関する先人たちの資料が数多く並んでい
る。そのセンターが運営する奈良町の町家において、「竃でご飯を炊く」活動に従事した。実際に火をおこしてご
飯を炊く体験型のイベントは好評で、竈から立ち上る煙、パチパチと燃える火に人は集まり、ふっくらと炊き上がっ
た光る白飯をほおばりながら「竃で炊いたご飯は美味しい」と皆が口を揃えるのである。一方、竃に手を触れ、「う
ちの竈は黒いタイルやった」「煉瓦やった」「子どもの頃、よう火の番をした」などと口々に懐かしむ声を聴くうちに、
大昔だと思っていた竃が急に息を吹き返したかのように、自分の生活の中のものとして感じられた。懐かしいと語
る昭和２０年代に生れた世代には竃が日常に存在していたのである。ではその竃はいつ姿を消し、暮らしはどう
変遷したのだろうか、そんな疑問を抱き、県内に残る竃を手掛かりに調査することにした。本文は、奈良県に残る
竃の形態と、その活用のされ方、そして戦後の生活改善普及事業（竈の改善）から暮らしの変遷を調査し、煮炊
きする「コト」の本質を考察するものである。

第１章　竈のカタチ
１）奈良県に残る竃
竃とは、広辞苑（岩波書店）によると、「土・石・煉瓦・鉄またはコンクリ

ートなどで築き、その上に鍋・釜などをかけ、その下で火を焚き煮炊きす
るようにした設備」とある。同じ調理を目的とする火であっても、炉とは発
生が別物であって、三個の石あるいは三脚を使用する南方の地炉とは
違い、鍋や釜の大部分が火の中に包み込まれるような形をした竃は、主
として韓国および中国の出土品から見られる。近畿地方以西では竃、
東では炉とおおまかに分けられ、奈良県では「韓竈」と呼ばれる竃が忍
海村（※現在の葛城市）から出土している。現存している竈の多くは、
江戸時代以降の竃を修復しながら残ってきたもので、それらは、「土」で
できた素朴な竃、黒や黄、赤、白などの「漆喰」塗で仕上げた竃、また、
「赤煉瓦」や「タイル」を貼った機能的でデザイン性のある竃など多種
多様である。また、焚口の数や、設置場所、煙突の有無なども、その家
の家族構成や生業、時代ごとのライフスタイルに合わせて変化に富ん
でいる。

２）奈良県内での新たな竃
①伝統的な土製竃を再現
奈良まちづくりセンターが運営する奈良町物語館にある竃は、平成１８年に、サントリー文化財団の助成を受

け、伝統的な工法で作られる「土製竃」を公開作業で製作したものである。これに従事した宇陀の左官職人宮
奥淳司氏に竈づくりの工程を聞いた。

奈良市／奈良町物語館の竃（土製竃、黒漆喰仕上げ） ※製作工程：約４ヶ月
まず、材料となる土は、宇陀の築２５０年の古民家の壁土を再利用したものである。（写真Ａ）妻壁の改修工事の際に、廃棄処分される予定だった
残土を、水でこねて土を再生させた。その土で日干し煉瓦を作り、それらを積んで、土で塗り固めながら竈を成形していく。（写真Ｂ）その際、鏝（こ
て）を使って土を塗り固める技術が必須である。続いて黒漆喰（原料：墨汁、和紙すさ、消石灰）を塗りつけ、やがて水分が引き、鏝が使えない硬さ
になると雲母の粉をてんかふのように表面にはたく。（写真Ｃ）こうして粉に集まった湿気を手で拭う作業を繰り返し、表面に磨きをかけて完成し
た。（写真Ｄ）

平成２５年１２月、２日間にかけて行った「奈良町かまどご飯体験」では、宮奥氏が竃を作る工程をスライドで紹
介した。計４１名（子ども２２名・大人１９名）が参加し、アンケートでは、薪等を燃料に竃でご飯を炊く、竃で炊いた
ご飯を食べるといった一連の体験や、竃を作る工程の話が興味深かったとの声があった。（奈良県 子どもと大人
でつくる地域のつながり事業 事例集より）
②竈づくりを実践
大和郡山市の若手農家、伊川めぐみ氏が企画した「畑でかまどづく

り（平成２５年）」に参加した。竈は物語館の竃づくりと同様、宮奥氏の
指導の下、親子連れなどの参加者全員で、完成させたものである。イ
ベントに参加した料理研究家の宮谷有希子氏は「竃は、自分が自然と
繋がってるような安心感をくれる。土と水だけで出来ているからかな。過
度に加工されたモノ（食や住宅）など、無機的なものばかり身の周りに
あるから。“火を操る”のが上達すること＝料理上手、竃から料理の概
念が変わる」と語り、彼女の言葉から煮炊きする「コト」について考える
機会となった。

大和郡山市／めぐみニコニコ農園の竈（土製竃）　※製作工程：約６ヶ月
畑の土を集め、切った稲わらと雨水で練り、発酵させる。（写真Ａ）発酵臭に馴れるまでは少し時間がかかる。その土で泥団子を作り、かまどを成形
していく。（写真Ｂ）鏝を使って上塗り、乾燥させたら完成。（写真Ｃ）火入れ式では米、酒、水を供えた。（写真Ｄ）

③竈の復活
「宇陀かまど」と呼ばれる卓上型の竈がある。伝統的な吉祥文様の松を象った独創的な焚き口デザインで、思
わず撫でてみたくなる丸みを帯びたフォルムを特徴とする。土を鏝で何層にも塗り重ねる古来からの土製竃の技
術を用いて作られており、製作にも日数がかかる。「宇陀かまど」のように近年、直火で炊いた美味しいご飯を望む
現代人のニーズに応えるべく、煙の出ない「固形燃料」を用いた卓上竈が全国の左官職人の間で作られるよう
になってきた。また、住まいの様式が変わり、土壁の需要が激減するなか、左官の技術を仕事の合間に培えるもの

として多様な卓上竃が生み出されている。
このように、奈良県には様 な々形態の竃が残り、また新しい竃も造られている。近年、
旧米谷家住宅（橿原市）をはじめ、旧田中家住宅（奈良市）、旧臼井家住宅（奈良県
立民俗博物館）、奈良町にぎわいの家（奈良市）など、竃を使った企画イベントも多く、煮
炊きする体験から何かを得たいというニーズが高まってきているのではないかと考える。

第２章　竈の変遷
竈の形態を、竃に関する社会的背景と並べて、図１に表した。昭和２０年代まで主流

であった竃が、ＧＨＱによる生活改善普及事業や自動式電気釜の登場、近代化の大き
なダイナミズムのなかで、徐 に々竃が消滅に向かったと考える。現代においては、卓上か
まどの登場や竃が新たに造られるなど、それぞれの価値観に合わせて米を炊く方法を
自由に選ぶことができる時代になってきた。

①尾張藩士の宇都宮三郎（1834～1902）が明治16年に「築竃論（ちくそうろん）」を著し、燃料が従来の2分の1になる「改良竈」の築造方法  
　を説いた。この「改良竈」は煉瓦によって築かれ、煙突を付け熱効率の向上と燃料消費の削減を図るものであった。
②煉瓦の生産量ピーク
③S2、内務省社会局が行った戦前の農家調査では、煙突なしのかまどが8割。
④黒タイル製竃「三和かまど」（昭和10年より製造販売）
⑤S23、ＧＨＱによる生活改善普及事業が行われ、「生活改善といえば竃の改善」といわれたほど、台所の改善が重要視された。
⑥S24、奈良県に３名の生活改良普及員が配属され、竈の改善がスタート。
⑦S27、斑鳩町の生活改善グループが「頼母子講」をつくり、月5,000円の掛け金で10万円の改良費貸付を行い、台所の改善に取り組む。
⑧S29、農業試験場にて、改良竈や能率的な台所器具の展示が行われた。
⑨S30、自動式電気釜を東芝が発売。
⑩S43に書かれた、生活改良普及事業の調査報告書には、天理市で「竈の数が3677戸」、宇陀市においては「炊飯器の普及率が54.7%」との
　記述があった。
引用：西山夘三「日本のすまい」勁草書房1975 　　「伸びゆく大和の農業」奈良県農林部農政課1978

奈良県では、どのように竃の改善が行われたのかを、元・奈良県生活改良普及員の武田れい子氏に協力を得
て、農家を訪ねた。山添村に住む農家、野村和子さん（Ｓ７生）宅にある竃は今も現役で、畑でとれた豆やイモをゆ
がいて味噌やこんにゃくを作っている。野村さんは「竃の方が便利や」という。ガスだと火を消すという動作が必要
だが、薪は調節していれておけば勝手に消えるので安心なのだそうだ。

また、ひと際大きい荒神竈には、ご主人が山で採取した馬酔木（アシビ）が常
に供えてある。早苗饗（サナブリ）の際には、田植えから帰ってきたあと、苗を荒
神竃にお供えするという。野村さんは、この日、慣れた手つきで松に火をつけ、火
の加減をしながら「おばあちゃんは、いっつも竈を磨いてピカピカにしとったな。ご
飯をよそる前には、竈の蓋に（竃の神様の）ご飯をお供えしてから皆の分をよそ
ったんや」と言って竃にまつわる思い出を火を見ながら語った。このような当た
り前の日常である生活文化を、竃を介して記録していくことは急務であると考え
る。

第３章　竈の改善による、暮らしと豊かさの変化
以上、第１章、第２章の事柄から、私たちの暮らしは生活改善でどう変わった

のかを、図２に表した。竈で煮炊きしていた女性たちは、薄暗く冷たい土間にあ
る竃の前で、立ったりしゃがんだりしていた。特に煙突がない竃は、火吹き竹で火を吹くと煙でむせ返る。すすが飛
んで眼病（トラコーマ）になり、不衛生で、悩む女性が多かったという。また、燃料の調達や、薪割り、家畜の餌の雑
穀を竈で煮炊きするという重労働もあったことから、生活改善は戦前から行われていた。戦争になると、燃料不足
が深刻だったことからも竈の改善は急がれ、戦後は技術の進歩により、明るく衛生的で機能的なシステムキッチン
へと移行した。
１）近代的な生活で得た、煮炊きする「モノ」の豊かさ
便利で快適な暮らしを得たことで、家事労働の負担は大幅に軽減され、女性が社会で活躍できる時代になっ

た。また、炊飯器やフライパン、電子レンジ、オーブンなど煮炊きする道具が増え、また、煮炊きする食材も多様化し、
食文化が発展するなど、近代化により、表立っては生活が豊かになったと考えられる。
２）原始的な生活にあった、煮炊きする「コト」の豊かさ
　一方、農家への聞き取り調査などから、不便で手間のかかる暮らしの中には、図２の①～⑪のように、煮炊き

する「コト」に対して豊かさを感じてい
たことがわかった。五感で感じる温もり
や語らい、人と自然が織りなす原始的
な営みに近い生活が豊かさを生み出
していた。さらに、その豊かな営みを失
うことの警告からか、「竃をさわっては
いけない」などの因習や迷信（焚口の
方位や季節など）により、竃の改善が
進まなかったという事実が生活改善の
記録に残されている。奈良県の、生活
改良普及員の森川春江さんの回顧
録にも、「嫁殺しの生活改善」とうたわ
れ、かまどが能率よく改善されたために
若嫁の休息の場がなくなったことなど
が記されている。

①ほっとする時間：竈の火のゆらぎや土間を通り抜ける風を感じ、厳しい農作業から離れて体を休め、ほっとする憩いの場
　　であった。
②大人数での食事と団らん：大人数の食事を煮炊きするのには竃が便利だった。
③近所同士の助け合い：手間がかかって大変だったからこそ、頼母子講と呼ばれる講を作って協力し合った。
④家族の役割：薪割りや、火の番、木っ端拾いなど家族それぞれの役割があった。
⑤循環する暮らし：「灰は畑のネウカの肥（こい）」（※ネウカ…結崎ネブカ）と言って畑へまき、土壌の肥やしとした。
⑥言葉：竈を「かまさん」「おくどさん」「へっついさん」などと呼んだ。
⑦祈り：竈の神様や火の神様に対して畏敬の念を持ち、供え物をした。
⑧感謝：五穀豊穣を祈って、竃にも苗を供えた。
⑨モノを大事にする：壊れたら修理することで、竃をつくる職人の技が受け継がれた。
⑩音やにおい：薪が燃える音や煙のにおいは、強く記憶に残る。
⑪自然を感じる：土や水、藁など自然素材の手触り感に自然を感じる。

３）静かに消えていった竃
今回、調査にご協力いただいた武田れい子氏が、「竃は静かに消えていったのね」と呟かれた。農家を訪ねて
歩くなかでの言葉である。以下、その理由と彼女の考察を記した。

「戦後は、竃より便利なガスコンロと電気炊飯器が受け入れられた時代であった。その背景には、国策であるエネルギー
革命がある。そして、人々の行動が安全で美味しく食べたいという「食べる側」よりも、「商品をつくる(儲ける)側」が重視されて
の技術の集積の結果、竃が静に消えたと考える。農業・生活改善普及事業は、当初は公衆衛生の向上や家事労働の軽減
化を近代化の指標としたので、竃の改善と電化製品の普及事項をその成果として把握しようとしていた。昭和４０年代半ばから
、農家生活を見てきた視点からいえる事は、次の３点である。①木炭や薪の入手が困難になっ
たから、それらを入手できる条件のあることが竃を維持できた。農山村では、森林産業では暮ら
しがなりたたない。里山は開墾して水田をつくり食糧増産が実利になった。②台所改善は、必
ずしも女性が主体的に決めたわけではない。財布の実権をもつていたのは戸主であった。③
大量生産大量消費(労働者が買える価格)のシステムが進み、電気と水道の普及とともにシ
ンクセットは女性を喜ばせた。最近、車窓から、煙抜けのある屋根の新築の家が私の目にとま
った。裏庭に薪が沢山保管されている。今回の竃研究に出会わなかったら、気にとめることもな
かった風景だっただろう。今、私の一日は、朝、具沢山の味噌汁ではじまる。材料は奈良の畑
で採れた野菜と農家が仕込んだ味噌を使い、自分で煮出した出し汁を使った味噌汁が「おい
しい」。この「おいしい」という食味の感性が、土器に食材をいれて煮炊きしていた土着の縄文
人から受け継いだものなのだろうか。そして、竃研究から見えてきたのは、自然の再生と人間の
再生とが根っこが1つであるということ。庶民の癒しの竃が、里山資源を生かした燃料で人間
再生の灯りになるのでは…エネルギーの転換と人類の発展につながればと思う」（武田れい
子氏 2016記）
竃で苦労した女性たちが求めた便利で快適な暮らし。その到達点が今の台所に

ある。しかし、便利さの代償として、大事なことを私たちは忘れてしまっているのでは
ないか。煮炊きする「コト」の本質は、原始的な営みの、火を扱う人のなかにある。つま
り、「火を制御すること」である。火起こしは容易ではなく、煮炊きする際の火の加減も
気温や薪の湿り気によって異なる。また、残り火を温灰でおおって火種を保つ「火留
め」の技も先人は守ってきた。柳田國男や住井すゑが残した言葉のなかにも、失われる生活文化への危惧の念
が記されている。煮炊きする「コト」の豊かさと、火を制御できなければ、たちまち塵埃と化してしまう危うさを孕んで
いた暮らしから、私たちは学ぶべきことが沢山あるのではないだろうか。
■おわりに
今回の調査で、奈良県には文化財に指定された建築物に残る竃だけでなく、農家や一般住宅にも竃が静か

に残っていること、また近年、再現された竃で町や村おこしが行われていること、そして竃が消えていった背景に、
近代化の流れとともに、国策として竃の改善があったことが判明した。今後は、実際に竃に従事している人たちに
焦点を絞り、その事例研究を進めるとともに、若い世代の人たちに火を扱い煮炊きすることの本質を体感してもら
いたい。また、今回の研究で得た学びを総じて「竃学」と呼ぶこととし、食文化、民俗学、歴史、建築、伝統技術、
環境、文学、女性史、信仰（荒神竃）などを多くの人と共有できるような「竃学café」(仮称)を開きたいと考えてい
る。
最後に、竃に従事する出発点となった公益社団法人奈良まちづくりセンターと、今回の研究で協力いただいた
宮奥淳司氏、武田れい子氏、取材に快く対応いただいた皆様、並びに研究所代表村内俊雄氏とアドバイザーの
先生方に心から感謝の意を表したい。

参考文献：西山夘三「日本のすまい」勁草書房1975　日本民俗建築学会編「図説 民俗建築大辞典」柏書房2001　朝日新聞学芸部「台所から戦後が見える」朝日新聞社
1995 「伸びゆく大和の農業」奈良県農林部農政課1978 市田（岩田）知子「生活改善普及事業の理念と展開」1995　農村生活総合研究センター「むらと人とくらし９」中央公
論事業出版1978　ネオテクノロジー「発明に見る日本の生活文化史 住まいシリーズ 第1巻 かまど」2014　柳田國男「火の昔」(1944)新編柳田國男集第十巻所収　筑摩書房
1979　住井すゑ「地球の一角から」人文書院1986　小菅桂子「にっぽん台所文化史」雄山閣出版1992宮本常一「女の民俗誌」岩波現代文庫2001　狩野敏次「ものと人間
の文化史　かまど」法政大学出版局2004　飯島吉晴「竃神と厠神」講談社2007　津山正幹「民家と日本人」慶友社2008 田中敏子「大和の味」改訂版　奈良新聞社、2001 
「旧井岡家住宅」川崎市立日本民家園2012

大和の竃学　～竃の火から煮炊きする「コト」の本質を考える～　　　　　　　　　　　公益社団法人奈良まちづくりセンター　　　羽原　あき子
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川崎市立日本民家園の荒神竃
（奈良市高畑町より移築）

旧名柄郵便局横の母屋の竃（御所市） 一般住宅の竃（天理市） 朝日館の竈（川上村）

斑鳩町の梨農家の方と、当時の生活
改善について振り返る武田れい子氏（右）
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奈良の戦争遺産について

研究員・深澤吉隆　　　
　　　

１，はじめに
奈良に住む多くの人々が抱く第二次世界大戦に対するイメージは、｢奈良は古い文化財が多いので
戦禍から免れた｣というもので、いわゆるウォーナー伝説と言われるもので、アメリカ人のウォーナー博士の
提言により、奈良と京都が爆撃対象から外れたとされるものである。
他方、戦禍を免れた奈良市であるが平和への取組は熱心で、奈良市の全ての小学校の修学旅行

は広島に行っている。中学校の約半数は沖縄への修学旅行となっている。これらの学校の修学旅行
の大きな目的の一つが平和学習であり、広島の原爆や沖縄戦についての学習を行っている。修学旅行
が沖縄でない中学についても、東京、長野、瀬戸内、長崎、鹿児島などで平和学習を実施している。し
かしながら、戦争時代の奈良について学習している学校は少数である。
それでは実際はどうだったのであろうか。ウォーナー自身がウォーナー伝説を否定していることは、現
在定説となりつつある。この奈良についても、他の多くの都市と比較すれば戦災は少なかったかもしれな
いが、奈良市に関しては満州事変以降だけでも、５，０００人を超える人が命を落としている。また、あまり
知られていないが市内各地に、戦争の時代を物語る有形、無形の遺産が残されている。このことから、
奈良は決して戦争と無関係ではなく、戦時体制中に組み込まれていたことがわかる。
こうした奈良の戦争の時代に目を向けていくことは、子どもたちにも戦争を単なる知識としてではなく、

より身近な問題として捉えるきっかけになるのではなかと考える。
ただ、戦後７０余年の歳月は、戦争の時代を風化させ、真実が伝わりにくくなってきている。そこで、これ

ら有形、無形の遺産を、後世に伝わるようにするには、何をどうしたらよいのか考える時期に来ていると言
える。
さらに、現在あまり知られていない遺産にスポットを当てることで、新たな奈良の魅力を引き出せる可能
性も秘めていると考える。
　　

２，これまでの研究等
戦争の時代の奈良のことについては、これまでも数多くの書籍、論文、文集等にまとめられている。そ

の中で最も多いのは戦争体験者の手記である。現在の奈良市を構成している旧町村や、学校、有志な
どでまとめられているものが多い。
戦争時代の奈良の行政、教育、文化等についても多くの著作や論文があるが、中でも『奈良市史』
通史４　第５章「戦争と奈良」にはそれらが詳しくまとめられている。
戦争遺産では、奈良市の広い範囲の遺産を紹介したものとしては『大阪奈良戦争遺跡歴史ガイド

マップ２』が唯一ではないだろうか。ただ戦争遺産については、活字媒体ではないがWeb上でも公開さ
れているものが多くある。
教材としては、奈良の戦争時代を題材とした、『よりそい高めあう学習を』～奈良にあった戦争～が奈

良市教育委員会より各学校に配布されている。
なお、これらの活字媒体については、奈良県立図書情報館に多く収蔵されており、閲覧することが可
能である。
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奈良の戦争遺産について　　　　　　　　　　　　研究員・深澤吉隆

３，戦争遺産の現状
次に、奈良市内の戦争遺産の現状を見ていきたいと思う。
(１) 当時の姿をよく残すもの。
Ａ．陸軍歩兵三十八連隊跡　奈良市高畑町、紀寺町
陸軍歩兵三十八連隊跡は現在奈良教育大、奈良市立病院、奈良女子大学附属中高等学校、紀
寺住宅一帯にあった、があげられる。特に奈良教育大学の敷地内には連隊の遺構が残っている。中で
も建造物として残るものは、糧秣倉庫と教育資料館である。糧秣倉庫は、教育資料館となっていて、倉
庫自体が改修され保存状態は良い。他方弾薬庫は長い間野ざらしで、痛みもかなり激しかったが、２０
１３年に改修された。
建造物としては残っていないが、付属小学校校舎北側には用途不明のレンガ積の遺構や、クラブハ

ウスと教育大学付属幼稚園の間には酒保への階段等が散見される。
これら連隊関係の遺構は奈良教育大学付属少学校の子どもたちの平和学習の教材として活用さ
れている。
教育大学の西南の紀寺住宅を東西に貫く道路は、滑走路の跡である。長さは３００ｍ程で、それほど
長くはない。白毫寺町に古くから住む方からの聞き取りでは、｢飛来したのはセスナ機クラスのもので、天
理方面から大和盆地東縁沿いに降下し、現在の高円高校付近で左に旋回して着陸していた。｣また｢
生駒方面に向けて離陸していた｣という。　
Ｂ．西方寺境内防空壕　奈良市油阪町
1944(昭和19)年３月に、国は「防空壕、待避所施設増強要綱」を告示し、防空壕、待避所をできるだ

け作ることを指示した。同月、奈良警察署は管内市町村長会議を開き、各家庭に少なくとも１個の防空
壕を作ることを決定した。この決定は各町内会長、警防団長に伝えられ、家庭１個以上、５人から10人
までの家族が楽に待避できる壕を作ることになった。こうして、奈良市内の至る所に防空壕が作られた。
戦後は、不必要となった防空壕は埋め戻されたり、放置されたりし、現在では小規模なものはほとんど
見ることはなくなった。こした状況でるが、奈良市油阪町にある西方寺には、今も当時のまま、５,６人が入
れるくらいの防空語が現存している。　
Ｃ．西光寺梵鐘　奈良市石木町
西光寺は、浄土真宗本願寺派(西本願寺)で開墓は１５０７(永正４)年とされる。２００７(平成１９)年の
秋に５００周年記念法要がおこなわれた。
現在の寺号は１６８３(天和３)年、本願寺寂如上人から下付された。
鐘楼には、１８２３(文政６)年銘が刻まれている梵鐘が架かっている。この梵鐘は第二次大戦末に供

出されてしまったが、溶かされる直前に終戦を迎え、その後「和州添下郡石堂村」の銘を頼りに寺に戻
ってきた。正に数奇な運命である。
梵鐘には、供出時の材質検査で、直径約２ｃｍの穴が縦に７か所空けられたが、現在もそのまま使用

している。
Ｄ．石碑　市内各所
戦争に関係する石碑は市内各所に見られる。その内容も１９４０(昭和１５)年に開催された紀元二千
六百年祭に関わる物、忠魂碑、戦没者慰霊塔等さまざまである。
中でも、有名なものとして『神武天皇聖蹟 鵄邑顕彰碑』があげられる。
この石碑は、いわゆる紀元2600年に向けて、神武天皇の伝承の舞台に登場する鵄邑の場所をめぐ
って当地争いが繰り広げられ、政府は、１９３８(昭和１３)年に｢神武天皇聖蹟調査委員会｣をつくり現
地調査が進め、結果、｢鵄邑｣は生駒郡北倭村(現在の生駒市上町)、と同郡富雄村両村付近とした。
そして時に両村の堺に建てられたものである。

記紀の伝承とは、｢神武天皇が、現在の富雄川沿いを本拠地にしていたとされる長髄彦と戦いにな
かなか勝利をものに出来なかった。あるとき急に空が暗くなってひょうが降り出した。そこへ金色の鵄が
飛んできて、神武天皇の弓先に止まった。その鵄は光り輝いて、その姿はまるで雷光のようであった。こ
のため長髄彦の軍の兵達は皆幻惑されて力を出すことが出来ず神武天皇が勝利した。その周辺を長
髄邑と言っていたが鵄邑と改めた｣というものである。
ちなみに、このことから、現在の富雄駅は１９４１(昭和１６)年９月に鵄邑駅と改称)(15)した。１９５３(昭
和２８)年になって再び富雄駅に戻り、現在に至っている。
Ｅ．池底のカッターボート　奈良市あやめいけ南町
あやめ池南町の蛙股池は、日本書紀に記された推古天皇の時代に作られた菅原池とする説があり、
現存する日本最古のため池とも呼ばれる。
大正時代、大阪軌道(現近鉄奈良線)が開通すると、あやめ池周辺は大阪から手軽な観光地として
賑わいを見せるようになり、静かなたたずまいの蛙股池も重要なスポットの１つとなった。しかし、この池に
も戦争の巻き込まれていくこととなった。蛙股池は１９４４(昭和１９)年から海軍予科練生のカッター(オー
ルを使って人力で航走するボート。兵員、物資の輸送や、救命艇などに使われた短艇のこと)練習場とな
った。現在でも池の水が減った時には、池底に沈められたボートが顔をのぞかせる。
また、１９４５(昭和２０)年３月の空襲で、大阪から焼け出された人 ２々０７名を、あやめ池厚生寮に収容

し、保護した記録が残っている。
(２)戦争の影を感じるもの
Ａ．空襲、機銃掃射　市内各所
奈良の空襲については、いくつか記録が残っている。１９４４(昭和１９)年８月11日、奈良にはじめて空
襲警報が発令。翌１９４５(昭和２０)年６月１日、Ｂ２９が来襲し法蓮町と法華寺町に焼夷弾を投下し、奈
良で初めての空襲となった。佐保国民学校(現佐保小学校)の運動場の真ん中と相撲道場あたり、近く
の民家にも焼夷弾が落ち、小学校１年生の少女が亡くなった。また、後日、白毫寺付近にも、爆弾が落と
されている。
他にも、現在のJR奈良駅、はぐくみセンター付近、現奈良女子高等学校、帯解駅、徳融寺(鳴川町)な

ども機銃掃射を受けている。月ヶ瀬や柳生でも機銃掃射にあった証言が残っている。
Ｂ．学童疎開　市内各所
奈良県は空襲の危険が少なかったので、大阪市の疎開児童を受け入れることになった。奈良市は
生野区の御幸森、生野、林寺の児童を受け入れた。寮舎には、寮母と作業員が配置され寮医もいた。
疎開児童は縁故疎開児童も含め、児童は近辺の国民学校に通学した。１９４５(昭和２０)年１月現在の
寮舎と受け入れ状況は下図の通りである。

奈良市内の各校の「沿革史」にも疎開児童を受け入れた事が記されている。その内容をいくつか紹
介すると、鼓阪、飛鳥国民学校では本校児童との交歓会を開くなどして、早く学校になじめるように努力
した。また、飛鳥国民学校では児童数が急に増えたため、1945(昭和20)年４月の新学期に１学級の児
童数を60人にした。1944(昭和19)年７月から大宮国民学校でも生野国民学校の児童243名を受け入
れた。９月には済美国民学校でも受入れ式が行われている。大安寺国民学校では1945(昭和20)年１
月、生野国民学校の集団疎開児童54人、帯解国民学校では1944(昭和19)年から20年にかけて縁故
疎開児童62人を受け入れた。
また、1945(昭和20)年４月には大阪の帝塚山学院の初等科３～６年生の児童約350人も、伏見村の
帝塚山中学校校舎へ疎開してきた。
たくさんの児童が疎開で集団生活をしている時、不幸な事故が起こった。
１９４５(昭和２０)年２月１０日真夜中の午前３時ころ、三条通の日の出旅館で火災が起こった。強い西
風が吹いていたため、９戸の旅館が全焼し、４戸が半焼するという大きな火災になり、多くの児童が焼け
出された。日の出旅館は御幸森国民学校の４・６年男子約１００名の寮舎になっていて、そのうちの４年
生児童２名が焼死するという不幸に見舞われた。焼けていない寮へ逃げてきた児童のショックは大きく、
｢どの子も天井をにらんだまま考え込んでいて、その夜、誰も眠る子はいなかった｣という。
当時近隣に住んでいた方の話によると｢その夜は警戒警報が出ていて外出できなった。警報が解除

されて外に出ると空が真っ赤になっていた。焼夷弾が落ちたかと思った｣という様子であった。
日の出旅館は現在は廃業して、建物は別のテナントとなっているが、旅館としての外観をわずかに残

している。これ以外にも、形は変わってしまっているが、戦争の影を感じる場所が多数ある。
この他にも、文化財の疎開、隠された震災などテーマとなるべきものは多々あるが、紙面の関係で別
の機会に譲ることとする。

４，まとめにかえて
戦争とあまり関係が無いと考えられることが多い奈良にも、戦争に関する遺産が多いのは理解頂け

たことだろうと思う。そして今の段階では、まだまだ掘り起せるものも多いと考える。例えば、都祁にあった
と言われる敵機の監視施設や、月ヶ瀬石打の亜炭採掘など興味が尽きない。今後、これらを早いうちに
記録することは不可欠である。そして、記録をガイドブックとして発行していく。またはWeb上で公開して
いくことで広く認知されていくと考える。

これら戦争遺産をまとめていくうえで、誰もが平和で安心して暮らせる世の中にしていくという観点を
忘れてはならない。そのためには、戦争遺産の教材化も重要なものになる。教材化には、学校の職員や
地域の方々に、戦争のことに限らず自分たちの地域のことを知ってもらう必要がある。まず地域のことを
子どもに関わる大人が知り、子どもたちにどう伝えるか考え、そして教材化できるのではないだろうか。そ
の素材としても戦争遺産をまとめていくことは意義があると確信する。
また、奈良の隠れた歴史に光をあてることで、奈良に訪れる人に新たな魅力を提供でき、地域の活性
化にも役立つものとなるであろう。
奈良の、もう一つの観光ルートを、奈良を学んだ子どもたちが案内していく、そんな光景を実現したいも

のである。
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奈良の戦争遺産について

研究員・深澤吉隆　　　
　　　

１，はじめに
奈良に住む多くの人々が抱く第二次世界大戦に対するイメージは、｢奈良は古い文化財が多いので
戦禍から免れた｣というもので、いわゆるウォーナー伝説と言われるもので、アメリカ人のウォーナー博士の
提言により、奈良と京都が爆撃対象から外れたとされるものである。
他方、戦禍を免れた奈良市であるが平和への取組は熱心で、奈良市の全ての小学校の修学旅行

は広島に行っている。中学校の約半数は沖縄への修学旅行となっている。これらの学校の修学旅行
の大きな目的の一つが平和学習であり、広島の原爆や沖縄戦についての学習を行っている。修学旅行
が沖縄でない中学についても、東京、長野、瀬戸内、長崎、鹿児島などで平和学習を実施している。し
かしながら、戦争時代の奈良について学習している学校は少数である。
それでは実際はどうだったのであろうか。ウォーナー自身がウォーナー伝説を否定していることは、現
在定説となりつつある。この奈良についても、他の多くの都市と比較すれば戦災は少なかったかもしれな
いが、奈良市に関しては満州事変以降だけでも、５，０００人を超える人が命を落としている。また、あまり
知られていないが市内各地に、戦争の時代を物語る有形、無形の遺産が残されている。このことから、
奈良は決して戦争と無関係ではなく、戦時体制中に組み込まれていたことがわかる。
こうした奈良の戦争の時代に目を向けていくことは、子どもたちにも戦争を単なる知識としてではなく、

より身近な問題として捉えるきっかけになるのではなかと考える。
ただ、戦後７０余年の歳月は、戦争の時代を風化させ、真実が伝わりにくくなってきている。そこで、これ

ら有形、無形の遺産を、後世に伝わるようにするには、何をどうしたらよいのか考える時期に来ていると言
える。
さらに、現在あまり知られていない遺産にスポットを当てることで、新たな奈良の魅力を引き出せる可能
性も秘めていると考える。
　　

２，これまでの研究等
戦争の時代の奈良のことについては、これまでも数多くの書籍、論文、文集等にまとめられている。そ

の中で最も多いのは戦争体験者の手記である。現在の奈良市を構成している旧町村や、学校、有志な
どでまとめられているものが多い。
戦争時代の奈良の行政、教育、文化等についても多くの著作や論文があるが、中でも『奈良市史』
通史４　第５章「戦争と奈良」にはそれらが詳しくまとめられている。
戦争遺産では、奈良市の広い範囲の遺産を紹介したものとしては『大阪奈良戦争遺跡歴史ガイド

マップ２』が唯一ではないだろうか。ただ戦争遺産については、活字媒体ではないがWeb上でも公開さ
れているものが多くある。
教材としては、奈良の戦争時代を題材とした、『よりそい高めあう学習を』～奈良にあった戦争～が奈

良市教育委員会より各学校に配布されている。
なお、これらの活字媒体については、奈良県立図書情報館に多く収蔵されており、閲覧することが可
能である。

３，戦争遺産の現状
次に、奈良市内の戦争遺産の現状を見ていきたいと思う。
(１) 当時の姿をよく残すもの。
Ａ．陸軍歩兵三十八連隊跡　奈良市高畑町、紀寺町
陸軍歩兵三十八連隊跡は現在奈良教育大、奈良市立病院、奈良女子大学附属中高等学校、紀
寺住宅一帯にあった、があげられる。特に奈良教育大学の敷地内には連隊の遺構が残っている。中で
も建造物として残るものは、糧秣倉庫と教育資料館である。糧秣倉庫は、教育資料館となっていて、倉
庫自体が改修され保存状態は良い。他方弾薬庫は長い間野ざらしで、痛みもかなり激しかったが、２０
１３年に改修された。
建造物としては残っていないが、付属小学校校舎北側には用途不明のレンガ積の遺構や、クラブハ

ウスと教育大学付属幼稚園の間には酒保への階段等が散見される。
これら連隊関係の遺構は奈良教育大学付属少学校の子どもたちの平和学習の教材として活用さ
れている。
教育大学の西南の紀寺住宅を東西に貫く道路は、滑走路の跡である。長さは３００ｍ程で、それほど
長くはない。白毫寺町に古くから住む方からの聞き取りでは、｢飛来したのはセスナ機クラスのもので、天
理方面から大和盆地東縁沿いに降下し、現在の高円高校付近で左に旋回して着陸していた。｣また｢
生駒方面に向けて離陸していた｣という。　
Ｂ．西方寺境内防空壕　奈良市油阪町
1944(昭和19)年３月に、国は「防空壕、待避所施設増強要綱」を告示し、防空壕、待避所をできるだ

け作ることを指示した。同月、奈良警察署は管内市町村長会議を開き、各家庭に少なくとも１個の防空
壕を作ることを決定した。この決定は各町内会長、警防団長に伝えられ、家庭１個以上、５人から10人
までの家族が楽に待避できる壕を作ることになった。こうして、奈良市内の至る所に防空壕が作られた。
戦後は、不必要となった防空壕は埋め戻されたり、放置されたりし、現在では小規模なものはほとんど
見ることはなくなった。こした状況でるが、奈良市油阪町にある西方寺には、今も当時のまま、５,６人が入
れるくらいの防空語が現存している。　
Ｃ．西光寺梵鐘　奈良市石木町
西光寺は、浄土真宗本願寺派(西本願寺)で開墓は１５０７(永正４)年とされる。２００７(平成１９)年の
秋に５００周年記念法要がおこなわれた。
現在の寺号は１６８３(天和３)年、本願寺寂如上人から下付された。
鐘楼には、１８２３(文政６)年銘が刻まれている梵鐘が架かっている。この梵鐘は第二次大戦末に供

出されてしまったが、溶かされる直前に終戦を迎え、その後「和州添下郡石堂村」の銘を頼りに寺に戻
ってきた。正に数奇な運命である。
梵鐘には、供出時の材質検査で、直径約２ｃｍの穴が縦に７か所空けられたが、現在もそのまま使用

している。
Ｄ．石碑　市内各所
戦争に関係する石碑は市内各所に見られる。その内容も１９４０(昭和１５)年に開催された紀元二千
六百年祭に関わる物、忠魂碑、戦没者慰霊塔等さまざまである。
中でも、有名なものとして『神武天皇聖蹟 鵄邑顕彰碑』があげられる。
この石碑は、いわゆる紀元2600年に向けて、神武天皇の伝承の舞台に登場する鵄邑の場所をめぐ
って当地争いが繰り広げられ、政府は、１９３８(昭和１３)年に｢神武天皇聖蹟調査委員会｣をつくり現
地調査が進め、結果、｢鵄邑｣は生駒郡北倭村(現在の生駒市上町)、と同郡富雄村両村付近とした。
そして時に両村の堺に建てられたものである。
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記紀の伝承とは、｢神武天皇が、現在の富雄川沿いを本拠地にしていたとされる長髄彦と戦いにな
かなか勝利をものに出来なかった。あるとき急に空が暗くなってひょうが降り出した。そこへ金色の鵄が
飛んできて、神武天皇の弓先に止まった。その鵄は光り輝いて、その姿はまるで雷光のようであった。こ
のため長髄彦の軍の兵達は皆幻惑されて力を出すことが出来ず神武天皇が勝利した。その周辺を長
髄邑と言っていたが鵄邑と改めた｣というものである。
ちなみに、このことから、現在の富雄駅は１９４１(昭和１６)年９月に鵄邑駅と改称)(15)した。１９５３(昭
和２８)年になって再び富雄駅に戻り、現在に至っている。
Ｅ．池底のカッターボート　奈良市あやめいけ南町
あやめ池南町の蛙股池は、日本書紀に記された推古天皇の時代に作られた菅原池とする説があり、
現存する日本最古のため池とも呼ばれる。
大正時代、大阪軌道(現近鉄奈良線)が開通すると、あやめ池周辺は大阪から手軽な観光地として
賑わいを見せるようになり、静かなたたずまいの蛙股池も重要なスポットの１つとなった。しかし、この池に
も戦争の巻き込まれていくこととなった。蛙股池は１９４４(昭和１９)年から海軍予科練生のカッター(オー
ルを使って人力で航走するボート。兵員、物資の輸送や、救命艇などに使われた短艇のこと)練習場とな
った。現在でも池の水が減った時には、池底に沈められたボートが顔をのぞかせる。
また、１９４５(昭和２０)年３月の空襲で、大阪から焼け出された人 ２々０７名を、あやめ池厚生寮に収容

し、保護した記録が残っている。
(２)戦争の影を感じるもの
Ａ．空襲、機銃掃射　市内各所
奈良の空襲については、いくつか記録が残っている。１９４４(昭和１９)年８月11日、奈良にはじめて空
襲警報が発令。翌１９４５(昭和２０)年６月１日、Ｂ２９が来襲し法蓮町と法華寺町に焼夷弾を投下し、奈
良で初めての空襲となった。佐保国民学校(現佐保小学校)の運動場の真ん中と相撲道場あたり、近く
の民家にも焼夷弾が落ち、小学校１年生の少女が亡くなった。また、後日、白毫寺付近にも、爆弾が落と
されている。
他にも、現在のJR奈良駅、はぐくみセンター付近、現奈良女子高等学校、帯解駅、徳融寺(鳴川町)な

ども機銃掃射を受けている。月ヶ瀬や柳生でも機銃掃射にあった証言が残っている。
Ｂ．学童疎開　市内各所
奈良県は空襲の危険が少なかったので、大阪市の疎開児童を受け入れることになった。奈良市は
生野区の御幸森、生野、林寺の児童を受け入れた。寮舎には、寮母と作業員が配置され寮医もいた。
疎開児童は縁故疎開児童も含め、児童は近辺の国民学校に通学した。１９４５(昭和２０)年１月現在の
寮舎と受け入れ状況は下図の通りである。

奈良市内の各校の「沿革史」にも疎開児童を受け入れた事が記されている。その内容をいくつか紹
介すると、鼓阪、飛鳥国民学校では本校児童との交歓会を開くなどして、早く学校になじめるように努力
した。また、飛鳥国民学校では児童数が急に増えたため、1945(昭和20)年４月の新学期に１学級の児
童数を60人にした。1944(昭和19)年７月から大宮国民学校でも生野国民学校の児童243名を受け入
れた。９月には済美国民学校でも受入れ式が行われている。大安寺国民学校では1945(昭和20)年１
月、生野国民学校の集団疎開児童54人、帯解国民学校では1944(昭和19)年から20年にかけて縁故
疎開児童62人を受け入れた。
また、1945(昭和20)年４月には大阪の帝塚山学院の初等科３～６年生の児童約350人も、伏見村の
帝塚山中学校校舎へ疎開してきた。
たくさんの児童が疎開で集団生活をしている時、不幸な事故が起こった。
１９４５(昭和２０)年２月１０日真夜中の午前３時ころ、三条通の日の出旅館で火災が起こった。強い西
風が吹いていたため、９戸の旅館が全焼し、４戸が半焼するという大きな火災になり、多くの児童が焼け
出された。日の出旅館は御幸森国民学校の４・６年男子約１００名の寮舎になっていて、そのうちの４年
生児童２名が焼死するという不幸に見舞われた。焼けていない寮へ逃げてきた児童のショックは大きく、
｢どの子も天井をにらんだまま考え込んでいて、その夜、誰も眠る子はいなかった｣という。
当時近隣に住んでいた方の話によると｢その夜は警戒警報が出ていて外出できなった。警報が解除

されて外に出ると空が真っ赤になっていた。焼夷弾が落ちたかと思った｣という様子であった。
日の出旅館は現在は廃業して、建物は別のテナントとなっているが、旅館としての外観をわずかに残

している。これ以外にも、形は変わってしまっているが、戦争の影を感じる場所が多数ある。
この他にも、文化財の疎開、隠された震災などテーマとなるべきものは多々あるが、紙面の関係で別
の機会に譲ることとする。

４，まとめにかえて
戦争とあまり関係が無いと考えられることが多い奈良にも、戦争に関する遺産が多いのは理解頂け

たことだろうと思う。そして今の段階では、まだまだ掘り起せるものも多いと考える。例えば、都祁にあった
と言われる敵機の監視施設や、月ヶ瀬石打の亜炭採掘など興味が尽きない。今後、これらを早いうちに
記録することは不可欠である。そして、記録をガイドブックとして発行していく。またはWeb上で公開して
いくことで広く認知されていくと考える。

これら戦争遺産をまとめていくうえで、誰もが平和で安心して暮らせる世の中にしていくという観点を
忘れてはならない。そのためには、戦争遺産の教材化も重要なものになる。教材化には、学校の職員や
地域の方々に、戦争のことに限らず自分たちの地域のことを知ってもらう必要がある。まず地域のことを
子どもに関わる大人が知り、子どもたちにどう伝えるか考え、そして教材化できるのではないだろうか。そ
の素材としても戦争遺産をまとめていくことは意義があると確信する。
また、奈良の隠れた歴史に光をあてることで、奈良に訪れる人に新たな魅力を提供でき、地域の活性
化にも役立つものとなるであろう。
奈良の、もう一つの観光ルートを、奈良を学んだ子どもたちが案内していく、そんな光景を実現したいも

のである。
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１，はじめに
奈良に住む多くの人々が抱く第二次世界大戦に対するイメージは、｢奈良は古い文化財が多いので
戦禍から免れた｣というもので、いわゆるウォーナー伝説と言われるもので、アメリカ人のウォーナー博士の
提言により、奈良と京都が爆撃対象から外れたとされるものである。
他方、戦禍を免れた奈良市であるが平和への取組は熱心で、奈良市の全ての小学校の修学旅行

は広島に行っている。中学校の約半数は沖縄への修学旅行となっている。これらの学校の修学旅行
の大きな目的の一つが平和学習であり、広島の原爆や沖縄戦についての学習を行っている。修学旅行
が沖縄でない中学についても、東京、長野、瀬戸内、長崎、鹿児島などで平和学習を実施している。し
かしながら、戦争時代の奈良について学習している学校は少数である。
それでは実際はどうだったのであろうか。ウォーナー自身がウォーナー伝説を否定していることは、現
在定説となりつつある。この奈良についても、他の多くの都市と比較すれば戦災は少なかったかもしれな
いが、奈良市に関しては満州事変以降だけでも、５，０００人を超える人が命を落としている。また、あまり
知られていないが市内各地に、戦争の時代を物語る有形、無形の遺産が残されている。このことから、
奈良は決して戦争と無関係ではなく、戦時体制中に組み込まれていたことがわかる。
こうした奈良の戦争の時代に目を向けていくことは、子どもたちにも戦争を単なる知識としてではなく、

より身近な問題として捉えるきっかけになるのではなかと考える。
ただ、戦後７０余年の歳月は、戦争の時代を風化させ、真実が伝わりにくくなってきている。そこで、これ

ら有形、無形の遺産を、後世に伝わるようにするには、何をどうしたらよいのか考える時期に来ていると言
える。
さらに、現在あまり知られていない遺産にスポットを当てることで、新たな奈良の魅力を引き出せる可能
性も秘めていると考える。
　　

２，これまでの研究等
戦争の時代の奈良のことについては、これまでも数多くの書籍、論文、文集等にまとめられている。そ

の中で最も多いのは戦争体験者の手記である。現在の奈良市を構成している旧町村や、学校、有志な
どでまとめられているものが多い。
戦争時代の奈良の行政、教育、文化等についても多くの著作や論文があるが、中でも『奈良市史』
通史４　第５章「戦争と奈良」にはそれらが詳しくまとめられている。
戦争遺産では、奈良市の広い範囲の遺産を紹介したものとしては『大阪奈良戦争遺跡歴史ガイド

マップ２』が唯一ではないだろうか。ただ戦争遺産については、活字媒体ではないがWeb上でも公開さ
れているものが多くある。
教材としては、奈良の戦争時代を題材とした、『よりそい高めあう学習を』～奈良にあった戦争～が奈

良市教育委員会より各学校に配布されている。
なお、これらの活字媒体については、奈良県立図書情報館に多く収蔵されており、閲覧することが可
能である。

３，戦争遺産の現状
次に、奈良市内の戦争遺産の現状を見ていきたいと思う。
(１) 当時の姿をよく残すもの。
Ａ．陸軍歩兵三十八連隊跡　奈良市高畑町、紀寺町
陸軍歩兵三十八連隊跡は現在奈良教育大、奈良市立病院、奈良女子大学附属中高等学校、紀
寺住宅一帯にあった、があげられる。特に奈良教育大学の敷地内には連隊の遺構が残っている。中で
も建造物として残るものは、糧秣倉庫と教育資料館である。糧秣倉庫は、教育資料館となっていて、倉
庫自体が改修され保存状態は良い。他方弾薬庫は長い間野ざらしで、痛みもかなり激しかったが、２０
１３年に改修された。
建造物としては残っていないが、付属小学校校舎北側には用途不明のレンガ積の遺構や、クラブハ

ウスと教育大学付属幼稚園の間には酒保への階段等が散見される。
これら連隊関係の遺構は奈良教育大学付属少学校の子どもたちの平和学習の教材として活用さ
れている。
教育大学の西南の紀寺住宅を東西に貫く道路は、滑走路の跡である。長さは３００ｍ程で、それほど
長くはない。白毫寺町に古くから住む方からの聞き取りでは、｢飛来したのはセスナ機クラスのもので、天
理方面から大和盆地東縁沿いに降下し、現在の高円高校付近で左に旋回して着陸していた。｣また｢
生駒方面に向けて離陸していた｣という。　
Ｂ．西方寺境内防空壕　奈良市油阪町
1944(昭和19)年３月に、国は「防空壕、待避所施設増強要綱」を告示し、防空壕、待避所をできるだ

け作ることを指示した。同月、奈良警察署は管内市町村長会議を開き、各家庭に少なくとも１個の防空
壕を作ることを決定した。この決定は各町内会長、警防団長に伝えられ、家庭１個以上、５人から10人
までの家族が楽に待避できる壕を作ることになった。こうして、奈良市内の至る所に防空壕が作られた。
戦後は、不必要となった防空壕は埋め戻されたり、放置されたりし、現在では小規模なものはほとんど
見ることはなくなった。こした状況でるが、奈良市油阪町にある西方寺には、今も当時のまま、５,６人が入
れるくらいの防空語が現存している。　
Ｃ．西光寺梵鐘　奈良市石木町
西光寺は、浄土真宗本願寺派(西本願寺)で開墓は１５０７(永正４)年とされる。２００７(平成１９)年の
秋に５００周年記念法要がおこなわれた。
現在の寺号は１６８３(天和３)年、本願寺寂如上人から下付された。
鐘楼には、１８２３(文政６)年銘が刻まれている梵鐘が架かっている。この梵鐘は第二次大戦末に供

出されてしまったが、溶かされる直前に終戦を迎え、その後「和州添下郡石堂村」の銘を頼りに寺に戻
ってきた。正に数奇な運命である。
梵鐘には、供出時の材質検査で、直径約２ｃｍの穴が縦に７か所空けられたが、現在もそのまま使用

している。
Ｄ．石碑　市内各所
戦争に関係する石碑は市内各所に見られる。その内容も１９４０(昭和１５)年に開催された紀元二千
六百年祭に関わる物、忠魂碑、戦没者慰霊塔等さまざまである。
中でも、有名なものとして『神武天皇聖蹟 鵄邑顕彰碑』があげられる。
この石碑は、いわゆる紀元2600年に向けて、神武天皇の伝承の舞台に登場する鵄邑の場所をめぐ
って当地争いが繰り広げられ、政府は、１９３８(昭和１３)年に｢神武天皇聖蹟調査委員会｣をつくり現
地調査が進め、結果、｢鵄邑｣は生駒郡北倭村(現在の生駒市上町)、と同郡富雄村両村付近とした。
そして時に両村の堺に建てられたものである。

記紀の伝承とは、｢神武天皇が、現在の富雄川沿いを本拠地にしていたとされる長髄彦と戦いにな
かなか勝利をものに出来なかった。あるとき急に空が暗くなってひょうが降り出した。そこへ金色の鵄が
飛んできて、神武天皇の弓先に止まった。その鵄は光り輝いて、その姿はまるで雷光のようであった。こ
のため長髄彦の軍の兵達は皆幻惑されて力を出すことが出来ず神武天皇が勝利した。その周辺を長
髄邑と言っていたが鵄邑と改めた｣というものである。
ちなみに、このことから、現在の富雄駅は１９４１(昭和１６)年９月に鵄邑駅と改称)(15)した。１９５３(昭
和２８)年になって再び富雄駅に戻り、現在に至っている。
Ｅ．池底のカッターボート　奈良市あやめいけ南町
あやめ池南町の蛙股池は、日本書紀に記された推古天皇の時代に作られた菅原池とする説があり、
現存する日本最古のため池とも呼ばれる。
大正時代、大阪軌道(現近鉄奈良線)が開通すると、あやめ池周辺は大阪から手軽な観光地として
賑わいを見せるようになり、静かなたたずまいの蛙股池も重要なスポットの１つとなった。しかし、この池に
も戦争の巻き込まれていくこととなった。蛙股池は１９４４(昭和１９)年から海軍予科練生のカッター(オー
ルを使って人力で航走するボート。兵員、物資の輸送や、救命艇などに使われた短艇のこと)練習場とな
った。現在でも池の水が減った時には、池底に沈められたボートが顔をのぞかせる。
また、１９４５(昭和２０)年３月の空襲で、大阪から焼け出された人 ２々０７名を、あやめ池厚生寮に収容

し、保護した記録が残っている。
(２)戦争の影を感じるもの
Ａ．空襲、機銃掃射　市内各所
奈良の空襲については、いくつか記録が残っている。１９４４(昭和１９)年８月11日、奈良にはじめて空
襲警報が発令。翌１９４５(昭和２０)年６月１日、Ｂ２９が来襲し法蓮町と法華寺町に焼夷弾を投下し、奈
良で初めての空襲となった。佐保国民学校(現佐保小学校)の運動場の真ん中と相撲道場あたり、近く
の民家にも焼夷弾が落ち、小学校１年生の少女が亡くなった。また、後日、白毫寺付近にも、爆弾が落と
されている。
他にも、現在のJR奈良駅、はぐくみセンター付近、現奈良女子高等学校、帯解駅、徳融寺(鳴川町)な

ども機銃掃射を受けている。月ヶ瀬や柳生でも機銃掃射にあった証言が残っている。
Ｂ．学童疎開　市内各所
奈良県は空襲の危険が少なかったので、大阪市の疎開児童を受け入れることになった。奈良市は
生野区の御幸森、生野、林寺の児童を受け入れた。寮舎には、寮母と作業員が配置され寮医もいた。
疎開児童は縁故疎開児童も含め、児童は近辺の国民学校に通学した。１９４５(昭和２０)年１月現在の
寮舎と受け入れ状況は下図の通りである。
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奈良市内の各校の「沿革史」にも疎開児童を受け入れた事が記されている。その内容をいくつか紹
介すると、鼓阪、飛鳥国民学校では本校児童との交歓会を開くなどして、早く学校になじめるように努力
した。また、飛鳥国民学校では児童数が急に増えたため、1945(昭和20)年４月の新学期に１学級の児
童数を60人にした。1944(昭和19)年７月から大宮国民学校でも生野国民学校の児童243名を受け入
れた。９月には済美国民学校でも受入れ式が行われている。大安寺国民学校では1945(昭和20)年１
月、生野国民学校の集団疎開児童54人、帯解国民学校では1944(昭和19)年から20年にかけて縁故
疎開児童62人を受け入れた。
また、1945(昭和20)年４月には大阪の帝塚山学院の初等科３～６年生の児童約350人も、伏見村の
帝塚山中学校校舎へ疎開してきた。
たくさんの児童が疎開で集団生活をしている時、不幸な事故が起こった。
１９４５(昭和２０)年２月１０日真夜中の午前３時ころ、三条通の日の出旅館で火災が起こった。強い西
風が吹いていたため、９戸の旅館が全焼し、４戸が半焼するという大きな火災になり、多くの児童が焼け
出された。日の出旅館は御幸森国民学校の４・６年男子約１００名の寮舎になっていて、そのうちの４年
生児童２名が焼死するという不幸に見舞われた。焼けていない寮へ逃げてきた児童のショックは大きく、
｢どの子も天井をにらんだまま考え込んでいて、その夜、誰も眠る子はいなかった｣という。
当時近隣に住んでいた方の話によると｢その夜は警戒警報が出ていて外出できなった。警報が解除

されて外に出ると空が真っ赤になっていた。焼夷弾が落ちたかと思った｣という様子であった。
日の出旅館は現在は廃業して、建物は別のテナントとなっているが、旅館としての外観をわずかに残

している。これ以外にも、形は変わってしまっているが、戦争の影を感じる場所が多数ある。
この他にも、文化財の疎開、隠された震災などテーマとなるべきものは多々あるが、紙面の関係で別
の機会に譲ることとする。

４，まとめにかえて
戦争とあまり関係が無いと考えられることが多い奈良にも、戦争に関する遺産が多いのは理解頂け

たことだろうと思う。そして今の段階では、まだまだ掘り起せるものも多いと考える。例えば、都祁にあった
と言われる敵機の監視施設や、月ヶ瀬石打の亜炭採掘など興味が尽きない。今後、これらを早いうちに
記録することは不可欠である。そして、記録をガイドブックとして発行していく。またはWeb上で公開して
いくことで広く認知されていくと考える。

これら戦争遺産をまとめていくうえで、誰もが平和で安心して暮らせる世の中にしていくという観点を
忘れてはならない。そのためには、戦争遺産の教材化も重要なものになる。教材化には、学校の職員や
地域の方々に、戦争のことに限らず自分たちの地域のことを知ってもらう必要がある。まず地域のことを
子どもに関わる大人が知り、子どもたちにどう伝えるか考え、そして教材化できるのではないだろうか。そ
の素材としても戦争遺産をまとめていくことは意義があると確信する。
また、奈良の隠れた歴史に光をあてることで、奈良に訪れる人に新たな魅力を提供でき、地域の活性
化にも役立つものとなるであろう。
奈良の、もう一つの観光ルートを、奈良を学んだ子どもたちが案内していく、そんな光景を実現したいも

のである。
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受入校 人数（人） 寮舎
済　美 110 月の家①

大宮・椿井 120 いろは②
大宮・椿井 118 大　和⑤
大宮・椿井 52 住　友③
大　宮 43 ゑびす⑦
佐　保 43 大　黒⑥
済　美 48 朝　日⑨
佐　保 84 きくや⑩
大　宮 49 油　屋⑯
佐　保 25 大　仏⑭
佐　保 48 崇徳寺⑱
佐　保 47 称名寺⑲

生野国民学校

受入校 人数（人） 寮舎
鼓　阪 97 日の出④
鼓　阪 101 玉　屋⑧
鼓　阪 52 若　草⑰
鼓　阪 30 南　都⑪
飛　鳥 42 好　生⑫
飛　鳥 87 吉　田⑬
飛　鳥 106 大文字⑮

御幸森国民学校

受入校 人数（人） 寮舎
平　城 51 転輪教会
伏　見 50 富久ノ家
都　跡 100 薬師寺

林寺国民学校

林寺国民学校は他に、郡山町
５ヶ所に寮を開設



奈良の戦争遺産について

研究員・深澤吉隆　　　
　　　

１，はじめに
奈良に住む多くの人々が抱く第二次世界大戦に対するイメージは、｢奈良は古い文化財が多いので
戦禍から免れた｣というもので、いわゆるウォーナー伝説と言われるもので、アメリカ人のウォーナー博士の
提言により、奈良と京都が爆撃対象から外れたとされるものである。
他方、戦禍を免れた奈良市であるが平和への取組は熱心で、奈良市の全ての小学校の修学旅行

は広島に行っている。中学校の約半数は沖縄への修学旅行となっている。これらの学校の修学旅行
の大きな目的の一つが平和学習であり、広島の原爆や沖縄戦についての学習を行っている。修学旅行
が沖縄でない中学についても、東京、長野、瀬戸内、長崎、鹿児島などで平和学習を実施している。し
かしながら、戦争時代の奈良について学習している学校は少数である。
それでは実際はどうだったのであろうか。ウォーナー自身がウォーナー伝説を否定していることは、現
在定説となりつつある。この奈良についても、他の多くの都市と比較すれば戦災は少なかったかもしれな
いが、奈良市に関しては満州事変以降だけでも、５，０００人を超える人が命を落としている。また、あまり
知られていないが市内各地に、戦争の時代を物語る有形、無形の遺産が残されている。このことから、
奈良は決して戦争と無関係ではなく、戦時体制中に組み込まれていたことがわかる。
こうした奈良の戦争の時代に目を向けていくことは、子どもたちにも戦争を単なる知識としてではなく、

より身近な問題として捉えるきっかけになるのではなかと考える。
ただ、戦後７０余年の歳月は、戦争の時代を風化させ、真実が伝わりにくくなってきている。そこで、これ

ら有形、無形の遺産を、後世に伝わるようにするには、何をどうしたらよいのか考える時期に来ていると言
える。
さらに、現在あまり知られていない遺産にスポットを当てることで、新たな奈良の魅力を引き出せる可能
性も秘めていると考える。
　　

２，これまでの研究等
戦争の時代の奈良のことについては、これまでも数多くの書籍、論文、文集等にまとめられている。そ

の中で最も多いのは戦争体験者の手記である。現在の奈良市を構成している旧町村や、学校、有志な
どでまとめられているものが多い。
戦争時代の奈良の行政、教育、文化等についても多くの著作や論文があるが、中でも『奈良市史』
通史４　第５章「戦争と奈良」にはそれらが詳しくまとめられている。
戦争遺産では、奈良市の広い範囲の遺産を紹介したものとしては『大阪奈良戦争遺跡歴史ガイド

マップ２』が唯一ではないだろうか。ただ戦争遺産については、活字媒体ではないがWeb上でも公開さ
れているものが多くある。
教材としては、奈良の戦争時代を題材とした、『よりそい高めあう学習を』～奈良にあった戦争～が奈

良市教育委員会より各学校に配布されている。
なお、これらの活字媒体については、奈良県立図書情報館に多く収蔵されており、閲覧することが可
能である。

３，戦争遺産の現状
次に、奈良市内の戦争遺産の現状を見ていきたいと思う。
(１) 当時の姿をよく残すもの。
Ａ．陸軍歩兵三十八連隊跡　奈良市高畑町、紀寺町
陸軍歩兵三十八連隊跡は現在奈良教育大、奈良市立病院、奈良女子大学附属中高等学校、紀
寺住宅一帯にあった、があげられる。特に奈良教育大学の敷地内には連隊の遺構が残っている。中で
も建造物として残るものは、糧秣倉庫と教育資料館である。糧秣倉庫は、教育資料館となっていて、倉
庫自体が改修され保存状態は良い。他方弾薬庫は長い間野ざらしで、痛みもかなり激しかったが、２０
１３年に改修された。
建造物としては残っていないが、付属小学校校舎北側には用途不明のレンガ積の遺構や、クラブハ

ウスと教育大学付属幼稚園の間には酒保への階段等が散見される。
これら連隊関係の遺構は奈良教育大学付属少学校の子どもたちの平和学習の教材として活用さ
れている。
教育大学の西南の紀寺住宅を東西に貫く道路は、滑走路の跡である。長さは３００ｍ程で、それほど
長くはない。白毫寺町に古くから住む方からの聞き取りでは、｢飛来したのはセスナ機クラスのもので、天
理方面から大和盆地東縁沿いに降下し、現在の高円高校付近で左に旋回して着陸していた。｣また｢
生駒方面に向けて離陸していた｣という。　
Ｂ．西方寺境内防空壕　奈良市油阪町
1944(昭和19)年３月に、国は「防空壕、待避所施設増強要綱」を告示し、防空壕、待避所をできるだ

け作ることを指示した。同月、奈良警察署は管内市町村長会議を開き、各家庭に少なくとも１個の防空
壕を作ることを決定した。この決定は各町内会長、警防団長に伝えられ、家庭１個以上、５人から10人
までの家族が楽に待避できる壕を作ることになった。こうして、奈良市内の至る所に防空壕が作られた。
戦後は、不必要となった防空壕は埋め戻されたり、放置されたりし、現在では小規模なものはほとんど
見ることはなくなった。こした状況でるが、奈良市油阪町にある西方寺には、今も当時のまま、５,６人が入
れるくらいの防空語が現存している。　
Ｃ．西光寺梵鐘　奈良市石木町
西光寺は、浄土真宗本願寺派(西本願寺)で開墓は１５０７(永正４)年とされる。２００７(平成１９)年の
秋に５００周年記念法要がおこなわれた。
現在の寺号は１６８３(天和３)年、本願寺寂如上人から下付された。
鐘楼には、１８２３(文政６)年銘が刻まれている梵鐘が架かっている。この梵鐘は第二次大戦末に供

出されてしまったが、溶かされる直前に終戦を迎え、その後「和州添下郡石堂村」の銘を頼りに寺に戻
ってきた。正に数奇な運命である。
梵鐘には、供出時の材質検査で、直径約２ｃｍの穴が縦に７か所空けられたが、現在もそのまま使用

している。
Ｄ．石碑　市内各所
戦争に関係する石碑は市内各所に見られる。その内容も１９４０(昭和１５)年に開催された紀元二千
六百年祭に関わる物、忠魂碑、戦没者慰霊塔等さまざまである。
中でも、有名なものとして『神武天皇聖蹟 鵄邑顕彰碑』があげられる。
この石碑は、いわゆる紀元2600年に向けて、神武天皇の伝承の舞台に登場する鵄邑の場所をめぐ
って当地争いが繰り広げられ、政府は、１９３８(昭和１３)年に｢神武天皇聖蹟調査委員会｣をつくり現
地調査が進め、結果、｢鵄邑｣は生駒郡北倭村(現在の生駒市上町)、と同郡富雄村両村付近とした。
そして時に両村の堺に建てられたものである。

記紀の伝承とは、｢神武天皇が、現在の富雄川沿いを本拠地にしていたとされる長髄彦と戦いにな
かなか勝利をものに出来なかった。あるとき急に空が暗くなってひょうが降り出した。そこへ金色の鵄が
飛んできて、神武天皇の弓先に止まった。その鵄は光り輝いて、その姿はまるで雷光のようであった。こ
のため長髄彦の軍の兵達は皆幻惑されて力を出すことが出来ず神武天皇が勝利した。その周辺を長
髄邑と言っていたが鵄邑と改めた｣というものである。
ちなみに、このことから、現在の富雄駅は１９４１(昭和１６)年９月に鵄邑駅と改称)(15)した。１９５３(昭
和２８)年になって再び富雄駅に戻り、現在に至っている。
Ｅ．池底のカッターボート　奈良市あやめいけ南町
あやめ池南町の蛙股池は、日本書紀に記された推古天皇の時代に作られた菅原池とする説があり、
現存する日本最古のため池とも呼ばれる。
大正時代、大阪軌道(現近鉄奈良線)が開通すると、あやめ池周辺は大阪から手軽な観光地として
賑わいを見せるようになり、静かなたたずまいの蛙股池も重要なスポットの１つとなった。しかし、この池に
も戦争の巻き込まれていくこととなった。蛙股池は１９４４(昭和１９)年から海軍予科練生のカッター(オー
ルを使って人力で航走するボート。兵員、物資の輸送や、救命艇などに使われた短艇のこと)練習場とな
った。現在でも池の水が減った時には、池底に沈められたボートが顔をのぞかせる。
また、１９４５(昭和２０)年３月の空襲で、大阪から焼け出された人 ２々０７名を、あやめ池厚生寮に収容

し、保護した記録が残っている。
(２)戦争の影を感じるもの
Ａ．空襲、機銃掃射　市内各所
奈良の空襲については、いくつか記録が残っている。１９４４(昭和１９)年８月11日、奈良にはじめて空
襲警報が発令。翌１９４５(昭和２０)年６月１日、Ｂ２９が来襲し法蓮町と法華寺町に焼夷弾を投下し、奈
良で初めての空襲となった。佐保国民学校(現佐保小学校)の運動場の真ん中と相撲道場あたり、近く
の民家にも焼夷弾が落ち、小学校１年生の少女が亡くなった。また、後日、白毫寺付近にも、爆弾が落と
されている。
他にも、現在のJR奈良駅、はぐくみセンター付近、現奈良女子高等学校、帯解駅、徳融寺(鳴川町)な

ども機銃掃射を受けている。月ヶ瀬や柳生でも機銃掃射にあった証言が残っている。
Ｂ．学童疎開　市内各所
奈良県は空襲の危険が少なかったので、大阪市の疎開児童を受け入れることになった。奈良市は
生野区の御幸森、生野、林寺の児童を受け入れた。寮舎には、寮母と作業員が配置され寮医もいた。
疎開児童は縁故疎開児童も含め、児童は近辺の国民学校に通学した。１９４５(昭和２０)年１月現在の
寮舎と受け入れ状況は下図の通りである。

奈良市内の各校の「沿革史」にも疎開児童を受け入れた事が記されている。その内容をいくつか紹
介すると、鼓阪、飛鳥国民学校では本校児童との交歓会を開くなどして、早く学校になじめるように努力
した。また、飛鳥国民学校では児童数が急に増えたため、1945(昭和20)年４月の新学期に１学級の児
童数を60人にした。1944(昭和19)年７月から大宮国民学校でも生野国民学校の児童243名を受け入
れた。９月には済美国民学校でも受入れ式が行われている。大安寺国民学校では1945(昭和20)年１
月、生野国民学校の集団疎開児童54人、帯解国民学校では1944(昭和19)年から20年にかけて縁故
疎開児童62人を受け入れた。
また、1945(昭和20)年４月には大阪の帝塚山学院の初等科３～６年生の児童約350人も、伏見村の
帝塚山中学校校舎へ疎開してきた。
たくさんの児童が疎開で集団生活をしている時、不幸な事故が起こった。
１９４５(昭和２０)年２月１０日真夜中の午前３時ころ、三条通の日の出旅館で火災が起こった。強い西
風が吹いていたため、９戸の旅館が全焼し、４戸が半焼するという大きな火災になり、多くの児童が焼け
出された。日の出旅館は御幸森国民学校の４・６年男子約１００名の寮舎になっていて、そのうちの４年
生児童２名が焼死するという不幸に見舞われた。焼けていない寮へ逃げてきた児童のショックは大きく、
｢どの子も天井をにらんだまま考え込んでいて、その夜、誰も眠る子はいなかった｣という。
当時近隣に住んでいた方の話によると｢その夜は警戒警報が出ていて外出できなった。警報が解除

されて外に出ると空が真っ赤になっていた。焼夷弾が落ちたかと思った｣という様子であった。
日の出旅館は現在は廃業して、建物は別のテナントとなっているが、旅館としての外観をわずかに残

している。これ以外にも、形は変わってしまっているが、戦争の影を感じる場所が多数ある。
この他にも、文化財の疎開、隠された震災などテーマとなるべきものは多々あるが、紙面の関係で別
の機会に譲ることとする。

４，まとめにかえて
戦争とあまり関係が無いと考えられることが多い奈良にも、戦争に関する遺産が多いのは理解頂け

たことだろうと思う。そして今の段階では、まだまだ掘り起せるものも多いと考える。例えば、都祁にあった
と言われる敵機の監視施設や、月ヶ瀬石打の亜炭採掘など興味が尽きない。今後、これらを早いうちに
記録することは不可欠である。そして、記録をガイドブックとして発行していく。またはWeb上で公開して
いくことで広く認知されていくと考える。
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これら戦争遺産をまとめていくうえで、誰もが平和で安心して暮らせる世の中にしていくという観点を
忘れてはならない。そのためには、戦争遺産の教材化も重要なものになる。教材化には、学校の職員や
地域の方々に、戦争のことに限らず自分たちの地域のことを知ってもらう必要がある。まず地域のことを
子どもに関わる大人が知り、子どもたちにどう伝えるか考え、そして教材化できるのではないだろうか。そ
の素材としても戦争遺産をまとめていくことは意義があると確信する。
また、奈良の隠れた歴史に光をあてることで、奈良に訪れる人に新たな魅力を提供でき、地域の活性
化にも役立つものとなるであろう。
奈良の、もう一つの観光ルートを、奈良を学んだ子どもたちが案内していく、そんな光景を実現したいも

のである。

【参考資料】
本来であれば脚注で詳細な説明をすべきであるが、紙面の関係上割愛した。ご容赦頂きたい。
奈良市史編集審議会　『奈良市史　通史四』　奈良市　1995
和田萃・安田次郎・幡鎌一弘・谷山正道・山上豊　『奈良県の歴史』 山川出版　2003
平城村史編集委員会 『平城村史』　平城村史編集委員会　1971
伏見町史刊行委員会 『伏見町史』　伏見町史刊行委員会　1981       
生駒郡富雄町史編纂委員会編 『富雄町史』 富雄町教育委員会　1954  
月ヶ瀬村史編集室   『月ヶ瀬村史』　月ヶ瀬村　1990
都祁村史刊行会編   『都祁村史』　都祁村史刊行会　1985
三條農家組合、三條水利組合編　『三條村史』　三條農家組合、三條水利組合  2006
大宮小学校創立五十周年記念事業実行委員会記念誌部編　『｢大宮｣五十年史』
  　                            大宮小学校創立五十周年記念事業実行委員会  1988
済美小学校創立百二十周年記念誌委員会編　『済美小学校百二十周年記念誌』
  　                  　        済美小学校百二十周年事業実行委員会  1993
中島大輔　｢私鉄による戦前開発地域の変容｣―奈良市菖蒲池南園住宅地の事例―
  　                    　　　　　　　　　　　　　  『立命館地理学』13所収　2001
安彦勘吾　｢学童集団疎開－受け入れ側の奈良県の場合｣                           
　　　　　　　　　　　　　木村博一先生退官記念会編『地域史と歴史教育』所収  1985      
梅澤静子　『学童集団疎開同行記』　編集工房ノア 1990                             
平和のための大阪の戦争展実行委員会・日本機関紙協会大阪府本部
　　 　　『大阪・奈良戦争遺跡歴史ガイドブック２』  日本機関紙出版センター　2003
奈良市　　｢殉国英霊供養塔｣リーフレット　1969
後呂忠一  ｢奈良・京都の空襲と東大寺の国宝疎開｣東大寺学園研究紀要７号所収　 1996 　
後呂忠一  ｢奈良市白毫寺の空襲と興福寺の国宝疎開｣奈良の歴史教育８ 
　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　奈良県歴史教育者協議会　1996
飯田汲事　｢昭和19年12月７日東南海地震の震害と震度分布｣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『東海地方地震・津波災害誌』所収　1977
旗だ提灯だ古都を彩る大行進　歓呼に沸く銃後の赤誠　大阪朝日新聞　1937.10.29
興福寺境内から防空壕　奈良新聞　2011.08.11　   
小さな地蔵願う平和　毎日新聞　2011.10.30 

－　29　－



奈良の戦争遺産について

研究員・深澤吉隆　　　
　　　

１，はじめに
奈良に住む多くの人々が抱く第二次世界大戦に対するイメージは、｢奈良は古い文化財が多いので
戦禍から免れた｣というもので、いわゆるウォーナー伝説と言われるもので、アメリカ人のウォーナー博士の
提言により、奈良と京都が爆撃対象から外れたとされるものである。
他方、戦禍を免れた奈良市であるが平和への取組は熱心で、奈良市の全ての小学校の修学旅行

は広島に行っている。中学校の約半数は沖縄への修学旅行となっている。これらの学校の修学旅行
の大きな目的の一つが平和学習であり、広島の原爆や沖縄戦についての学習を行っている。修学旅行
が沖縄でない中学についても、東京、長野、瀬戸内、長崎、鹿児島などで平和学習を実施している。し
かしながら、戦争時代の奈良について学習している学校は少数である。
それでは実際はどうだったのであろうか。ウォーナー自身がウォーナー伝説を否定していることは、現
在定説となりつつある。この奈良についても、他の多くの都市と比較すれば戦災は少なかったかもしれな
いが、奈良市に関しては満州事変以降だけでも、５，０００人を超える人が命を落としている。また、あまり
知られていないが市内各地に、戦争の時代を物語る有形、無形の遺産が残されている。このことから、
奈良は決して戦争と無関係ではなく、戦時体制中に組み込まれていたことがわかる。
こうした奈良の戦争の時代に目を向けていくことは、子どもたちにも戦争を単なる知識としてではなく、

より身近な問題として捉えるきっかけになるのではなかと考える。
ただ、戦後７０余年の歳月は、戦争の時代を風化させ、真実が伝わりにくくなってきている。そこで、これ

ら有形、無形の遺産を、後世に伝わるようにするには、何をどうしたらよいのか考える時期に来ていると言
える。
さらに、現在あまり知られていない遺産にスポットを当てることで、新たな奈良の魅力を引き出せる可能
性も秘めていると考える。
　　

２，これまでの研究等
戦争の時代の奈良のことについては、これまでも数多くの書籍、論文、文集等にまとめられている。そ

の中で最も多いのは戦争体験者の手記である。現在の奈良市を構成している旧町村や、学校、有志な
どでまとめられているものが多い。
戦争時代の奈良の行政、教育、文化等についても多くの著作や論文があるが、中でも『奈良市史』
通史４　第５章「戦争と奈良」にはそれらが詳しくまとめられている。
戦争遺産では、奈良市の広い範囲の遺産を紹介したものとしては『大阪奈良戦争遺跡歴史ガイド

マップ２』が唯一ではないだろうか。ただ戦争遺産については、活字媒体ではないがWeb上でも公開さ
れているものが多くある。
教材としては、奈良の戦争時代を題材とした、『よりそい高めあう学習を』～奈良にあった戦争～が奈

良市教育委員会より各学校に配布されている。
なお、これらの活字媒体については、奈良県立図書情報館に多く収蔵されており、閲覧することが可
能である。

３，戦争遺産の現状
次に、奈良市内の戦争遺産の現状を見ていきたいと思う。
(１) 当時の姿をよく残すもの。
Ａ．陸軍歩兵三十八連隊跡　奈良市高畑町、紀寺町
陸軍歩兵三十八連隊跡は現在奈良教育大、奈良市立病院、奈良女子大学附属中高等学校、紀
寺住宅一帯にあった、があげられる。特に奈良教育大学の敷地内には連隊の遺構が残っている。中で
も建造物として残るものは、糧秣倉庫と教育資料館である。糧秣倉庫は、教育資料館となっていて、倉
庫自体が改修され保存状態は良い。他方弾薬庫は長い間野ざらしで、痛みもかなり激しかったが、２０
１３年に改修された。
建造物としては残っていないが、付属小学校校舎北側には用途不明のレンガ積の遺構や、クラブハ

ウスと教育大学付属幼稚園の間には酒保への階段等が散見される。
これら連隊関係の遺構は奈良教育大学付属少学校の子どもたちの平和学習の教材として活用さ
れている。
教育大学の西南の紀寺住宅を東西に貫く道路は、滑走路の跡である。長さは３００ｍ程で、それほど
長くはない。白毫寺町に古くから住む方からの聞き取りでは、｢飛来したのはセスナ機クラスのもので、天
理方面から大和盆地東縁沿いに降下し、現在の高円高校付近で左に旋回して着陸していた。｣また｢
生駒方面に向けて離陸していた｣という。　
Ｂ．西方寺境内防空壕　奈良市油阪町
1944(昭和19)年３月に、国は「防空壕、待避所施設増強要綱」を告示し、防空壕、待避所をできるだ

け作ることを指示した。同月、奈良警察署は管内市町村長会議を開き、各家庭に少なくとも１個の防空
壕を作ることを決定した。この決定は各町内会長、警防団長に伝えられ、家庭１個以上、５人から10人
までの家族が楽に待避できる壕を作ることになった。こうして、奈良市内の至る所に防空壕が作られた。
戦後は、不必要となった防空壕は埋め戻されたり、放置されたりし、現在では小規模なものはほとんど
見ることはなくなった。こした状況でるが、奈良市油阪町にある西方寺には、今も当時のまま、５,６人が入
れるくらいの防空語が現存している。　
Ｃ．西光寺梵鐘　奈良市石木町
西光寺は、浄土真宗本願寺派(西本願寺)で開墓は１５０７(永正４)年とされる。２００７(平成１９)年の
秋に５００周年記念法要がおこなわれた。
現在の寺号は１６８３(天和３)年、本願寺寂如上人から下付された。
鐘楼には、１８２３(文政６)年銘が刻まれている梵鐘が架かっている。この梵鐘は第二次大戦末に供

出されてしまったが、溶かされる直前に終戦を迎え、その後「和州添下郡石堂村」の銘を頼りに寺に戻
ってきた。正に数奇な運命である。
梵鐘には、供出時の材質検査で、直径約２ｃｍの穴が縦に７か所空けられたが、現在もそのまま使用

している。
Ｄ．石碑　市内各所
戦争に関係する石碑は市内各所に見られる。その内容も１９４０(昭和１５)年に開催された紀元二千
六百年祭に関わる物、忠魂碑、戦没者慰霊塔等さまざまである。
中でも、有名なものとして『神武天皇聖蹟 鵄邑顕彰碑』があげられる。
この石碑は、いわゆる紀元2600年に向けて、神武天皇の伝承の舞台に登場する鵄邑の場所をめぐ
って当地争いが繰り広げられ、政府は、１９３８(昭和１３)年に｢神武天皇聖蹟調査委員会｣をつくり現
地調査が進め、結果、｢鵄邑｣は生駒郡北倭村(現在の生駒市上町)、と同郡富雄村両村付近とした。
そして時に両村の堺に建てられたものである。

記紀の伝承とは、｢神武天皇が、現在の富雄川沿いを本拠地にしていたとされる長髄彦と戦いにな
かなか勝利をものに出来なかった。あるとき急に空が暗くなってひょうが降り出した。そこへ金色の鵄が
飛んできて、神武天皇の弓先に止まった。その鵄は光り輝いて、その姿はまるで雷光のようであった。こ
のため長髄彦の軍の兵達は皆幻惑されて力を出すことが出来ず神武天皇が勝利した。その周辺を長
髄邑と言っていたが鵄邑と改めた｣というものである。
ちなみに、このことから、現在の富雄駅は１９４１(昭和１６)年９月に鵄邑駅と改称)(15)した。１９５３(昭
和２８)年になって再び富雄駅に戻り、現在に至っている。
Ｅ．池底のカッターボート　奈良市あやめいけ南町
あやめ池南町の蛙股池は、日本書紀に記された推古天皇の時代に作られた菅原池とする説があり、
現存する日本最古のため池とも呼ばれる。
大正時代、大阪軌道(現近鉄奈良線)が開通すると、あやめ池周辺は大阪から手軽な観光地として
賑わいを見せるようになり、静かなたたずまいの蛙股池も重要なスポットの１つとなった。しかし、この池に
も戦争の巻き込まれていくこととなった。蛙股池は１９４４(昭和１９)年から海軍予科練生のカッター(オー
ルを使って人力で航走するボート。兵員、物資の輸送や、救命艇などに使われた短艇のこと)練習場とな
った。現在でも池の水が減った時には、池底に沈められたボートが顔をのぞかせる。
また、１９４５(昭和２０)年３月の空襲で、大阪から焼け出された人 ２々０７名を、あやめ池厚生寮に収容

し、保護した記録が残っている。
(２)戦争の影を感じるもの
Ａ．空襲、機銃掃射　市内各所
奈良の空襲については、いくつか記録が残っている。１９４４(昭和１９)年８月11日、奈良にはじめて空
襲警報が発令。翌１９４５(昭和２０)年６月１日、Ｂ２９が来襲し法蓮町と法華寺町に焼夷弾を投下し、奈
良で初めての空襲となった。佐保国民学校(現佐保小学校)の運動場の真ん中と相撲道場あたり、近く
の民家にも焼夷弾が落ち、小学校１年生の少女が亡くなった。また、後日、白毫寺付近にも、爆弾が落と
されている。
他にも、現在のJR奈良駅、はぐくみセンター付近、現奈良女子高等学校、帯解駅、徳融寺(鳴川町)な

ども機銃掃射を受けている。月ヶ瀬や柳生でも機銃掃射にあった証言が残っている。
Ｂ．学童疎開　市内各所
奈良県は空襲の危険が少なかったので、大阪市の疎開児童を受け入れることになった。奈良市は
生野区の御幸森、生野、林寺の児童を受け入れた。寮舎には、寮母と作業員が配置され寮医もいた。
疎開児童は縁故疎開児童も含め、児童は近辺の国民学校に通学した。１９４５(昭和２０)年１月現在の
寮舎と受け入れ状況は下図の通りである。

奈良市内の各校の「沿革史」にも疎開児童を受け入れた事が記されている。その内容をいくつか紹
介すると、鼓阪、飛鳥国民学校では本校児童との交歓会を開くなどして、早く学校になじめるように努力
した。また、飛鳥国民学校では児童数が急に増えたため、1945(昭和20)年４月の新学期に１学級の児
童数を60人にした。1944(昭和19)年７月から大宮国民学校でも生野国民学校の児童243名を受け入
れた。９月には済美国民学校でも受入れ式が行われている。大安寺国民学校では1945(昭和20)年１
月、生野国民学校の集団疎開児童54人、帯解国民学校では1944(昭和19)年から20年にかけて縁故
疎開児童62人を受け入れた。
また、1945(昭和20)年４月には大阪の帝塚山学院の初等科３～６年生の児童約350人も、伏見村の
帝塚山中学校校舎へ疎開してきた。
たくさんの児童が疎開で集団生活をしている時、不幸な事故が起こった。
１９４５(昭和２０)年２月１０日真夜中の午前３時ころ、三条通の日の出旅館で火災が起こった。強い西
風が吹いていたため、９戸の旅館が全焼し、４戸が半焼するという大きな火災になり、多くの児童が焼け
出された。日の出旅館は御幸森国民学校の４・６年男子約１００名の寮舎になっていて、そのうちの４年
生児童２名が焼死するという不幸に見舞われた。焼けていない寮へ逃げてきた児童のショックは大きく、
｢どの子も天井をにらんだまま考え込んでいて、その夜、誰も眠る子はいなかった｣という。
当時近隣に住んでいた方の話によると｢その夜は警戒警報が出ていて外出できなった。警報が解除

されて外に出ると空が真っ赤になっていた。焼夷弾が落ちたかと思った｣という様子であった。
日の出旅館は現在は廃業して、建物は別のテナントとなっているが、旅館としての外観をわずかに残

している。これ以外にも、形は変わってしまっているが、戦争の影を感じる場所が多数ある。
この他にも、文化財の疎開、隠された震災などテーマとなるべきものは多々あるが、紙面の関係で別
の機会に譲ることとする。

４，まとめにかえて
戦争とあまり関係が無いと考えられることが多い奈良にも、戦争に関する遺産が多いのは理解頂け

たことだろうと思う。そして今の段階では、まだまだ掘り起せるものも多いと考える。例えば、都祁にあった
と言われる敵機の監視施設や、月ヶ瀬石打の亜炭採掘など興味が尽きない。今後、これらを早いうちに
記録することは不可欠である。そして、記録をガイドブックとして発行していく。またはWeb上で公開して
いくことで広く認知されていくと考える。

これら戦争遺産をまとめていくうえで、誰もが平和で安心して暮らせる世の中にしていくという観点を
忘れてはならない。そのためには、戦争遺産の教材化も重要なものになる。教材化には、学校の職員や
地域の方々に、戦争のことに限らず自分たちの地域のことを知ってもらう必要がある。まず地域のことを
子どもに関わる大人が知り、子どもたちにどう伝えるか考え、そして教材化できるのではないだろうか。そ
の素材としても戦争遺産をまとめていくことは意義があると確信する。
また、奈良の隠れた歴史に光をあてることで、奈良に訪れる人に新たな魅力を提供でき、地域の活性
化にも役立つものとなるであろう。
奈良の、もう一つの観光ルートを、奈良を学んだ子どもたちが案内していく、そんな光景を実現したいも

のである。
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「庚申さん」
～地域での取り組み～

奈良町資料館　館長　南　哲朗　　　
　　　

１．はじめに（序論）
〇プロフィール　　奈良町資料館　館長　南　哲朗
〇奈良町資料館の取り組み　　　　
・幼稚園、小、中学校の校外展示場、奈良県や奈良市との国際交流連携などの取組み。
・地域密着型、町の資料館として大人も子供も楽しめる、世界遺産学習として地域教育協議会等連携、職場
体験等。

この論文のテーマは「庚申さん」つまり庚申信仰の各地域（大阪、京都、福井、奈良）での取り組みや奈良町庚
申堂と奈良町資料館の活動についてである。
（庚申信仰；以降庚申さん）とは、江戸時代ごろをピークに日本全国に広まった民間信仰である。青面金剛を主
尊とし、御堂や塔を建てその仏像や塚を祀ることで、人々は無病息災や厄除けなど、様 な々願いを託したとされ
る。しかし、現代においてこうした庚申さんは薄れ、全国に庚申堂がいくつか残っているものの、その伝承や信仰は
人々に忘れ去られてしまっている部分もある。今回各地域での歴史や活動をまとめ、考察を行うことで、今後庚申
さんをより広い世代、また次の世代に伝えていくための一助となると考えている。　
２．研究概要
○目的
各地区の庚申堂の歴史や活動をまとめ、その状況を比較すること、
また現在の顧客層（今回は奈良町資料館に絞る）について認識し、今後どのような展開をしていくべきか考
察することを目的としている。
○調査手法
庚申堂のある各地域（大阪、京都、福井、奈良）を対象に、これまでの歴史、現地での聞き込み、庚申堂関
係者との交流を行った。また奈良町庚申堂と奈良町資料館を訪れた人を対象にアンケートも実施した。庚
申信仰の歴史については文献を参照した。（庚申堂は全国に有るが、今回は4カ所に限定した）
また2016年11月27日に全国庚申フォーラムを行った。
この全国庚申フォーラムでは、２０１６年１０月～１１月に実施した「庚申さん絵画展」における幼稚園児、小
中学校児童生徒の表彰式も併せて行なった。
又、フォーラムの前半には大学生の研究発表を行い、後半には各庚申堂関係者による発表とパネルディス
カッションを通じて情報交換も実施した。

３．結果から見えてきたもの　
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現代の庚申堂
かつては60日に一度ある庚申日に徹夜をする行事、庚

申待ちが行われていたが、四庚申堂の中で現在も徹夜を
している所はない。初庚申（その年の初めての庚申日）に
は、京都や大阪では護摩焚きが行われる。
右下写真は現在の奈良町庚申堂を御開帳した際の
様子である。御堂を御開帳し酒などをお供えし、御経を
あげる。御開帳する日も庚申日でなく、同じ堂内に祀られて
いる地蔵尊の縁日に御堂が開かれ、その際青面金剛像
の姿を拝むことができる。
また庚申日にこんにゃくを食べるという風習が古くからあ
るが、こうした風習は現在でも各庚申堂に残っていることが分かった。庚申堂によってこんにゃくが提供さ
れている所（京都・大阪）と、近隣の店舗によって提供されている所（福井・奈良）に分かれる。身代わり
申も各地域に残っており、地域によってくくり猿、願い申とも呼ばれている。奈良町の物は赤であるが、京
都では様 な々色の申がある。
庚申信仰の行事は、現在は昔よりも簡略化しているものの、寺や地域の保存会などによって地域の
重要な一行事として定着しつつあることが伺える。
なお、平成3年ごろの奈良町庚申堂の春祭りの様子と、それに関する記事があったため、上に記載し
ている。加えて奈良町資料館では世界遺産学習として奈良市と連携している。
庚申信仰のみならず、奈良の魅力を後の世代に伝えるために、「誇りを持ち、他人を尊敬し、調べた
事を語れる人になる」という三点を主軸に園児、生徒や児童、又は学生にもお寺体験や庚申ウォーク体
験学習やイベント活動を行っている。（左下二枚の写真を参照）
　奈良町資料館内の案内に加えて、庚申堂や町内各地の案内を行っているが、こうした活動は、庚申信仰の

行事が廃れてしまった現在において、次の世代に庚申信仰について知ってもらうために重要なことであると考え
ている。

アンケート結果　
奈良町庚申堂と奈良町資料館を訪れた130名を対象にアンケートを行った結果は以下の通りである。女性の

参拝客が圧倒的に多く、特に50～60代の女性が多く訪れていることが分かった。男女とも60代が最も多く、若年
層があまり訪れていない点が問題点として挙げられるだろう。どこから来たかという質問については中部、関東、
関西のほぼ三つに分かれ、関西から来たと答えた人の６分の１が奈良の人であった。
庚申信仰、身代わり申の知名度については次頁図の通り。どちらも知らないと答えた人が５０％強で、館内や御

堂に分かりやすい案内などを置くなどして、認知度を上げる必要があるだろう。　奈良町を訪れたことがあるかと
いう質問に対しては、対象者の7割以上がリピーターであるという結果が出た。これは非常によい強みであるだろう
。奈良町という環境を気に入り、足を運ぶ観光客が多い中で、庚申さんをうまく絡めて紹介し、覚えて帰ってもらうこ
とができれば、庚申さんの認知に関し貢献できるだろう。　庚申さんにお願いする言葉としては健康が最も多く、次
に家内安全、心願成就、厄除けなどの願いを託しているという結果も出た。このあたりの、願い事のニーズに応え
ることも集客にあたり重要な要素になるだろう。

庚申フォーラム

2016年11月27日に行った全国庚申フォーラムでは、各庚申堂関係者による発表やパネル
ディスカッション、「庚申さん絵画展」の表彰、大学生の発表などが行われ、一時は会場が
満席になるほどの盛況であった。フォーラム後には懇親会も行い、奈良市長や小浜市教育
長も参加して頂き、更に親交を深めることができた。スケジュール、発表内容は別表の通りで
ある。このフォーラムを開催して得たことは、東大寺二月堂内庚申さんのルーツや他地域の
新たな知見を得られたこと、又、資料やインターネットで知るだけでなく、庚申堂にかかわる人
々の生の声が聞けたことで、何を大切に思い活動されているのか理解できたことである。お
互いの歴史、文化に気づき、学び、考えるよい機会であっただろう。特に福井県の小浜庚申

堂は、庚申堂で町興しフェスタを行うなど、地域と連携して積極的に活動されている。奈良町も小浜市と同様、観光地
ではあるものの、町全体としては高齢化しており、町興しなどで若い世代や観光客を呼び込む必要があるため、学ぶと
ころが多かったように思う。また会場で行ったアンケートには、自主的に庚申堂について調べていると書かれている方が
複数人見え、そうした熱心な歴史ファンの方 と々の交流も、今後必要になってくるだろう。
今回は第一回目のフォーラムであり、こうした繋がりを今後も継続していくことが重要であると思われる。
また今回、広く人々に庚申さんについて知ってもらうための試みの一つとして、庚申さん絵画展を開催した。子供の
部、大人の部の二部門を置き、全国庚申フォーラムの際に表彰式を行った。作品は全部で５３作品集まり、庚申さんに
ついて触れてもらうためのよいきっかけとなったと感じた。

４．全体考察
これらの研究結果より、奈良町庚申堂には何があり、何が足りないのかが分かってきた。まず奈良町庚申堂に

あるものは、こんにゃく炊きや身代り申といったものが周辺の店舗によってまかなわれているという点である。また関
西からの顧客、高齢世代の女性顧客、リピーター顧客の多さもその良さであるといえるだろう。一方足りないものと
しては、まず庚申縁日に大きな行事がないことである。また東北・九州からの顧客数の少なさ、身代り申の知名度、
男性顧客の少なさも挙げられる。そして最も重要な不足点は、若者世代の少なさである。広い世代、次の世代に
庚申信仰を伝えていくための論と書いたが、前述の不足点はまだそうした世代に庚申さんについて伝えきれてい
ないということを表している。
これら課題においては、各堂単位での活動のみならず、近隣の観光施設との連携や、小学校の歴史教育に
取り入れてもらうなどの、外部とのかかわりが必要になってくるだろう。奈良町資料館では世界遺産学習と称して、
庚申さんも含め、奈良の文化を若い世代に伝える活動を行っている。このように常に外部に働きかけ情報発信し
ていくことにより、若い世代が庚申さんについて知るきっかけになるだろう。
また伝統文化を伝える為にも、全国庚申フォーラムのような、定期的に情報交換を行う場を設けることが重要で

あり、前述のように今後も何らかの形で継続していくことが必要であるだろう。

５．計画表

６．まとめ
庚申さんに深い関わりのある申年であった２０１６年、奈良町資料館と

して様 な々活動を行ってきた。例年行っている山焼きや大文字鑑賞会、
中学生の職場体験や世界遺産学習に関わるツアーに加えて、本年度
は新しい試みとして全国庚申フォーラムを行った。庚申さんをより広い世
代に伝えるためには、信仰として伝えるのではなく、地域の伝承、また地
域の歴史に関わるものとして、切り口を変えて伝えていくことも時に必要
であるように思う。
時代に沿って柔軟に対応していくことも必要である。誰もが情報を発

信できる立場にある現代では、発信こそ容易であるが、情報量の多さから伝えたい人々、特に庚申さんについて
知らない層へ伝えると言うことは難しくなっているのかもしれない。
庚申さんの理解を深めるためには、様 な々行政、学校、機関と連携する努力も求められる。
当資料館のスタンスである「観光と教育の連携」を念頭に、2017年以降も庚申さんについてより広く知ってもら

うために活動を続ける考えである。

７．御礼の言葉　　
本研究を進めるにあたり、ご指導を頂きました以下皆様に感謝致します。
　筒井  寛昭 東大寺長老　
　村内  俊雄 奈良地域デザイン研究所代表、大阪経済法科大学 客員教授　 
　大石　 正 G&L共生研究所  所長　奈良女子大学名誉教授  奈良佐保短期大学前学長　　
　池原　健二 G&L共生研究所　GADV研究室長   奈良女子大名誉教授  (放送大学奈良学習ｾﾞﾝﾀｰ 前所長）
　岩井　洋 帝塚山大学　学長
　牟田口 章人 帝塚山大学文学部文化創造学科教授
　森栄  徹　     大阪経済法科大学教授　（元読売新聞奈良支社長）
　鹿谷　 勲 奈良民俗文化研究所 代表
　木村 都 元奈良佐保短期大学　教授
　森下 博 福井県小浜市教育長　　
　佐野　達也 福井県小浜西組町並み協議会地域活性化委員長
　澤谷 欣弘 福井県小浜市庚申堂世話人会代表
　奥村 真永　 大黒山金剛寺八坂庚申堂　住職
　山岡 武明 和宗総本山四天王寺　参詣課課長
　河邊 啓法　 和宗総本山四天王寺総務部参詣課
　杉本 哲也　 奈良県美術人協会員　奈良市立春日中学校教員　
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「庚申さん」
～地域での取り組み～

奈良町資料館　館長　南　哲朗　　　
　　　

１．はじめに（序論）
〇プロフィール　　奈良町資料館　館長　南　哲朗
〇奈良町資料館の取り組み　　　　
・幼稚園、小、中学校の校外展示場、奈良県や奈良市との国際交流連携などの取組み。
・地域密着型、町の資料館として大人も子供も楽しめる、世界遺産学習として地域教育協議会等連携、職場
体験等。

この論文のテーマは「庚申さん」つまり庚申信仰の各地域（大阪、京都、福井、奈良）での取り組みや奈良町庚
申堂と奈良町資料館の活動についてである。
（庚申信仰；以降庚申さん）とは、江戸時代ごろをピークに日本全国に広まった民間信仰である。青面金剛を主
尊とし、御堂や塔を建てその仏像や塚を祀ることで、人々は無病息災や厄除けなど、様 な々願いを託したとされ
る。しかし、現代においてこうした庚申さんは薄れ、全国に庚申堂がいくつか残っているものの、その伝承や信仰は
人々に忘れ去られてしまっている部分もある。今回各地域での歴史や活動をまとめ、考察を行うことで、今後庚申
さんをより広い世代、また次の世代に伝えていくための一助となると考えている。　
２．研究概要
○目的
各地区の庚申堂の歴史や活動をまとめ、その状況を比較すること、
また現在の顧客層（今回は奈良町資料館に絞る）について認識し、今後どのような展開をしていくべきか考
察することを目的としている。
○調査手法
庚申堂のある各地域（大阪、京都、福井、奈良）を対象に、これまでの歴史、現地での聞き込み、庚申堂関
係者との交流を行った。また奈良町庚申堂と奈良町資料館を訪れた人を対象にアンケートも実施した。庚
申信仰の歴史については文献を参照した。（庚申堂は全国に有るが、今回は4カ所に限定した）
また2016年11月27日に全国庚申フォーラムを行った。
この全国庚申フォーラムでは、２０１６年１０月～１１月に実施した「庚申さん絵画展」における幼稚園児、小
中学校児童生徒の表彰式も併せて行なった。
又、フォーラムの前半には大学生の研究発表を行い、後半には各庚申堂関係者による発表とパネルディス
カッションを通じて情報交換も実施した。

３．結果から見えてきたもの　

現代の庚申堂
かつては60日に一度ある庚申日に徹夜をする行事、庚

申待ちが行われていたが、四庚申堂の中で現在も徹夜を
している所はない。初庚申（その年の初めての庚申日）に
は、京都や大阪では護摩焚きが行われる。
右下写真は現在の奈良町庚申堂を御開帳した際の
様子である。御堂を御開帳し酒などをお供えし、御経を
あげる。御開帳する日も庚申日でなく、同じ堂内に祀られて
いる地蔵尊の縁日に御堂が開かれ、その際青面金剛像
の姿を拝むことができる。
また庚申日にこんにゃくを食べるという風習が古くからあ
るが、こうした風習は現在でも各庚申堂に残っていることが分かった。庚申堂によってこんにゃくが提供さ
れている所（京都・大阪）と、近隣の店舗によって提供されている所（福井・奈良）に分かれる。身代わり
申も各地域に残っており、地域によってくくり猿、願い申とも呼ばれている。奈良町の物は赤であるが、京
都では様 な々色の申がある。
庚申信仰の行事は、現在は昔よりも簡略化しているものの、寺や地域の保存会などによって地域の

重要な一行事として定着しつつあることが伺える。
なお、平成3年ごろの奈良町庚申堂の春祭りの様子と、それに関する記事があったため、上に記載し
ている。加えて奈良町資料館では世界遺産学習として奈良市と連携している。
庚申信仰のみならず、奈良の魅力を後の世代に伝えるために、「誇りを持ち、他人を尊敬し、調べた
事を語れる人になる」という三点を主軸に園児、生徒や児童、又は学生にもお寺体験や庚申ウォーク体
験学習やイベント活動を行っている。（左下二枚の写真を参照）
　奈良町資料館内の案内に加えて、庚申堂や町内各地の案内を行っているが、こうした活動は、庚申信仰の

行事が廃れてしまった現在において、次の世代に庚申信仰について知ってもらうために重要なことであると考え
ている。

アンケート結果　
奈良町庚申堂と奈良町資料館を訪れた130名を対象にアンケートを行った結果は以下の通りである。女性の

参拝客が圧倒的に多く、特に50～60代の女性が多く訪れていることが分かった。男女とも60代が最も多く、若年
層があまり訪れていない点が問題点として挙げられるだろう。どこから来たかという質問については中部、関東、
関西のほぼ三つに分かれ、関西から来たと答えた人の６分の１が奈良の人であった。
庚申信仰、身代わり申の知名度については次頁図の通り。どちらも知らないと答えた人が５０％強で、館内や御

「庚申さん」～地域での取り組み～　　　　　　奈良町資料館　館長　南　哲朗

堂に分かりやすい案内などを置くなどして、認知度を上げる必要があるだろう。　奈良町を訪れたことがあるかと
いう質問に対しては、対象者の7割以上がリピーターであるという結果が出た。これは非常によい強みであるだろう
。奈良町という環境を気に入り、足を運ぶ観光客が多い中で、庚申さんをうまく絡めて紹介し、覚えて帰ってもらうこ
とができれば、庚申さんの認知に関し貢献できるだろう。　庚申さんにお願いする言葉としては健康が最も多く、次
に家内安全、心願成就、厄除けなどの願いを託しているという結果も出た。このあたりの、願い事のニーズに応え
ることも集客にあたり重要な要素になるだろう。

庚申フォーラム

2016年11月27日に行った全国庚申フォーラムでは、各庚申堂関係者による発表やパネル
ディスカッション、「庚申さん絵画展」の表彰、大学生の発表などが行われ、一時は会場が
満席になるほどの盛況であった。フォーラム後には懇親会も行い、奈良市長や小浜市教育
長も参加して頂き、更に親交を深めることができた。スケジュール、発表内容は別表の通りで
ある。このフォーラムを開催して得たことは、東大寺二月堂内庚申さんのルーツや他地域の
新たな知見を得られたこと、又、資料やインターネットで知るだけでなく、庚申堂にかかわる人
々の生の声が聞けたことで、何を大切に思い活動されているのか理解できたことである。お
互いの歴史、文化に気づき、学び、考えるよい機会であっただろう。特に福井県の小浜庚申

堂は、庚申堂で町興しフェスタを行うなど、地域と連携して積極的に活動されている。奈良町も小浜市と同様、観光地
ではあるものの、町全体としては高齢化しており、町興しなどで若い世代や観光客を呼び込む必要があるため、学ぶと
ころが多かったように思う。また会場で行ったアンケートには、自主的に庚申堂について調べていると書かれている方が
複数人見え、そうした熱心な歴史ファンの方 と々の交流も、今後必要になってくるだろう。
今回は第一回目のフォーラムであり、こうした繋がりを今後も継続していくことが重要であると思われる。
また今回、広く人々に庚申さんについて知ってもらうための試みの一つとして、庚申さん絵画展を開催した。子供の
部、大人の部の二部門を置き、全国庚申フォーラムの際に表彰式を行った。作品は全部で５３作品集まり、庚申さんに
ついて触れてもらうためのよいきっかけとなったと感じた。

４．全体考察
これらの研究結果より、奈良町庚申堂には何があり、何が足りないのかが分かってきた。まず奈良町庚申堂に

あるものは、こんにゃく炊きや身代り申といったものが周辺の店舗によってまかなわれているという点である。また関
西からの顧客、高齢世代の女性顧客、リピーター顧客の多さもその良さであるといえるだろう。一方足りないものと
しては、まず庚申縁日に大きな行事がないことである。また東北・九州からの顧客数の少なさ、身代り申の知名度、
男性顧客の少なさも挙げられる。そして最も重要な不足点は、若者世代の少なさである。広い世代、次の世代に
庚申信仰を伝えていくための論と書いたが、前述の不足点はまだそうした世代に庚申さんについて伝えきれてい
ないということを表している。
これら課題においては、各堂単位での活動のみならず、近隣の観光施設との連携や、小学校の歴史教育に
取り入れてもらうなどの、外部とのかかわりが必要になってくるだろう。奈良町資料館では世界遺産学習と称して、
庚申さんも含め、奈良の文化を若い世代に伝える活動を行っている。このように常に外部に働きかけ情報発信し
ていくことにより、若い世代が庚申さんについて知るきっかけになるだろう。
また伝統文化を伝える為にも、全国庚申フォーラムのような、定期的に情報交換を行う場を設けることが重要で

あり、前述のように今後も何らかの形で継続していくことが必要であるだろう。

５．計画表

６．まとめ
庚申さんに深い関わりのある申年であった２０１６年、奈良町資料館と

して様 な々活動を行ってきた。例年行っている山焼きや大文字鑑賞会、
中学生の職場体験や世界遺産学習に関わるツアーに加えて、本年度
は新しい試みとして全国庚申フォーラムを行った。庚申さんをより広い世
代に伝えるためには、信仰として伝えるのではなく、地域の伝承、また地
域の歴史に関わるものとして、切り口を変えて伝えていくことも時に必要
であるように思う。
時代に沿って柔軟に対応していくことも必要である。誰もが情報を発

信できる立場にある現代では、発信こそ容易であるが、情報量の多さから伝えたい人々、特に庚申さんについて
知らない層へ伝えると言うことは難しくなっているのかもしれない。
庚申さんの理解を深めるためには、様 な々行政、学校、機関と連携する努力も求められる。
当資料館のスタンスである「観光と教育の連携」を念頭に、2017年以降も庚申さんについてより広く知ってもら

うために活動を続ける考えである。

７．御礼の言葉　　
本研究を進めるにあたり、ご指導を頂きました以下皆様に感謝致します。
　筒井  寛昭 東大寺長老　
　村内  俊雄 奈良地域デザイン研究所代表、大阪経済法科大学 客員教授　 
　大石　 正 G&L共生研究所  所長　奈良女子大学名誉教授  奈良佐保短期大学前学長　　
　池原　健二 G&L共生研究所　GADV研究室長   奈良女子大名誉教授  (放送大学奈良学習ｾﾞﾝﾀｰ 前所長）
　岩井　洋 帝塚山大学　学長
　牟田口 章人 帝塚山大学文学部文化創造学科教授
　森栄  徹　     大阪経済法科大学教授　（元読売新聞奈良支社長）
　鹿谷　 勲 奈良民俗文化研究所 代表
　木村 都 元奈良佐保短期大学　教授
　森下 博 福井県小浜市教育長　　
　佐野　達也 福井県小浜西組町並み協議会地域活性化委員長
　澤谷 欣弘 福井県小浜市庚申堂世話人会代表
　奥村 真永　 大黒山金剛寺八坂庚申堂　住職
　山岡 武明 和宗総本山四天王寺　参詣課課長
　河邊 啓法　 和宗総本山四天王寺総務部参詣課
　杉本 哲也　 奈良県美術人協会員　奈良市立春日中学校教員　

８．参考文献
　庚申懇話会 (1978)   『庚申　民間信仰の研究』　同朋舎
　新谷尚紀 (2003)　『なぜ日本人は賽銭を投げるのか―民俗信仰を読み解く』　文藝春秋
　柳田国男 (1955)  『年中行事覚書』　修道社
　五来重ほか (1979)　『講座・日本の民俗宗教３神観念と民俗』　弘文堂
　民俗学研究所 (1954)　『年中行事図説』　岩崎書店
　芦田正次郎 (2012)　『路傍の庚申塔―生活の中の信仰―』慶友社
　石上裕之 (2013)　『近世庚申塔の考古学』　慶応義塾大学出版会
　飯田道夫 (1991)　『日待・月待・庚申待』　人文書院
　窪徳忠 (1963)   『庚申信仰の研究』　帝国書院
　地域デザイン学会 (2016)   『地域デザインNo.8　特集　地域文化と地域経営』　瀬戸内人
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「庚申さん」
～地域での取り組み～

奈良町資料館　館長　南　哲朗　　　
　　　

１．はじめに（序論）
〇プロフィール　　奈良町資料館　館長　南　哲朗
〇奈良町資料館の取り組み　　　　
・幼稚園、小、中学校の校外展示場、奈良県や奈良市との国際交流連携などの取組み。
・地域密着型、町の資料館として大人も子供も楽しめる、世界遺産学習として地域教育協議会等連携、職場
体験等。

この論文のテーマは「庚申さん」つまり庚申信仰の各地域（大阪、京都、福井、奈良）での取り組みや奈良町庚
申堂と奈良町資料館の活動についてである。
（庚申信仰；以降庚申さん）とは、江戸時代ごろをピークに日本全国に広まった民間信仰である。青面金剛を主
尊とし、御堂や塔を建てその仏像や塚を祀ることで、人々は無病息災や厄除けなど、様 な々願いを託したとされ
る。しかし、現代においてこうした庚申さんは薄れ、全国に庚申堂がいくつか残っているものの、その伝承や信仰は
人々に忘れ去られてしまっている部分もある。今回各地域での歴史や活動をまとめ、考察を行うことで、今後庚申
さんをより広い世代、また次の世代に伝えていくための一助となると考えている。　
２．研究概要
○目的
各地区の庚申堂の歴史や活動をまとめ、その状況を比較すること、
また現在の顧客層（今回は奈良町資料館に絞る）について認識し、今後どのような展開をしていくべきか考
察することを目的としている。
○調査手法
庚申堂のある各地域（大阪、京都、福井、奈良）を対象に、これまでの歴史、現地での聞き込み、庚申堂関
係者との交流を行った。また奈良町庚申堂と奈良町資料館を訪れた人を対象にアンケートも実施した。庚
申信仰の歴史については文献を参照した。（庚申堂は全国に有るが、今回は4カ所に限定した）
また2016年11月27日に全国庚申フォーラムを行った。
この全国庚申フォーラムでは、２０１６年１０月～１１月に実施した「庚申さん絵画展」における幼稚園児、小
中学校児童生徒の表彰式も併せて行なった。
又、フォーラムの前半には大学生の研究発表を行い、後半には各庚申堂関係者による発表とパネルディス
カッションを通じて情報交換も実施した。

３．結果から見えてきたもの　

現代の庚申堂
かつては60日に一度ある庚申日に徹夜をする行事、庚

申待ちが行われていたが、四庚申堂の中で現在も徹夜を
している所はない。初庚申（その年の初めての庚申日）に
は、京都や大阪では護摩焚きが行われる。
右下写真は現在の奈良町庚申堂を御開帳した際の
様子である。御堂を御開帳し酒などをお供えし、御経を
あげる。御開帳する日も庚申日でなく、同じ堂内に祀られて
いる地蔵尊の縁日に御堂が開かれ、その際青面金剛像
の姿を拝むことができる。
また庚申日にこんにゃくを食べるという風習が古くからあ
るが、こうした風習は現在でも各庚申堂に残っていることが分かった。庚申堂によってこんにゃくが提供さ
れている所（京都・大阪）と、近隣の店舗によって提供されている所（福井・奈良）に分かれる。身代わり
申も各地域に残っており、地域によってくくり猿、願い申とも呼ばれている。奈良町の物は赤であるが、京
都では様 な々色の申がある。
庚申信仰の行事は、現在は昔よりも簡略化しているものの、寺や地域の保存会などによって地域の
重要な一行事として定着しつつあることが伺える。
なお、平成3年ごろの奈良町庚申堂の春祭りの様子と、それに関する記事があったため、上に記載し
ている。加えて奈良町資料館では世界遺産学習として奈良市と連携している。
庚申信仰のみならず、奈良の魅力を後の世代に伝えるために、「誇りを持ち、他人を尊敬し、調べた
事を語れる人になる」という三点を主軸に園児、生徒や児童、又は学生にもお寺体験や庚申ウォーク体
験学習やイベント活動を行っている。（左下二枚の写真を参照）
　奈良町資料館内の案内に加えて、庚申堂や町内各地の案内を行っているが、こうした活動は、庚申信仰の

行事が廃れてしまった現在において、次の世代に庚申信仰について知ってもらうために重要なことであると考え
ている。

アンケート結果　
奈良町庚申堂と奈良町資料館を訪れた130名を対象にアンケートを行った結果は以下の通りである。女性の

参拝客が圧倒的に多く、特に50～60代の女性が多く訪れていることが分かった。男女とも60代が最も多く、若年
層があまり訪れていない点が問題点として挙げられるだろう。どこから来たかという質問については中部、関東、
関西のほぼ三つに分かれ、関西から来たと答えた人の６分の１が奈良の人であった。
庚申信仰、身代わり申の知名度については次頁図の通り。どちらも知らないと答えた人が５０％強で、館内や御

堂に分かりやすい案内などを置くなどして、認知度を上げる必要があるだろう。　奈良町を訪れたことがあるかと
いう質問に対しては、対象者の7割以上がリピーターであるという結果が出た。これは非常によい強みであるだろう
。奈良町という環境を気に入り、足を運ぶ観光客が多い中で、庚申さんをうまく絡めて紹介し、覚えて帰ってもらうこ
とができれば、庚申さんの認知に関し貢献できるだろう。　庚申さんにお願いする言葉としては健康が最も多く、次
に家内安全、心願成就、厄除けなどの願いを託しているという結果も出た。このあたりの、願い事のニーズに応え
ることも集客にあたり重要な要素になるだろう。

庚申フォーラム

2016年11月27日に行った全国庚申フォーラムでは、各庚申堂関係者による発表やパネル
ディスカッション、「庚申さん絵画展」の表彰、大学生の発表などが行われ、一時は会場が
満席になるほどの盛況であった。フォーラム後には懇親会も行い、奈良市長や小浜市教育
長も参加して頂き、更に親交を深めることができた。スケジュール、発表内容は別表の通りで
ある。このフォーラムを開催して得たことは、東大寺二月堂内庚申さんのルーツや他地域の
新たな知見を得られたこと、又、資料やインターネットで知るだけでなく、庚申堂にかかわる人
々の生の声が聞けたことで、何を大切に思い活動されているのか理解できたことである。お
互いの歴史、文化に気づき、学び、考えるよい機会であっただろう。特に福井県の小浜庚申
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堂は、庚申堂で町興しフェスタを行うなど、地域と連携して積極的に活動されている。奈良町も小浜市と同様、観光地
ではあるものの、町全体としては高齢化しており、町興しなどで若い世代や観光客を呼び込む必要があるため、学ぶと
ころが多かったように思う。また会場で行ったアンケートには、自主的に庚申堂について調べていると書かれている方が
複数人見え、そうした熱心な歴史ファンの方 と々の交流も、今後必要になってくるだろう。
今回は第一回目のフォーラムであり、こうした繋がりを今後も継続していくことが重要であると思われる。
また今回、広く人々に庚申さんについて知ってもらうための試みの一つとして、庚申さん絵画展を開催した。子供の
部、大人の部の二部門を置き、全国庚申フォーラムの際に表彰式を行った。作品は全部で５３作品集まり、庚申さんに
ついて触れてもらうためのよいきっかけとなったと感じた。

４．全体考察
これらの研究結果より、奈良町庚申堂には何があり、何が足りないのかが分かってきた。まず奈良町庚申堂に

あるものは、こんにゃく炊きや身代り申といったものが周辺の店舗によってまかなわれているという点である。また関
西からの顧客、高齢世代の女性顧客、リピーター顧客の多さもその良さであるといえるだろう。一方足りないものと
しては、まず庚申縁日に大きな行事がないことである。また東北・九州からの顧客数の少なさ、身代り申の知名度、
男性顧客の少なさも挙げられる。そして最も重要な不足点は、若者世代の少なさである。広い世代、次の世代に
庚申信仰を伝えていくための論と書いたが、前述の不足点はまだそうした世代に庚申さんについて伝えきれてい
ないということを表している。
これら課題においては、各堂単位での活動のみならず、近隣の観光施設との連携や、小学校の歴史教育に
取り入れてもらうなどの、外部とのかかわりが必要になってくるだろう。奈良町資料館では世界遺産学習と称して、
庚申さんも含め、奈良の文化を若い世代に伝える活動を行っている。このように常に外部に働きかけ情報発信し
ていくことにより、若い世代が庚申さんについて知るきっかけになるだろう。
また伝統文化を伝える為にも、全国庚申フォーラムのような、定期的に情報交換を行う場を設けることが重要で

あり、前述のように今後も何らかの形で継続していくことが必要であるだろう。

５．計画表

６．まとめ
庚申さんに深い関わりのある申年であった２０１６年、奈良町資料館と

して様 な々活動を行ってきた。例年行っている山焼きや大文字鑑賞会、
中学生の職場体験や世界遺産学習に関わるツアーに加えて、本年度
は新しい試みとして全国庚申フォーラムを行った。庚申さんをより広い世
代に伝えるためには、信仰として伝えるのではなく、地域の伝承、また地
域の歴史に関わるものとして、切り口を変えて伝えていくことも時に必要
であるように思う。
時代に沿って柔軟に対応していくことも必要である。誰もが情報を発

信できる立場にある現代では、発信こそ容易であるが、情報量の多さから伝えたい人々、特に庚申さんについて
知らない層へ伝えると言うことは難しくなっているのかもしれない。
庚申さんの理解を深めるためには、様 な々行政、学校、機関と連携する努力も求められる。
当資料館のスタンスである「観光と教育の連携」を念頭に、2017年以降も庚申さんについてより広く知ってもら

うために活動を続ける考えである。

７．御礼の言葉　　
本研究を進めるにあたり、ご指導を頂きました以下皆様に感謝致します。
　筒井  寛昭 東大寺長老　
　村内  俊雄 奈良地域デザイン研究所代表、大阪経済法科大学 客員教授　 
　大石　 正 G&L共生研究所  所長　奈良女子大学名誉教授  奈良佐保短期大学前学長　　
　池原　健二 G&L共生研究所　GADV研究室長   奈良女子大名誉教授  (放送大学奈良学習ｾﾞﾝﾀｰ 前所長）
　岩井　洋 帝塚山大学　学長
　牟田口 章人 帝塚山大学文学部文化創造学科教授
　森栄  徹　     大阪経済法科大学教授　（元読売新聞奈良支社長）
　鹿谷　 勲 奈良民俗文化研究所 代表
　木村 都 元奈良佐保短期大学　教授
　森下 博 福井県小浜市教育長　　
　佐野　達也 福井県小浜西組町並み協議会地域活性化委員長
　澤谷 欣弘 福井県小浜市庚申堂世話人会代表
　奥村 真永　 大黒山金剛寺八坂庚申堂　住職
　山岡 武明 和宗総本山四天王寺　参詣課課長
　河邊 啓法　 和宗総本山四天王寺総務部参詣課
　杉本 哲也　 奈良県美術人協会員　奈良市立春日中学校教員　

８．参考文献
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　お話内容 　御名前 　テーマ

〔挨拶〕 奈良地域デザイン研究所代表　村内俊雄 【奈良地域デザイン研究所」　全体のお話】
〔挨拶〕 御来賓代表 奈良市観光経済部部長　長岡伸考　・小浜市教育長　森下博
〔基調講演〕 東大寺長老 筒井寛昭  　「世界遺産の中の奈良町」
〔表彰式〕　入賞者18名 授与者　奈良県美術人協会員　杉本哲也 「庚申さんの絵画展入賞者表彰式」
〔大学生発表〕 関西学院大学 社会学部 文化社会学科　４年　谷口啓  「発明された無均整空間  ;ならまち」
 〔大学生発表〕 奈良女子大学　文学部　人文社会学科　３年　辻茉衣子  「各地区の庚申さん」

〔報告〕 奈良民俗文化研究所 代表　鹿谷　 勲 「奈良県の信仰的・講・集団　」
〔講演〕 帝塚山大学文学部文化創造学科教授　　牟田口 章人 「東大寺・法華堂にいた庚申さん！」
〔ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ〕 「庚申さん」
大阪 四天王寺庚申堂御紹介 和宗総本山四天王寺　総務部参詣課 河邊啓法 「四天王寺庚申堂について」
京都 八坂庚申堂御紹介 京都府大黒山金剛寺　八坂庚申堂　奥村真永 「八坂庚申堂について」

庚申堂世話人会代表　澤谷　欣弘・料亭　播磨　女将　真里
小浜西組町並み協議会 地域活性化委員長 　 佐野　達也

奈良町庚申堂　御紹介 奈良町資料館　館長　南哲朗 「ならまちの庚申さんと奈良町資料館取組について」
交流トーク
 〔全体質疑応答〕 全員

福井 小浜庚申堂御紹介 「地域の取組について」庚申さん、町興しﾌｪｽﾀ等
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１．はじめに（序論）
〇プロフィール　　奈良町資料館　館長　南　哲朗
〇奈良町資料館の取り組み　　　　
・幼稚園、小、中学校の校外展示場、奈良県や奈良市との国際交流連携などの取組み。
・地域密着型、町の資料館として大人も子供も楽しめる、世界遺産学習として地域教育協議会等連携、職場
体験等。

この論文のテーマは「庚申さん」つまり庚申信仰の各地域（大阪、京都、福井、奈良）での取り組みや奈良町庚
申堂と奈良町資料館の活動についてである。
（庚申信仰；以降庚申さん）とは、江戸時代ごろをピークに日本全国に広まった民間信仰である。青面金剛を主
尊とし、御堂や塔を建てその仏像や塚を祀ることで、人々は無病息災や厄除けなど、様 な々願いを託したとされ
る。しかし、現代においてこうした庚申さんは薄れ、全国に庚申堂がいくつか残っているものの、その伝承や信仰は
人々に忘れ去られてしまっている部分もある。今回各地域での歴史や活動をまとめ、考察を行うことで、今後庚申
さんをより広い世代、また次の世代に伝えていくための一助となると考えている。　
２．研究概要
○目的
各地区の庚申堂の歴史や活動をまとめ、その状況を比較すること、
また現在の顧客層（今回は奈良町資料館に絞る）について認識し、今後どのような展開をしていくべきか考
察することを目的としている。
○調査手法
庚申堂のある各地域（大阪、京都、福井、奈良）を対象に、これまでの歴史、現地での聞き込み、庚申堂関
係者との交流を行った。また奈良町庚申堂と奈良町資料館を訪れた人を対象にアンケートも実施した。庚
申信仰の歴史については文献を参照した。（庚申堂は全国に有るが、今回は4カ所に限定した）
また2016年11月27日に全国庚申フォーラムを行った。
この全国庚申フォーラムでは、２０１６年１０月～１１月に実施した「庚申さん絵画展」における幼稚園児、小
中学校児童生徒の表彰式も併せて行なった。
又、フォーラムの前半には大学生の研究発表を行い、後半には各庚申堂関係者による発表とパネルディス
カッションを通じて情報交換も実施した。

３．結果から見えてきたもの　

現代の庚申堂
かつては60日に一度ある庚申日に徹夜をする行事、庚

申待ちが行われていたが、四庚申堂の中で現在も徹夜を
している所はない。初庚申（その年の初めての庚申日）に
は、京都や大阪では護摩焚きが行われる。
右下写真は現在の奈良町庚申堂を御開帳した際の
様子である。御堂を御開帳し酒などをお供えし、御経を
あげる。御開帳する日も庚申日でなく、同じ堂内に祀られて
いる地蔵尊の縁日に御堂が開かれ、その際青面金剛像
の姿を拝むことができる。
また庚申日にこんにゃくを食べるという風習が古くからあ
るが、こうした風習は現在でも各庚申堂に残っていることが分かった。庚申堂によってこんにゃくが提供さ
れている所（京都・大阪）と、近隣の店舗によって提供されている所（福井・奈良）に分かれる。身代わり
申も各地域に残っており、地域によってくくり猿、願い申とも呼ばれている。奈良町の物は赤であるが、京
都では様 な々色の申がある。
庚申信仰の行事は、現在は昔よりも簡略化しているものの、寺や地域の保存会などによって地域の
重要な一行事として定着しつつあることが伺える。
なお、平成3年ごろの奈良町庚申堂の春祭りの様子と、それに関する記事があったため、上に記載し
ている。加えて奈良町資料館では世界遺産学習として奈良市と連携している。
庚申信仰のみならず、奈良の魅力を後の世代に伝えるために、「誇りを持ち、他人を尊敬し、調べた
事を語れる人になる」という三点を主軸に園児、生徒や児童、又は学生にもお寺体験や庚申ウォーク体
験学習やイベント活動を行っている。（左下二枚の写真を参照）
　奈良町資料館内の案内に加えて、庚申堂や町内各地の案内を行っているが、こうした活動は、庚申信仰の

行事が廃れてしまった現在において、次の世代に庚申信仰について知ってもらうために重要なことであると考え
ている。

アンケート結果　
奈良町庚申堂と奈良町資料館を訪れた130名を対象にアンケートを行った結果は以下の通りである。女性の

参拝客が圧倒的に多く、特に50～60代の女性が多く訪れていることが分かった。男女とも60代が最も多く、若年
層があまり訪れていない点が問題点として挙げられるだろう。どこから来たかという質問については中部、関東、
関西のほぼ三つに分かれ、関西から来たと答えた人の６分の１が奈良の人であった。
庚申信仰、身代わり申の知名度については次頁図の通り。どちらも知らないと答えた人が５０％強で、館内や御

堂に分かりやすい案内などを置くなどして、認知度を上げる必要があるだろう。　奈良町を訪れたことがあるかと
いう質問に対しては、対象者の7割以上がリピーターであるという結果が出た。これは非常によい強みであるだろう
。奈良町という環境を気に入り、足を運ぶ観光客が多い中で、庚申さんをうまく絡めて紹介し、覚えて帰ってもらうこ
とができれば、庚申さんの認知に関し貢献できるだろう。　庚申さんにお願いする言葉としては健康が最も多く、次
に家内安全、心願成就、厄除けなどの願いを託しているという結果も出た。このあたりの、願い事のニーズに応え
ることも集客にあたり重要な要素になるだろう。

庚申フォーラム

2016年11月27日に行った全国庚申フォーラムでは、各庚申堂関係者による発表やパネル
ディスカッション、「庚申さん絵画展」の表彰、大学生の発表などが行われ、一時は会場が
満席になるほどの盛況であった。フォーラム後には懇親会も行い、奈良市長や小浜市教育
長も参加して頂き、更に親交を深めることができた。スケジュール、発表内容は別表の通りで
ある。このフォーラムを開催して得たことは、東大寺二月堂内庚申さんのルーツや他地域の
新たな知見を得られたこと、又、資料やインターネットで知るだけでなく、庚申堂にかかわる人
々の生の声が聞けたことで、何を大切に思い活動されているのか理解できたことである。お
互いの歴史、文化に気づき、学び、考えるよい機会であっただろう。特に福井県の小浜庚申

堂は、庚申堂で町興しフェスタを行うなど、地域と連携して積極的に活動されている。奈良町も小浜市と同様、観光地
ではあるものの、町全体としては高齢化しており、町興しなどで若い世代や観光客を呼び込む必要があるため、学ぶと
ころが多かったように思う。また会場で行ったアンケートには、自主的に庚申堂について調べていると書かれている方が
複数人見え、そうした熱心な歴史ファンの方 と々の交流も、今後必要になってくるだろう。
今回は第一回目のフォーラムであり、こうした繋がりを今後も継続していくことが重要であると思われる。
また今回、広く人々に庚申さんについて知ってもらうための試みの一つとして、庚申さん絵画展を開催した。子供の
部、大人の部の二部門を置き、全国庚申フォーラムの際に表彰式を行った。作品は全部で５３作品集まり、庚申さんに
ついて触れてもらうためのよいきっかけとなったと感じた。

４．全体考察
これらの研究結果より、奈良町庚申堂には何があり、何が足りないのかが分かってきた。まず奈良町庚申堂に

あるものは、こんにゃく炊きや身代り申といったものが周辺の店舗によってまかなわれているという点である。また関
西からの顧客、高齢世代の女性顧客、リピーター顧客の多さもその良さであるといえるだろう。一方足りないものと
しては、まず庚申縁日に大きな行事がないことである。また東北・九州からの顧客数の少なさ、身代り申の知名度、
男性顧客の少なさも挙げられる。そして最も重要な不足点は、若者世代の少なさである。広い世代、次の世代に
庚申信仰を伝えていくための論と書いたが、前述の不足点はまだそうした世代に庚申さんについて伝えきれてい
ないということを表している。
これら課題においては、各堂単位での活動のみならず、近隣の観光施設との連携や、小学校の歴史教育に
取り入れてもらうなどの、外部とのかかわりが必要になってくるだろう。奈良町資料館では世界遺産学習と称して、
庚申さんも含め、奈良の文化を若い世代に伝える活動を行っている。このように常に外部に働きかけ情報発信し
ていくことにより、若い世代が庚申さんについて知るきっかけになるだろう。
また伝統文化を伝える為にも、全国庚申フォーラムのような、定期的に情報交換を行う場を設けることが重要で

あり、前述のように今後も何らかの形で継続していくことが必要であるだろう。

５．計画表
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６．まとめ
庚申さんに深い関わりのある申年であった２０１６年、奈良町資料館と

して様 な々活動を行ってきた。例年行っている山焼きや大文字鑑賞会、
中学生の職場体験や世界遺産学習に関わるツアーに加えて、本年度
は新しい試みとして全国庚申フォーラムを行った。庚申さんをより広い世
代に伝えるためには、信仰として伝えるのではなく、地域の伝承、また地
域の歴史に関わるものとして、切り口を変えて伝えていくことも時に必要
であるように思う。
時代に沿って柔軟に対応していくことも必要である。誰もが情報を発

信できる立場にある現代では、発信こそ容易であるが、情報量の多さから伝えたい人々、特に庚申さんについて
知らない層へ伝えると言うことは難しくなっているのかもしれない。
庚申さんの理解を深めるためには、様 な々行政、学校、機関と連携する努力も求められる。
当資料館のスタンスである「観光と教育の連携」を念頭に、2017年以降も庚申さんについてより広く知ってもら

うために活動を続ける考えである。

７．御礼の言葉　　
本研究を進めるにあたり、ご指導を頂きました以下皆様に感謝致します。
　筒井  寛昭 東大寺長老　
　村内  俊雄 奈良地域デザイン研究所代表、大阪経済法科大学 客員教授　 
　大石　 正 G&L共生研究所  所長　奈良女子大学名誉教授  奈良佐保短期大学前学長　　
　池原　健二 G&L共生研究所　GADV研究室長   奈良女子大名誉教授  (放送大学奈良学習ｾﾞﾝﾀｰ 前所長）
　岩井　洋 帝塚山大学　学長
　牟田口 章人 帝塚山大学文学部文化創造学科教授
　森栄  徹　     大阪経済法科大学教授　（元読売新聞奈良支社長）
　鹿谷　 勲 奈良民俗文化研究所 代表
　木村 都 元奈良佐保短期大学　教授
　森下 博 福井県小浜市教育長　　
　佐野　達也 福井県小浜西組町並み協議会地域活性化委員長
　澤谷 欣弘 福井県小浜市庚申堂世話人会代表
　奥村 真永　 大黒山金剛寺八坂庚申堂　住職
　山岡 武明 和宗総本山四天王寺　参詣課課長
　河邊 啓法　 和宗総本山四天王寺総務部参詣課
　杉本 哲也　 奈良県美術人協会員　奈良市立春日中学校教員　
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２０１６年度 　　　　　　　　　　　　　　　　行　事　名 　　　関　連　組　織
１月 “ならまち　寺小屋塾”　「若草山焼き鑑賞会」 観光大使交流会
２月 初庚申 称念寺
３月 大学　研究　発表会 奈良教育大学他

奈良大學、奈良教育大学、
帝塚山大学、県立大学

５月 国際交流　ならまちフィールドワーク「ベトナム、フィリピン、タイ他」 日本国際協力センター
５月 姉妹都市交流 小浜市　庚申堂
６月 ナイトツアー「ならまち夜のそぞろ歩き」 ＪＴＢ
７月 とみきた塾 教育協議会
８月 “ならまち　寺小屋塾”　「大文字鑑賞会」 観光大使交流会
８月 東北地区　災害復興　支援活動 二實
８月 東大寺　寺小屋　補佐　（奈良市教育委員会） 東大寺
９月 東京での博覧会 奈良市

伏見中学、育英西中学
登美ケ丘北中学

１１月 奈良県大芸術祭　　奈良町資料館　展示会　、全国庚申フォーラム 奈良県、奈良市
１２月 障害者支援活動　「きららの木クリスマス会」 障害者支援施設

４月 大学新１年生　フィルドワーク　奈良町散策

１０月 奈良市立中学校　職場体験　実習　（教育委員会）

上記のものは２０１６年度の計画表である。本年度もこれを参考に行事を実施し、九月に第二回全国庚申フォーラムの開催を予定している。
加えて、奈良町庚申堂を庚申日に御開帳する構想もある。信仰というより伝承という立ち位置で、数珠くり（画像）の様な古き良き文化を大人世代と子供世代で
体験できる活動を行いたい。観光客の方 も々体験でき、庚申さんを知るとともに旅の思い出になるような経験を提供できればと考えている。

奈良町資料館での「庚申さん絵画展」の様子
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また庚申日にこんにゃくを食べるという風習が古くからあ
るが、こうした風習は現在でも各庚申堂に残っていることが分かった。庚申堂によってこんにゃくが提供さ
れている所（京都・大阪）と、近隣の店舗によって提供されている所（福井・奈良）に分かれる。身代わり
申も各地域に残っており、地域によってくくり猿、願い申とも呼ばれている。奈良町の物は赤であるが、京
都では様 な々色の申がある。
庚申信仰の行事は、現在は昔よりも簡略化しているものの、寺や地域の保存会などによって地域の
重要な一行事として定着しつつあることが伺える。
なお、平成3年ごろの奈良町庚申堂の春祭りの様子と、それに関する記事があったため、上に記載し
ている。加えて奈良町資料館では世界遺産学習として奈良市と連携している。
庚申信仰のみならず、奈良の魅力を後の世代に伝えるために、「誇りを持ち、他人を尊敬し、調べた
事を語れる人になる」という三点を主軸に園児、生徒や児童、又は学生にもお寺体験や庚申ウォーク体
験学習やイベント活動を行っている。（左下二枚の写真を参照）
　奈良町資料館内の案内に加えて、庚申堂や町内各地の案内を行っているが、こうした活動は、庚申信仰の

行事が廃れてしまった現在において、次の世代に庚申信仰について知ってもらうために重要なことであると考え
ている。

アンケート結果　
奈良町庚申堂と奈良町資料館を訪れた130名を対象にアンケートを行った結果は以下の通りである。女性の

参拝客が圧倒的に多く、特に50～60代の女性が多く訪れていることが分かった。男女とも60代が最も多く、若年
層があまり訪れていない点が問題点として挙げられるだろう。どこから来たかという質問については中部、関東、
関西のほぼ三つに分かれ、関西から来たと答えた人の６分の１が奈良の人であった。
庚申信仰、身代わり申の知名度については次頁図の通り。どちらも知らないと答えた人が５０％強で、館内や御

堂に分かりやすい案内などを置くなどして、認知度を上げる必要があるだろう。　奈良町を訪れたことがあるかと
いう質問に対しては、対象者の7割以上がリピーターであるという結果が出た。これは非常によい強みであるだろう
。奈良町という環境を気に入り、足を運ぶ観光客が多い中で、庚申さんをうまく絡めて紹介し、覚えて帰ってもらうこ
とができれば、庚申さんの認知に関し貢献できるだろう。　庚申さんにお願いする言葉としては健康が最も多く、次
に家内安全、心願成就、厄除けなどの願いを託しているという結果も出た。このあたりの、願い事のニーズに応え
ることも集客にあたり重要な要素になるだろう。

庚申フォーラム

2016年11月27日に行った全国庚申フォーラムでは、各庚申堂関係者による発表やパネル
ディスカッション、「庚申さん絵画展」の表彰、大学生の発表などが行われ、一時は会場が
満席になるほどの盛況であった。フォーラム後には懇親会も行い、奈良市長や小浜市教育
長も参加して頂き、更に親交を深めることができた。スケジュール、発表内容は別表の通りで
ある。このフォーラムを開催して得たことは、東大寺二月堂内庚申さんのルーツや他地域の
新たな知見を得られたこと、又、資料やインターネットで知るだけでなく、庚申堂にかかわる人
々の生の声が聞けたことで、何を大切に思い活動されているのか理解できたことである。お
互いの歴史、文化に気づき、学び、考えるよい機会であっただろう。特に福井県の小浜庚申

堂は、庚申堂で町興しフェスタを行うなど、地域と連携して積極的に活動されている。奈良町も小浜市と同様、観光地
ではあるものの、町全体としては高齢化しており、町興しなどで若い世代や観光客を呼び込む必要があるため、学ぶと
ころが多かったように思う。また会場で行ったアンケートには、自主的に庚申堂について調べていると書かれている方が
複数人見え、そうした熱心な歴史ファンの方 と々の交流も、今後必要になってくるだろう。
今回は第一回目のフォーラムであり、こうした繋がりを今後も継続していくことが重要であると思われる。
また今回、広く人々に庚申さんについて知ってもらうための試みの一つとして、庚申さん絵画展を開催した。子供の
部、大人の部の二部門を置き、全国庚申フォーラムの際に表彰式を行った。作品は全部で５３作品集まり、庚申さんに
ついて触れてもらうためのよいきっかけとなったと感じた。

４．全体考察
これらの研究結果より、奈良町庚申堂には何があり、何が足りないのかが分かってきた。まず奈良町庚申堂に

あるものは、こんにゃく炊きや身代り申といったものが周辺の店舗によってまかなわれているという点である。また関
西からの顧客、高齢世代の女性顧客、リピーター顧客の多さもその良さであるといえるだろう。一方足りないものと
しては、まず庚申縁日に大きな行事がないことである。また東北・九州からの顧客数の少なさ、身代り申の知名度、
男性顧客の少なさも挙げられる。そして最も重要な不足点は、若者世代の少なさである。広い世代、次の世代に
庚申信仰を伝えていくための論と書いたが、前述の不足点はまだそうした世代に庚申さんについて伝えきれてい
ないということを表している。
これら課題においては、各堂単位での活動のみならず、近隣の観光施設との連携や、小学校の歴史教育に
取り入れてもらうなどの、外部とのかかわりが必要になってくるだろう。奈良町資料館では世界遺産学習と称して、
庚申さんも含め、奈良の文化を若い世代に伝える活動を行っている。このように常に外部に働きかけ情報発信し
ていくことにより、若い世代が庚申さんについて知るきっかけになるだろう。
また伝統文化を伝える為にも、全国庚申フォーラムのような、定期的に情報交換を行う場を設けることが重要で

あり、前述のように今後も何らかの形で継続していくことが必要であるだろう。

５．計画表

６．まとめ
庚申さんに深い関わりのある申年であった２０１６年、奈良町資料館と

して様 な々活動を行ってきた。例年行っている山焼きや大文字鑑賞会、
中学生の職場体験や世界遺産学習に関わるツアーに加えて、本年度
は新しい試みとして全国庚申フォーラムを行った。庚申さんをより広い世
代に伝えるためには、信仰として伝えるのではなく、地域の伝承、また地
域の歴史に関わるものとして、切り口を変えて伝えていくことも時に必要
であるように思う。
時代に沿って柔軟に対応していくことも必要である。誰もが情報を発

信できる立場にある現代では、発信こそ容易であるが、情報量の多さから伝えたい人々、特に庚申さんについて
知らない層へ伝えると言うことは難しくなっているのかもしれない。
庚申さんの理解を深めるためには、様 な々行政、学校、機関と連携する努力も求められる。
当資料館のスタンスである「観光と教育の連携」を念頭に、2017年以降も庚申さんについてより広く知ってもら

うために活動を続ける考えである。

７．御礼の言葉　　
本研究を進めるにあたり、ご指導を頂きました以下皆様に感謝致します。
　筒井  寛昭 東大寺長老　
　村内  俊雄 奈良地域デザイン研究所代表、大阪経済法科大学 客員教授　 
　大石　 正 G&L共生研究所  所長　奈良女子大学名誉教授  奈良佐保短期大学前学長　　
　池原　健二 G&L共生研究所　GADV研究室長   奈良女子大名誉教授  (放送大学奈良学習ｾﾞﾝﾀｰ 前所長）
　岩井　洋 帝塚山大学　学長
　牟田口 章人 帝塚山大学文学部文化創造学科教授
　森栄  徹　     大阪経済法科大学教授　（元読売新聞奈良支社長）
　鹿谷　 勲 奈良民俗文化研究所 代表
　木村 都 元奈良佐保短期大学　教授
　森下 博 福井県小浜市教育長　　
　佐野　達也 福井県小浜西組町並み協議会地域活性化委員長
　澤谷 欣弘 福井県小浜市庚申堂世話人会代表
　奥村 真永　 大黒山金剛寺八坂庚申堂　住職
　山岡 武明 和宗総本山四天王寺　参詣課課長
　河邊 啓法　 和宗総本山四天王寺総務部参詣課
　杉本 哲也　 奈良県美術人協会員　奈良市立春日中学校教員　
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シティプロモーション活動に求められる
コミュニケーションデザイン設計について

研究員・山下　小百合　　　
　　　

１，はじめに
少子高齢化、首都圏への人口集中対策として地域活性化を目指したシティプロモーション活動が盛

んになっている。各自治体は、次世代を担う若年層への教育支援制度の充実や子育て世帯向けの支
援策をＰＲし、既存世帯の定住促進と転勤族や近隣市からの人口流入を目指している。
しかしながら、多岐にわたるＰＲ活動が成功したか否かは指標としてとらえにくい。シティプロモーション
活動に参加し、移住を検討している層が生まれたとしても短期的に結果はでない。移住は日常生活に
大きな変化が伴うため、決断には時間がかかるからである。シティプロモーション活動は、長期的な活動
が可能な体制の整備と調査を継続しなければ、その効果を測定し「見える化」することは難しい。

本論文では、筆者が2016年に参画したＮ市定住促進事業の現場での経験とイベント参加者のアン
ケート調査による共感度の指標結果よりシティプロモーション活動の成功にはどのようなコミュニケーショ
ン設計が求められるのかを明らかにしていきたい。

第一章 Ｎ市シティプロモーション活動について
Ｎ市定住促進事業では、ホームページを中心に行政の支援制度をわかりやすく訴求している。更に
市の魅力をＰＲするイベントの実施や、動画インタビューを配信している。動画ではN市での暮らしについ
て市民がリアルに語っている。プロジェクトは過去の調査結果も踏まえ、重点エリアや、ターゲット層を決
定し、ターゲットにどのような空気感を伝えれば共感が生まれ、住民のシビックプライドの醸成につながる
のかをプロジェクト開始段階で共有することからスタートした。

日々 の暮らしの中で、肌感覚で感じている「らしさ」を表現するためには、プロジェクト実施は、地域の
方との協働が不可欠である。一方で、地域の方や行政のみでは外から見た市の印象に気づきにくい可
能性も懸念される。相乗効果を発揮するために、Ｎ市のプロジェクトでは研究員、大学関係者、地域のＮ
ＰＯ、民間業者、行政担当者という多様性のあるチームで実施した。それぞれの強みを活かし活動が推
進された。

イベントの実施では「共感」を軸としたアンケート調査を実施している。
アンケート結果より、イベント参加者の約９７％が「Ｎ市のことを好きになった。」「活動内容に共感した。
」と回答している。一方的なプロモーション活動方法では、このような結果は出なかっただろう。参加者が
「自分ごと」としてイベント内容を他社へ発信し、市の魅力訴求活動に能動的に参加したこと。好意的な
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反応を示した理由はアンケート調査結果より以下の点が挙げられる。
 
「共感」を指標としたアンケートの調査分析では、同志社大学商学部　高橋広行准教授より多大な
るご支援を頂戴した。以下より、内容を引用させて頂く。

イベントは大阪市内と京都市内で2回ずつ合計4回実施している。大阪での開催は、2015年12月21
日と2016年1月24日、京都での開催は2016年2月16日と3月13 日。
1時間30分の構成とした。イベントは、市 で活躍する魅力的なゲスト（住民）を講師に招き、「大和茶の
美味しい淹れ方」や「Ｎ市の美味しいパン」を提供しながら、市の魅力について語ってもらうイベントにし
た。定員は毎回20名までの事前予約・先着順としたところどの会もほぼ定員に達し、好評のうちに終了し
た。
毎回、イベントの終了時にはお茶などのサン プルと一緒に、市の暮らしや文化を伝えるパンフレット、子
育て支援や移住定住支 援制度の資料（補助金）、ふるさと納税の資料、移住定住促進のためのホー
ムページの案内チラシなどを手渡しながら、アンケート用紙を同封した。 

 

 

「会場の雰囲気」（同0.768）、「イベントの進め方」（0.662）などが強く影響していた。これらの要素が
主に「地域への共感度」（0.616）を高める要因になっている。さらに、「イベント評価」と「地域ブランド資
産」とは0.357の共分散を示しており、相互に正の相関関係にあることが理解できる。その地域ブランド
資産に影響する因子は、「自然 資産」（0.926）が突出しており、「子育て環境資産」（0.598）、「生活資
産」（0.607）、「経済インフラ資産」 （0.604）は、ほぼ同程度の強さで地域ブランド資産を構成する。特に
「自然資産」における「安全な生活環境」（0.816）であるという認識が強く、これが地域ブランド資産とし
て最も強い魅力度となっている。さらに、「地域ブランド資産」から「地域への共感度」は0.526であり、イ
ベント評価とともに地域に対する共感度を高める要因になっている。「地域への共感度」においては、「
Ｎ市に対する共感度」（0.703）、「Ｎ市の雰囲気」（0.611）、「Ｎ市移住への興味度」（0.565）の順で強く
影響していることが明らかになった（第8図表） 。

イベントの実施は、NPOならそら 代表 山本あつし氏にプロデュース頂き実施した。温かい空気感にリ
ラックスした様子の参加者は、市の魅力についてグループごとに会話し、発表をしてもらった。参加者は「
元気をもらった。」「楽しかった。」と声をかけてくださり、非常に好評な結果となった。参加者との距離感
を自然に近づけるためには、どのようなことが求められるのかを第二章で述べる。

第二章　コミュニケーションをデザインするとは
シティプロモーション活動はコミュニケーションデザインである。地域に対するコミュニケーションは、多
様な価値観に向けた訴求であり、企業ブランドの訴求以上に様 な々要素への配慮が必要であり、非常
に難しい活動だといえる。
広報媒体はインフラではないため、見なくても困らない付加価値の提供である。利用者が自分にとっ

て有益な情報だと感じなければ見てもらえない事を理解しなければいけない。
まずは、知ってもらうこと。そして、いかに興味をもってもらうか。参加者が能動的に行動をおこしたくなる
か。が重要だ。地域によって保有する資産は違う。地域ごとの強みや特徴を理解した上で、「誰に」「何
を」「どのように」伝えれば、伝えたい人にとっての「幸せ」が生まれるのかを考えたい。以下にコミュニケ
ーションデザインを設計する際の思考要素を述べる。

１）イベント設計
・ターゲット層が感じている市のイメージや課題は何か
・課題を踏まえてどのような内容を訴求すべきであるか
・実施側のプロモーション活動の目的は何か
・伝えたい内容を表現するために必要な要素として
　　ゲスト、フード、開催場所、時間、人数などはどのようにすべきか
・アンケート結果から何を得て今後にいかすのか
・実施側が感じていることと、参加者目線で感じることにギャップは
本当にないのか
２）ホームページ設計
・ターゲット層が求める情報が網羅されているか
・利用者が直感的に操作しやすいデザインとなっているか
・興味を持てる、見てみたいと感じてもらえるデザインとなっているか
・構成内容は市の魅力を伝えるものになっているか
・シビックプライドの醸成には、わざとらしいＰＲでは共感が生まれない
嘘を感じる表現がないコンテンツとなっているか
３）共感を醸成するために
・参加して考えることが楽しい場の提供
・参加者同士がつながれる交流の場の提供
・つながりがとぎれない拡散するＳＮＳの活用
・集合写真の掲載による仲間意識の醸成

以上の要素を踏まえて、全体の設計内容は実施側の思い込みではなく、参加者にとって幸せを感じ
る内容になっているかを再び考えることが重要である。

第三章　考察
地域の訴求活動は予算が少なく、関係者が多く訴求対象者が広くなることから、価値観が多様であ

る。プロモーション活動を実施するには、厳しい条件が多く、非常に難しいテーマである。
活動は長期的に継続が可能な体制を整備し一過性で終わらないことが必要だ。初期段階で実施

することは、長期的に継続する活動において、進むべき方向性を見つけ出すことである。
移住定住は「人とのつながり」が決定要素になるため、移住希望者と地域とのミスマッチを生まない

ためにも、地域に住む人や町の積み重ねてきた空気感を丁寧に伝えていくことが重要である。
コミュニケーションデザインのプロセス設計には、何のために実施しているのかを細部にわたり立ち返

り、思考をすることが必要である。コンセプトとなるキャッチコピーをキックとして多岐にわたる活動につい
て、目的やプロモーション方針とのブレがないかを検討すること。
　伝えたい内容につながる表現であるかを丁寧に積み重ねていくことが求められる。広報媒体のデ

ザインや写真一つ一つについても検証を重ねることが必要である。
地域の魅力を伝えるためには、地域に精通した方との協働プロジェクトが望ましく、よそ者と地域の方

の間で感じるギャップ間を共有協議することは、多様な視点での検証を可能とし非常に有効な体制で
あるといえる。

まとめ
地域活性化商談は、多様なバックボーンを持つメンバーでプロジェクトを推進することが多い。活動の
一貫性を保ち、個々の活動目的を共有するために、ステークフォルダー全体での認識共有が重要となる
。プロジェクト管理者は関係者間で伝わりづらい情報を共有し、丁寧な対話は重ねることで状況共有を
行い、内外の関係性を構築することも重要な役割である。プロジェクト内で、プラスのスパイラルを築き、
良いシナジーを生み出し連携していくことが求められる。
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１，はじめに
少子高齢化、首都圏への人口集中対策として地域活性化を目指したシティプロモーション活動が盛

んになっている。各自治体は、次世代を担う若年層への教育支援制度の充実や子育て世帯向けの支
援策をＰＲし、既存世帯の定住促進と転勤族や近隣市からの人口流入を目指している。
しかしながら、多岐にわたるＰＲ活動が成功したか否かは指標としてとらえにくい。シティプロモーション
活動に参加し、移住を検討している層が生まれたとしても短期的に結果はでない。移住は日常生活に
大きな変化が伴うため、決断には時間がかかるからである。シティプロモーション活動は、長期的な活動
が可能な体制の整備と調査を継続しなければ、その効果を測定し「見える化」することは難しい。

本論文では、筆者が2016年に参画したＮ市定住促進事業の現場での経験とイベント参加者のアン
ケート調査による共感度の指標結果よりシティプロモーション活動の成功にはどのようなコミュニケーショ
ン設計が求められるのかを明らかにしていきたい。

第一章 Ｎ市シティプロモーション活動について
Ｎ市定住促進事業では、ホームページを中心に行政の支援制度をわかりやすく訴求している。更に
市の魅力をＰＲするイベントの実施や、動画インタビューを配信している。動画ではN市での暮らしについ
て市民がリアルに語っている。プロジェクトは過去の調査結果も踏まえ、重点エリアや、ターゲット層を決
定し、ターゲットにどのような空気感を伝えれば共感が生まれ、住民のシビックプライドの醸成につながる
のかをプロジェクト開始段階で共有することからスタートした。

日々 の暮らしの中で、肌感覚で感じている「らしさ」を表現するためには、プロジェクト実施は、地域の
方との協働が不可欠である。一方で、地域の方や行政のみでは外から見た市の印象に気づきにくい可
能性も懸念される。相乗効果を発揮するために、Ｎ市のプロジェクトでは研究員、大学関係者、地域のＮ
ＰＯ、民間業者、行政担当者という多様性のあるチームで実施した。それぞれの強みを活かし活動が推
進された。

イベントの実施では「共感」を軸としたアンケート調査を実施している。
アンケート結果より、イベント参加者の約９７％が「Ｎ市のことを好きになった。」「活動内容に共感した。
」と回答している。一方的なプロモーション活動方法では、このような結果は出なかっただろう。参加者が
「自分ごと」としてイベント内容を他社へ発信し、市の魅力訴求活動に能動的に参加したこと。好意的な

反応を示した理由はアンケート調査結果より以下の点が挙げられる。
 
「共感」を指標としたアンケートの調査分析では、同志社大学商学部　高橋広行准教授より多大な
るご支援を頂戴した。以下より、内容を引用させて頂く。

イベントは大阪市内と京都市内で2回ずつ合計4回実施している。大阪での開催は、2015年12月21
日と2016年1月24日、京都での開催は2016年2月16日と3月13 日。
1時間30分の構成とした。イベントは、市 で活躍する魅力的なゲスト（住民）を講師に招き、「大和茶の
美味しい淹れ方」や「Ｎ市の美味しいパン」を提供しながら、市の魅力について語ってもらうイベントにし
た。定員は毎回20名までの事前予約・先着順としたところどの会もほぼ定員に達し、好評のうちに終了し
た。
毎回、イベントの終了時にはお茶などのサン プルと一緒に、市の暮らしや文化を伝えるパンフレット、子

育て支援や移住定住支 援制度の資料（補助金）、ふるさと納税の資料、移住定住促進のためのホー
ムページの案内チラシなどを手渡しながら、アンケート用紙を同封した。 

 

シティプロモーション活動に求められる　コミュニケーションデザイン設計について　　　　　　　研究員・山下　小百合

 

「会場の雰囲気」（同0.768）、「イベントの進め方」（0.662）などが強く影響していた。これらの要素が
主に「地域への共感度」（0.616）を高める要因になっている。さらに、「イベント評価」と「地域ブランド資
産」とは0.357の共分散を示しており、相互に正の相関関係にあることが理解できる。その地域ブランド
資産に影響する因子は、「自然 資産」（0.926）が突出しており、「子育て環境資産」（0.598）、「生活資
産」（0.607）、「経済インフラ資産」 （0.604）は、ほぼ同程度の強さで地域ブランド資産を構成する。特に
「自然資産」における「安全な生活環境」（0.816）であるという認識が強く、これが地域ブランド資産とし
て最も強い魅力度となっている。さらに、「地域ブランド資産」から「地域への共感度」は0.526であり、イ
ベント評価とともに地域に対する共感度を高める要因になっている。「地域への共感度」においては、「
Ｎ市に対する共感度」（0.703）、「Ｎ市の雰囲気」（0.611）、「Ｎ市移住への興味度」（0.565）の順で強く
影響していることが明らかになった（第8図表） 。

イベントの実施は、NPOならそら 代表 山本あつし氏にプロデュース頂き実施した。温かい空気感にリ
ラックスした様子の参加者は、市の魅力についてグループごとに会話し、発表をしてもらった。参加者は「
元気をもらった。」「楽しかった。」と声をかけてくださり、非常に好評な結果となった。参加者との距離感
を自然に近づけるためには、どのようなことが求められるのかを第二章で述べる。

第二章　コミュニケーションをデザインするとは
シティプロモーション活動はコミュニケーションデザインである。地域に対するコミュニケーションは、多
様な価値観に向けた訴求であり、企業ブランドの訴求以上に様 な々要素への配慮が必要であり、非常
に難しい活動だといえる。
広報媒体はインフラではないため、見なくても困らない付加価値の提供である。利用者が自分にとっ

て有益な情報だと感じなければ見てもらえない事を理解しなければいけない。
まずは、知ってもらうこと。そして、いかに興味をもってもらうか。参加者が能動的に行動をおこしたくなる
か。が重要だ。地域によって保有する資産は違う。地域ごとの強みや特徴を理解した上で、「誰に」「何
を」「どのように」伝えれば、伝えたい人にとっての「幸せ」が生まれるのかを考えたい。以下にコミュニケ
ーションデザインを設計する際の思考要素を述べる。

１）イベント設計
・ターゲット層が感じている市のイメージや課題は何か
・課題を踏まえてどのような内容を訴求すべきであるか
・実施側のプロモーション活動の目的は何か
・伝えたい内容を表現するために必要な要素として
　　ゲスト、フード、開催場所、時間、人数などはどのようにすべきか
・アンケート結果から何を得て今後にいかすのか
・実施側が感じていることと、参加者目線で感じることにギャップは
本当にないのか
２）ホームページ設計
・ターゲット層が求める情報が網羅されているか
・利用者が直感的に操作しやすいデザインとなっているか
・興味を持てる、見てみたいと感じてもらえるデザインとなっているか
・構成内容は市の魅力を伝えるものになっているか
・シビックプライドの醸成には、わざとらしいＰＲでは共感が生まれない
嘘を感じる表現がないコンテンツとなっているか
３）共感を醸成するために
・参加して考えることが楽しい場の提供
・参加者同士がつながれる交流の場の提供
・つながりがとぎれない拡散するＳＮＳの活用
・集合写真の掲載による仲間意識の醸成

以上の要素を踏まえて、全体の設計内容は実施側の思い込みではなく、参加者にとって幸せを感じ
る内容になっているかを再び考えることが重要である。

第三章　考察
地域の訴求活動は予算が少なく、関係者が多く訴求対象者が広くなることから、価値観が多様であ

る。プロモーション活動を実施するには、厳しい条件が多く、非常に難しいテーマである。
活動は長期的に継続が可能な体制を整備し一過性で終わらないことが必要だ。初期段階で実施

することは、長期的に継続する活動において、進むべき方向性を見つけ出すことである。
移住定住は「人とのつながり」が決定要素になるため、移住希望者と地域とのミスマッチを生まない

ためにも、地域に住む人や町の積み重ねてきた空気感を丁寧に伝えていくことが重要である。
コミュニケーションデザインのプロセス設計には、何のために実施しているのかを細部にわたり立ち返

り、思考をすることが必要である。コンセプトとなるキャッチコピーをキックとして多岐にわたる活動につい
て、目的やプロモーション方針とのブレがないかを検討すること。
　伝えたい内容につながる表現であるかを丁寧に積み重ねていくことが求められる。広報媒体のデ

ザインや写真一つ一つについても検証を重ねることが必要である。
地域の魅力を伝えるためには、地域に精通した方との協働プロジェクトが望ましく、よそ者と地域の方

の間で感じるギャップ間を共有協議することは、多様な視点での検証を可能とし非常に有効な体制で
あるといえる。

まとめ
地域活性化商談は、多様なバックボーンを持つメンバーでプロジェクトを推進することが多い。活動の
一貫性を保ち、個々の活動目的を共有するために、ステークフォルダー全体での認識共有が重要となる
。プロジェクト管理者は関係者間で伝わりづらい情報を共有し、丁寧な対話は重ねることで状況共有を
行い、内外の関係性を構築することも重要な役割である。プロジェクト内で、プラスのスパイラルを築き、
良いシナジーを生み出し連携していくことが求められる。
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ラックスした様子の参加者は、市の魅力についてグループごとに会話し、発表をしてもらった。参加者は「
元気をもらった。」「楽しかった。」と声をかけてくださり、非常に好評な結果となった。参加者との距離感
を自然に近づけるためには、どのようなことが求められるのかを第二章で述べる。

第二章　コミュニケーションをデザインするとは
シティプロモーション活動はコミュニケーションデザインである。地域に対するコミュニケーションは、多
様な価値観に向けた訴求であり、企業ブランドの訴求以上に様 な々要素への配慮が必要であり、非常
に難しい活動だといえる。
広報媒体はインフラではないため、見なくても困らない付加価値の提供である。利用者が自分にとっ

て有益な情報だと感じなければ見てもらえない事を理解しなければいけない。
まずは、知ってもらうこと。そして、いかに興味をもってもらうか。参加者が能動的に行動をおこしたくなる
か。が重要だ。地域によって保有する資産は違う。地域ごとの強みや特徴を理解した上で、「誰に」「何
を」「どのように」伝えれば、伝えたい人にとっての「幸せ」が生まれるのかを考えたい。以下にコミュニケ
ーションデザインを設計する際の思考要素を述べる。

１）イベント設計
・ターゲット層が感じている市のイメージや課題は何か
・課題を踏まえてどのような内容を訴求すべきであるか
・実施側のプロモーション活動の目的は何か
・伝えたい内容を表現するために必要な要素として
　　ゲスト、フード、開催場所、時間、人数などはどのようにすべきか
・アンケート結果から何を得て今後にいかすのか
・実施側が感じていることと、参加者目線で感じることにギャップは
本当にないのか
２）ホームページ設計
・ターゲット層が求める情報が網羅されているか
・利用者が直感的に操作しやすいデザインとなっているか
・興味を持てる、見てみたいと感じてもらえるデザインとなっているか
・構成内容は市の魅力を伝えるものになっているか
・シビックプライドの醸成には、わざとらしいＰＲでは共感が生まれない
嘘を感じる表現がないコンテンツとなっているか
３）共感を醸成するために
・参加して考えることが楽しい場の提供
・参加者同士がつながれる交流の場の提供
・つながりがとぎれない拡散するＳＮＳの活用
・集合写真の掲載による仲間意識の醸成

以上の要素を踏まえて、全体の設計内容は実施側の思い込みではなく、参加者にとって幸せを感じ
る内容になっているかを再び考えることが重要である。

第三章　考察
地域の訴求活動は予算が少なく、関係者が多く訴求対象者が広くなることから、価値観が多様であ

る。プロモーション活動を実施するには、厳しい条件が多く、非常に難しいテーマである。
活動は長期的に継続が可能な体制を整備し一過性で終わらないことが必要だ。初期段階で実施

することは、長期的に継続する活動において、進むべき方向性を見つけ出すことである。
移住定住は「人とのつながり」が決定要素になるため、移住希望者と地域とのミスマッチを生まない

ためにも、地域に住む人や町の積み重ねてきた空気感を丁寧に伝えていくことが重要である。
コミュニケーションデザインのプロセス設計には、何のために実施しているのかを細部にわたり立ち返

り、思考をすることが必要である。コンセプトとなるキャッチコピーをキックとして多岐にわたる活動につい
て、目的やプロモーション方針とのブレがないかを検討すること。
　伝えたい内容につながる表現であるかを丁寧に積み重ねていくことが求められる。広報媒体のデ

ザインや写真一つ一つについても検証を重ねることが必要である。
地域の魅力を伝えるためには、地域に精通した方との協働プロジェクトが望ましく、よそ者と地域の方

の間で感じるギャップ間を共有協議することは、多様な視点での検証を可能とし非常に有効な体制で
あるといえる。

まとめ
地域活性化商談は、多様なバックボーンを持つメンバーでプロジェクトを推進することが多い。活動の
一貫性を保ち、個々の活動目的を共有するために、ステークフォルダー全体での認識共有が重要となる
。プロジェクト管理者は関係者間で伝わりづらい情報を共有し、丁寧な対話は重ねることで状況共有を
行い、内外の関係性を構築することも重要な役割である。プロジェクト内で、プラスのスパイラルを築き、
良いシナジーを生み出し連携していくことが求められる。

謝辞
ＮＰＯならそら代表山本あつし様、行政担当課の皆様、原田博一様、矢野貴士様、松本涼子様、プロ
ジェクトに関わった皆様から多くの導きと教えを頂戴しました。また、論文執筆にあたり研究分析及び、一
部本文の引用をさせて頂いた同志社大学商学部准教授　髙橋広行様へこの場をおかりして感謝を
申し上げます。最後に奈良地域デザイン研究所の活動を通じ多くの貴重な出会い、経験、学びを頂い
た村内俊雄様へ感謝を申し上げます。
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シティプロモーション活動に求められる
コミュニケーションデザイン設計について
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１，はじめに
少子高齢化、首都圏への人口集中対策として地域活性化を目指したシティプロモーション活動が盛

んになっている。各自治体は、次世代を担う若年層への教育支援制度の充実や子育て世帯向けの支
援策をＰＲし、既存世帯の定住促進と転勤族や近隣市からの人口流入を目指している。
しかしながら、多岐にわたるＰＲ活動が成功したか否かは指標としてとらえにくい。シティプロモーション
活動に参加し、移住を検討している層が生まれたとしても短期的に結果はでない。移住は日常生活に
大きな変化が伴うため、決断には時間がかかるからである。シティプロモーション活動は、長期的な活動
が可能な体制の整備と調査を継続しなければ、その効果を測定し「見える化」することは難しい。

本論文では、筆者が2016年に参画したＮ市定住促進事業の現場での経験とイベント参加者のアン
ケート調査による共感度の指標結果よりシティプロモーション活動の成功にはどのようなコミュニケーショ
ン設計が求められるのかを明らかにしていきたい。

第一章 Ｎ市シティプロモーション活動について
Ｎ市定住促進事業では、ホームページを中心に行政の支援制度をわかりやすく訴求している。更に
市の魅力をＰＲするイベントの実施や、動画インタビューを配信している。動画ではN市での暮らしについ
て市民がリアルに語っている。プロジェクトは過去の調査結果も踏まえ、重点エリアや、ターゲット層を決
定し、ターゲットにどのような空気感を伝えれば共感が生まれ、住民のシビックプライドの醸成につながる
のかをプロジェクト開始段階で共有することからスタートした。

日々 の暮らしの中で、肌感覚で感じている「らしさ」を表現するためには、プロジェクト実施は、地域の
方との協働が不可欠である。一方で、地域の方や行政のみでは外から見た市の印象に気づきにくい可
能性も懸念される。相乗効果を発揮するために、Ｎ市のプロジェクトでは研究員、大学関係者、地域のＮ
ＰＯ、民間業者、行政担当者という多様性のあるチームで実施した。それぞれの強みを活かし活動が推
進された。

イベントの実施では「共感」を軸としたアンケート調査を実施している。
アンケート結果より、イベント参加者の約９７％が「Ｎ市のことを好きになった。」「活動内容に共感した。
」と回答している。一方的なプロモーション活動方法では、このような結果は出なかっただろう。参加者が
「自分ごと」としてイベント内容を他社へ発信し、市の魅力訴求活動に能動的に参加したこと。好意的な

反応を示した理由はアンケート調査結果より以下の点が挙げられる。
 
「共感」を指標としたアンケートの調査分析では、同志社大学商学部　高橋広行准教授より多大な
るご支援を頂戴した。以下より、内容を引用させて頂く。

イベントは大阪市内と京都市内で2回ずつ合計4回実施している。大阪での開催は、2015年12月21
日と2016年1月24日、京都での開催は2016年2月16日と3月13 日。
1時間30分の構成とした。イベントは、市 で活躍する魅力的なゲスト（住民）を講師に招き、「大和茶の
美味しい淹れ方」や「Ｎ市の美味しいパン」を提供しながら、市の魅力について語ってもらうイベントにし
た。定員は毎回20名までの事前予約・先着順としたところどの会もほぼ定員に達し、好評のうちに終了し
た。
毎回、イベントの終了時にはお茶などのサン プルと一緒に、市の暮らしや文化を伝えるパンフレット、子
育て支援や移住定住支 援制度の資料（補助金）、ふるさと納税の資料、移住定住促進のためのホー
ムページの案内チラシなどを手渡しながら、アンケート用紙を同封した。 

 

 

「会場の雰囲気」（同0.768）、「イベントの進め方」（0.662）などが強く影響していた。これらの要素が
主に「地域への共感度」（0.616）を高める要因になっている。さらに、「イベント評価」と「地域ブランド資
産」とは0.357の共分散を示しており、相互に正の相関関係にあることが理解できる。その地域ブランド
資産に影響する因子は、「自然 資産」（0.926）が突出しており、「子育て環境資産」（0.598）、「生活資
産」（0.607）、「経済インフラ資産」 （0.604）は、ほぼ同程度の強さで地域ブランド資産を構成する。特に
「自然資産」における「安全な生活環境」（0.816）であるという認識が強く、これが地域ブランド資産とし
て最も強い魅力度となっている。さらに、「地域ブランド資産」から「地域への共感度」は0.526であり、イ
ベント評価とともに地域に対する共感度を高める要因になっている。「地域への共感度」においては、「
Ｎ市に対する共感度」（0.703）、「Ｎ市の雰囲気」（0.611）、「Ｎ市移住への興味度」（0.565）の順で強く
影響していることが明らかになった（第8図表） 。

イベントの実施は、NPOならそら 代表 山本あつし氏にプロデュース頂き実施した。温かい空気感にリ
ラックスした様子の参加者は、市の魅力についてグループごとに会話し、発表をしてもらった。参加者は「
元気をもらった。」「楽しかった。」と声をかけてくださり、非常に好評な結果となった。参加者との距離感
を自然に近づけるためには、どのようなことが求められるのかを第二章で述べる。

第二章　コミュニケーションをデザインするとは
シティプロモーション活動はコミュニケーションデザインである。地域に対するコミュニケーションは、多
様な価値観に向けた訴求であり、企業ブランドの訴求以上に様 な々要素への配慮が必要であり、非常
に難しい活動だといえる。
広報媒体はインフラではないため、見なくても困らない付加価値の提供である。利用者が自分にとっ

て有益な情報だと感じなければ見てもらえない事を理解しなければいけない。
まずは、知ってもらうこと。そして、いかに興味をもってもらうか。参加者が能動的に行動をおこしたくなる
か。が重要だ。地域によって保有する資産は違う。地域ごとの強みや特徴を理解した上で、「誰に」「何
を」「どのように」伝えれば、伝えたい人にとっての「幸せ」が生まれるのかを考えたい。以下にコミュニケ
ーションデザインを設計する際の思考要素を述べる。

１）イベント設計
・ターゲット層が感じている市のイメージや課題は何か
・課題を踏まえてどのような内容を訴求すべきであるか
・実施側のプロモーション活動の目的は何か
・伝えたい内容を表現するために必要な要素として
　　ゲスト、フード、開催場所、時間、人数などはどのようにすべきか
・アンケート結果から何を得て今後にいかすのか
・実施側が感じていることと、参加者目線で感じることにギャップは
本当にないのか
２）ホームページ設計
・ターゲット層が求める情報が網羅されているか
・利用者が直感的に操作しやすいデザインとなっているか
・興味を持てる、見てみたいと感じてもらえるデザインとなっているか
・構成内容は市の魅力を伝えるものになっているか
・シビックプライドの醸成には、わざとらしいＰＲでは共感が生まれない
嘘を感じる表現がないコンテンツとなっているか
３）共感を醸成するために
・参加して考えることが楽しい場の提供
・参加者同士がつながれる交流の場の提供
・つながりがとぎれない拡散するＳＮＳの活用
・集合写真の掲載による仲間意識の醸成
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以上の要素を踏まえて、全体の設計内容は実施側の思い込みではなく、参加者にとって幸せを感じ
る内容になっているかを再び考えることが重要である。

第三章　考察
地域の訴求活動は予算が少なく、関係者が多く訴求対象者が広くなることから、価値観が多様であ

る。プロモーション活動を実施するには、厳しい条件が多く、非常に難しいテーマである。
活動は長期的に継続が可能な体制を整備し一過性で終わらないことが必要だ。初期段階で実施

することは、長期的に継続する活動において、進むべき方向性を見つけ出すことである。
移住定住は「人とのつながり」が決定要素になるため、移住希望者と地域とのミスマッチを生まない

ためにも、地域に住む人や町の積み重ねてきた空気感を丁寧に伝えていくことが重要である。
コミュニケーションデザインのプロセス設計には、何のために実施しているのかを細部にわたり立ち返

り、思考をすることが必要である。コンセプトとなるキャッチコピーをキックとして多岐にわたる活動につい
て、目的やプロモーション方針とのブレがないかを検討すること。
　伝えたい内容につながる表現であるかを丁寧に積み重ねていくことが求められる。広報媒体のデ

ザインや写真一つ一つについても検証を重ねることが必要である。
地域の魅力を伝えるためには、地域に精通した方との協働プロジェクトが望ましく、よそ者と地域の方

の間で感じるギャップ間を共有協議することは、多様な視点での検証を可能とし非常に有効な体制で
あるといえる。

まとめ
地域活性化商談は、多様なバックボーンを持つメンバーでプロジェクトを推進することが多い。活動の
一貫性を保ち、個々の活動目的を共有するために、ステークフォルダー全体での認識共有が重要となる
。プロジェクト管理者は関係者間で伝わりづらい情報を共有し、丁寧な対話は重ねることで状況共有を
行い、内外の関係性を構築することも重要な役割である。プロジェクト内で、プラスのスパイラルを築き、
良いシナジーを生み出し連携していくことが求められる。

謝辞
ＮＰＯならそら代表山本あつし様、行政担当課の皆様、原田博一様、矢野貴士様、松本涼子様、プロ
ジェクトに関わった皆様から多くの導きと教えを頂戴しました。また、論文執筆にあたり研究分析及び、一
部本文の引用をさせて頂いた同志社大学商学部准教授　髙橋広行様へこの場をおかりして感謝を
申し上げます。最後に奈良地域デザイン研究所の活動を通じ多くの貴重な出会い、経験、学びを頂い
た村内俊雄様へ感謝を申し上げます。

－　39　－



シティプロモーション活動に求められる
コミュニケーションデザイン設計について

研究員・山下　小百合　　　
　　　

１，はじめに
少子高齢化、首都圏への人口集中対策として地域活性化を目指したシティプロモーション活動が盛

んになっている。各自治体は、次世代を担う若年層への教育支援制度の充実や子育て世帯向けの支
援策をＰＲし、既存世帯の定住促進と転勤族や近隣市からの人口流入を目指している。
しかしながら、多岐にわたるＰＲ活動が成功したか否かは指標としてとらえにくい。シティプロモーション
活動に参加し、移住を検討している層が生まれたとしても短期的に結果はでない。移住は日常生活に
大きな変化が伴うため、決断には時間がかかるからである。シティプロモーション活動は、長期的な活動
が可能な体制の整備と調査を継続しなければ、その効果を測定し「見える化」することは難しい。

本論文では、筆者が2016年に参画したＮ市定住促進事業の現場での経験とイベント参加者のアン
ケート調査による共感度の指標結果よりシティプロモーション活動の成功にはどのようなコミュニケーショ
ン設計が求められるのかを明らかにしていきたい。

第一章 Ｎ市シティプロモーション活動について
Ｎ市定住促進事業では、ホームページを中心に行政の支援制度をわかりやすく訴求している。更に
市の魅力をＰＲするイベントの実施や、動画インタビューを配信している。動画ではN市での暮らしについ
て市民がリアルに語っている。プロジェクトは過去の調査結果も踏まえ、重点エリアや、ターゲット層を決
定し、ターゲットにどのような空気感を伝えれば共感が生まれ、住民のシビックプライドの醸成につながる
のかをプロジェクト開始段階で共有することからスタートした。

日々 の暮らしの中で、肌感覚で感じている「らしさ」を表現するためには、プロジェクト実施は、地域の
方との協働が不可欠である。一方で、地域の方や行政のみでは外から見た市の印象に気づきにくい可
能性も懸念される。相乗効果を発揮するために、Ｎ市のプロジェクトでは研究員、大学関係者、地域のＮ
ＰＯ、民間業者、行政担当者という多様性のあるチームで実施した。それぞれの強みを活かし活動が推
進された。

イベントの実施では「共感」を軸としたアンケート調査を実施している。
アンケート結果より、イベント参加者の約９７％が「Ｎ市のことを好きになった。」「活動内容に共感した。
」と回答している。一方的なプロモーション活動方法では、このような結果は出なかっただろう。参加者が
「自分ごと」としてイベント内容を他社へ発信し、市の魅力訴求活動に能動的に参加したこと。好意的な

反応を示した理由はアンケート調査結果より以下の点が挙げられる。
 
「共感」を指標としたアンケートの調査分析では、同志社大学商学部　高橋広行准教授より多大な
るご支援を頂戴した。以下より、内容を引用させて頂く。

イベントは大阪市内と京都市内で2回ずつ合計4回実施している。大阪での開催は、2015年12月21
日と2016年1月24日、京都での開催は2016年2月16日と3月13 日。
1時間30分の構成とした。イベントは、市 で活躍する魅力的なゲスト（住民）を講師に招き、「大和茶の
美味しい淹れ方」や「Ｎ市の美味しいパン」を提供しながら、市の魅力について語ってもらうイベントにし
た。定員は毎回20名までの事前予約・先着順としたところどの会もほぼ定員に達し、好評のうちに終了し
た。
毎回、イベントの終了時にはお茶などのサン プルと一緒に、市の暮らしや文化を伝えるパンフレット、子
育て支援や移住定住支 援制度の資料（補助金）、ふるさと納税の資料、移住定住促進のためのホー
ムページの案内チラシなどを手渡しながら、アンケート用紙を同封した。 

 

 

「会場の雰囲気」（同0.768）、「イベントの進め方」（0.662）などが強く影響していた。これらの要素が
主に「地域への共感度」（0.616）を高める要因になっている。さらに、「イベント評価」と「地域ブランド資
産」とは0.357の共分散を示しており、相互に正の相関関係にあることが理解できる。その地域ブランド
資産に影響する因子は、「自然 資産」（0.926）が突出しており、「子育て環境資産」（0.598）、「生活資
産」（0.607）、「経済インフラ資産」 （0.604）は、ほぼ同程度の強さで地域ブランド資産を構成する。特に
「自然資産」における「安全な生活環境」（0.816）であるという認識が強く、これが地域ブランド資産とし
て最も強い魅力度となっている。さらに、「地域ブランド資産」から「地域への共感度」は0.526であり、イ
ベント評価とともに地域に対する共感度を高める要因になっている。「地域への共感度」においては、「
Ｎ市に対する共感度」（0.703）、「Ｎ市の雰囲気」（0.611）、「Ｎ市移住への興味度」（0.565）の順で強く
影響していることが明らかになった（第8図表） 。

イベントの実施は、NPOならそら 代表 山本あつし氏にプロデュース頂き実施した。温かい空気感にリ
ラックスした様子の参加者は、市の魅力についてグループごとに会話し、発表をしてもらった。参加者は「
元気をもらった。」「楽しかった。」と声をかけてくださり、非常に好評な結果となった。参加者との距離感
を自然に近づけるためには、どのようなことが求められるのかを第二章で述べる。

第二章　コミュニケーションをデザインするとは
シティプロモーション活動はコミュニケーションデザインである。地域に対するコミュニケーションは、多
様な価値観に向けた訴求であり、企業ブランドの訴求以上に様 な々要素への配慮が必要であり、非常
に難しい活動だといえる。
広報媒体はインフラではないため、見なくても困らない付加価値の提供である。利用者が自分にとっ

て有益な情報だと感じなければ見てもらえない事を理解しなければいけない。
まずは、知ってもらうこと。そして、いかに興味をもってもらうか。参加者が能動的に行動をおこしたくなる
か。が重要だ。地域によって保有する資産は違う。地域ごとの強みや特徴を理解した上で、「誰に」「何
を」「どのように」伝えれば、伝えたい人にとっての「幸せ」が生まれるのかを考えたい。以下にコミュニケ
ーションデザインを設計する際の思考要素を述べる。

１）イベント設計
・ターゲット層が感じている市のイメージや課題は何か
・課題を踏まえてどのような内容を訴求すべきであるか
・実施側のプロモーション活動の目的は何か
・伝えたい内容を表現するために必要な要素として
　　ゲスト、フード、開催場所、時間、人数などはどのようにすべきか
・アンケート結果から何を得て今後にいかすのか
・実施側が感じていることと、参加者目線で感じることにギャップは
本当にないのか
２）ホームページ設計
・ターゲット層が求める情報が網羅されているか
・利用者が直感的に操作しやすいデザインとなっているか
・興味を持てる、見てみたいと感じてもらえるデザインとなっているか
・構成内容は市の魅力を伝えるものになっているか
・シビックプライドの醸成には、わざとらしいＰＲでは共感が生まれない
嘘を感じる表現がないコンテンツとなっているか
３）共感を醸成するために
・参加して考えることが楽しい場の提供
・参加者同士がつながれる交流の場の提供
・つながりがとぎれない拡散するＳＮＳの活用
・集合写真の掲載による仲間意識の醸成

以上の要素を踏まえて、全体の設計内容は実施側の思い込みではなく、参加者にとって幸せを感じ
る内容になっているかを再び考えることが重要である。

第三章　考察
地域の訴求活動は予算が少なく、関係者が多く訴求対象者が広くなることから、価値観が多様であ

る。プロモーション活動を実施するには、厳しい条件が多く、非常に難しいテーマである。
活動は長期的に継続が可能な体制を整備し一過性で終わらないことが必要だ。初期段階で実施

することは、長期的に継続する活動において、進むべき方向性を見つけ出すことである。
移住定住は「人とのつながり」が決定要素になるため、移住希望者と地域とのミスマッチを生まない

ためにも、地域に住む人や町の積み重ねてきた空気感を丁寧に伝えていくことが重要である。
コミュニケーションデザインのプロセス設計には、何のために実施しているのかを細部にわたり立ち返

り、思考をすることが必要である。コンセプトとなるキャッチコピーをキックとして多岐にわたる活動につい
て、目的やプロモーション方針とのブレがないかを検討すること。
　伝えたい内容につながる表現であるかを丁寧に積み重ねていくことが求められる。広報媒体のデ

ザインや写真一つ一つについても検証を重ねることが必要である。
地域の魅力を伝えるためには、地域に精通した方との協働プロジェクトが望ましく、よそ者と地域の方

の間で感じるギャップ間を共有協議することは、多様な視点での検証を可能とし非常に有効な体制で
あるといえる。

まとめ
地域活性化商談は、多様なバックボーンを持つメンバーでプロジェクトを推進することが多い。活動の
一貫性を保ち、個々の活動目的を共有するために、ステークフォルダー全体での認識共有が重要となる
。プロジェクト管理者は関係者間で伝わりづらい情報を共有し、丁寧な対話は重ねることで状況共有を
行い、内外の関係性を構築することも重要な役割である。プロジェクト内で、プラスのスパイラルを築き、
良いシナジーを生み出し連携していくことが求められる。

謝辞
ＮＰＯならそら代表山本あつし様、行政担当課の皆様、原田博一様、矢野貴士様、松本涼子様、プロ
ジェクトに関わった皆様から多くの導きと教えを頂戴しました。また、論文執筆にあたり研究分析及び、一
部本文の引用をさせて頂いた同志社大学商学部准教授　髙橋広行様へこの場をおかりして感謝を
申し上げます。最後に奈良地域デザイン研究所の活動を通じ多くの貴重な出会い、経験、学びを頂い
た村内俊雄様へ感謝を申し上げます。

シティプロモーション活動に求められる　コミュニケーションデザイン設計について　　　　　　　研究員・山下　小百合
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奈良でフェスを開催するための組織づくり

研究員　山本　貴久　　　
　　　

概略
1990年代日本は活気にあふれバブル時代の到来を迎えた。世界からも名曲が数多く産みだされ、音

楽文化の盛り上がりを見せる時代があった。古き良き時代の音楽を奈良の地で再現をしたいという想い
より組織編成を開始。2年の準備期間を経て2016年度より音楽を中心に奈良より情報を発信し奈良県
でのフェスティバルの開催に向け活動を行っている。その中で奈良県と言う場所でのフェス開催に向け
組織構成を構築するプロセスを研究する。

経緯
幼少期より現在に至るまで生まれ故郷の伝統行事に触れ町の秋季大祭に参加し続けてきた。神社

に太鼓台を奉納しその年の豊作、自然の恵み等を感謝する町の行事である。
祭り太鼓のリズム継承は楽譜などはなく口伝えに代々伝えられる文化継承である。もちろん、太鼓台

の解体から組み立て、ひもの結び方に至るまでマニュアルは無く口伝えによる継承である。そのような環
境で、４０年以上太鼓の文化に慣れ親しんできた。
祭りの時期になると太鼓の音に引き寄せられるかのように、誰に言われる事なく人々が集まり準備を行

い祭りに備える。この地域は大阪でも山手で、そこまで田舎ではなく適度に人口が密集していて程よく活
気がある地域である。その為、文化が廃れることなく代々受け継がれていくことに成功している。そんな、
幼少期よりの経験や想いを経て、人々の心をつかむ事のできる音やリズムは組織を構成する上で社会
的にどのような働きがあり繋がりがあるのかと言う疑問から奈良県での音楽フェス開催と言う課題を取り
上げ、その上での組織作りの研究に到達する事となった。

組織作りをを運営面から検証　データー収集
組織作りを行う前にデーター収集を行う。組織を編成する上で有償スタッフと無償スタッフの分類を明
確にする。有償で人員等を確保しなければいけないものには、出演者、音響機材オペレーター、広告代
理店などがあげられる。無償のスタッフとは、企画経営、会場業務、WEBに当たる人員を無償スタッフと
して位置付ける。無償スタッフは将来的には企画経営部門のみをボランティアスタッフで運営をする事を
目標とする。データー収集の方法は各年度ごとに以下の通りである。2014年度の準備期間の構成は有
料公演で奈良の地域に音楽を根付かせる取り組み。中登美地区を中心に狭い地域での検証作業。
有償スタッフでの組織の構築の検証。
2015年度の構成は無料公演で音楽文化を地域に根付かせる取り組み。奈良市の学園前地区を中
心に狭い地域での検証作業。ボランティアスタッフでの組織の構築の検証。
2016年度の構成は2回の有料公演を広域で開催することと、1回の無料公演を開催する事。馬見丘
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陵公園と奈良県庁での広域での検証作業。ボランティアスタッフでの検証。

過去の詳細な活動内容
2014年度活動内容　2014年9月から11月の3か月間9公演を開催。開催場所は奈良市学園前の地
域のホールや公園。この時点での組織編成は無く、準備段階として地域の反響や出演者の反応を調
査する段階にある。この時点では街角コンサートのレベルにある。

2015年度活動内容
実行委員会発足。当初の実行委員会の人員構成は4名で大きく分類し出展者をまとめる部署と企
画経営の部署、そして現場の音響などの部署とした。5か月にわたり月1回のペースで5公演を実施。イ
ベント開催場所は奈良市学園前地域の公園広場。無料公演とする。広報活動として同年の 1月から9
月迄FM放送で番組を制作し放送を行う。

2016年度活動内容
第2期実行委員会発足。人員構成は、企画経営部、WEB担当部、音響部、当日参加部、ミュージシ

ャン部とした。有料で馬見丘陵公園にて2公演を実施。無料で奈良県県庁で１公演を実施

　

２０１４年度検証結果　　
組織編成とイベントを拡大する上で9公演を実施し奈良県でのフェスや活動を知ってもらう取り組みと

して出演者にもスタッフにも認知を促す作業を実施。知ってもらう事を組織作りの第１歩とする。学園前
の地域の中で開催したにもかかわらず他府県からも来場がある。このイベントの同時期に県主催のイベ
ント奈良県大芸術祭が開催されており、そのイベントにエントリーを行い広報の主軸とするが限定的な
周知となった。現時点ではフェスとしての実行委員会の結成はまだなく、情報収集とイベント開催のスキ
ルを学習する段階にあった。当初より開催場所の問題が浮上。ホール使用は3か月前か半年前の申請
が多く抽選の為本来ならば半年以上かけて作り上げていくイベントにしなければいけないが会場の関
係でイベントを作りこむことが出来ない。次年度の実行委員会発足までこの問題は保留とする。

２０１５年度検証結果　
５公演で観客を２０００人以上を動員した為、常に業務に追われ無償運営の限界を感じた。各スタッ
フの運営の自由度と意識を高める為、自由に意見が反映できる体制を取った。しかし自由さが裏目に出
て自己主張する者が増えてしまい意見がまとまらなくなり、組織は解散となる。この年の目標は大規模フ
ェスに向け出展者を管理できる人材の育成に力を入れたが、組織として方向性を示し切る事が出来な
かったために人材育成と組織編成が失敗に終わる。

２０１６年度検証結果　
前回の反省を生かし指示とコンセプトを明確にし実行委員会メンバーを募集したところ２０名を超える
有志が集まる。内１3名は常時機能するスタッフに恵まれた。出演者に関しては組織を構成するスタッフ
としてではなくステージ上での協力が望ましいとの結論に至る。組織作りの上で、進む道を示さなければ
ならないという課題に直面するが。2015年度の経験があるため、会場の問題を事前に解決し、出演者
の確保や資金や機材の調達、タイムスケジュール、出演者とのやり取り出展者の募集ホームページでの
広報等、全てにおいて進むべき方向性を示す。実行委員会の中で何か案を考えるというよりは、ストーリ

ーを作成しそのストーリー通りに話を進め、話し合いの場での自由度は脚色を付けるなどの方法が産ま
れたての組織には好ましいのではないかと考えられる。要するに全ての事を決めた上で実行委員会の
議題に上げて方法を説明するのである。会議の場では全てが既に決まっている状態なのである。

他のイベントとの比較
フェスティバルとして開催されている事例では大手音楽事務所が県内で開催し継続して行われてい
る事例は無い。TV局主催の大掛かりなフェスの開催事例は無い。実行委員会を立ち上げてのフェス
開催はNARA D-SONICと他フェスティバル１件。町おこしとして開催されている事例では商店街や商
工会議所等主催のイベント事例は多数存在。県主催のフェス多数確認。大学や学校関係主催のフェ
ス１件。運営上成功と言える段階に達しているものは、少なく集客においても大規模と言えるものは存在
しないのが現状である。又、行政主体のイベントが奈良県内では先行しているのが事実である。

２０１６年度　1回目2回目とフェスが終わりなぜ3回目と繋がったのか
それぞれスキルを持つものが協力し綿密に議論を重ね万全の態勢で臨む。1回目の開催の後すぐに
2回目のフェスが控えている為スタッフの負担を軽くするため音響は業者に依頼し、スタッフは会場の雰
囲気づくりや受付、出演者、来場者、STAFFの動線等に業務を集中させ運営に余裕を持たせるととも
にそれぞれにフェスの経験を積ます取り組みを行う。それと共に、プロモーションに力を入れた。そのかい
もあり、奈良県のインターネットクリックラキング2位を獲得。2回目のフェスは、音響や設営等全ての業務を
実行委員会で運営を行った。組織の成長を実感できる取り組みを行った事が継続の要因であると考え
られる。１１月のイベントは、参加型のイベントの為、実行委員会のメンバーそれぞれの活動を発表できる
場を作る事によりモチベーションを上げる取り組みを行う。それぞれがスキルをアピールする絶好の機会
となった。他の音楽事務所の連携もありフェスの内容的が充実し、スタッフ１人１人が自らの責任で行動
する事が出来た。フェスのコンセプトをより明確にすることと、専門性を活かすことにより成功に繋がった。
しかしながら、それがフェスとして成功してるのかと言えば、道半ばの話である。集客面でも舞台の脚色
の面でも、実行委員のメンバーの面でも課題は山積みである。組織の運営の成功とフェスの運営の成
功とは別の話である。

課題と方向性を示す

1　広報　企画　プロモーションの重要性
どこに向けてどんな情報を発信するのか等の課題が残る。2016年度の情報発信の効果は限定的
で、世間より認知がされていないというのが結論である。

2　開催立地の重要性
馬見丘陵公園は開催立地が悪く、大阪や京都よりの来客の妨げになる。今後は、年１回は馬見での
公演を実施し知名度を上げる作業を行い、奈良市内の会場での公演を目指す。しかし、奈良市内の会
場でフェスが出来る会場は限られていて、県管理の為制約が厳しく、開催運営に影響をしている。

3　出演者の重要性

好みが多様化し何をすればよいという答えが無い。よって、当初発案した基本的な考えやコンセプトに
従い出演者の選別をしなければならない。

4　運営資金の問題
運営はボランティアが中心である。運営を安定させるために、世間への認知と規模を大きくしていく取

り組みをしなければならない。県内の企業はもとより、県外の企業にも認知をされる仕組みの構築が優先
される。

5　イベントの方向性の重要性
奈良のアーティストを中心に東京よりヘッドライナーを誘致し、世界遺産をバックに公演をし、県内はも

とより、海外よりも来客を狙うという当初のコンセプトではあるが、好みが細分化される現代において動向
を分析し、仕掛けづくりを行う必要性がある。

6　有識者の賛同を得る組織作り
あらゆる方向性より可能性を引き出すために実行委員会に相談役として有識者のアドバイスを受け

る事の出来る組織を作る。

まとめ
この3年の活動から見えてきたことは行政（奈良県　奈良市を中心とする市町村）との連携が必要
不可欠。奈良県はフェスを開催できる場所がほぼ無く開催地に関しては行政の協力なしに話を進める
事が出来ない。奈良県は場所により人口の密集具合にばらつきがあり、市内中心部（県庁所在住所地
を中心とした場合）中心地より西に行くほど住宅地が広がり商業が発展していなく重要文化財もなく話
題性も無く会場に出来る場所がほぼ無い。逆に中心地は文化財が密集していて、国や県管理の土地
が多く制限がありフェス開催の自由性が無くなる。県内でのイベントの成功例は何パターンか確認でき
る。その成功理由は、立地にあると推測する。また、県との連携を図ることにより場所の問題が解決され
広報も効率的になる。しかしながらNARA D-SONICは商店街のお祭りや行政の慣例行事や自治会
のお祭りではなく純粋にフェスとしての運営能力とプロモーション能力や組織作りのスキルが試される場
である。組織作りは単に実行委員会を開設しても人が集まってくるような事ではなく、組織作りの中に人
が集まる仕掛けを作り、地域と人のリノベーションを行っていかなければならない。地域と人のリノベーシ
ョンとは、地域で言えばインフラ整備。場所の確保とその場所へ通じる道案内と位置付けている。人のリ
ノベーションとは、人々のポテンシャルを最大限に引き出す仕組みの構築。さらに人が集まる企業で考察
すると、企業参加は県内と言う構図が定番であるがより大きなフェスに仕上げるには県外の企業の協
賛の方が望ましい。これは、単に企業の開拓という事ではなく県内のマンパワーから生まれる先ほど述
べた人のリノベーションを元に仕組みを構築をすべきであると認識をしなければならない。要するに組織
から生まれる力の利用である。組織とは集まって何かが勝手に産まれるものではなく、決められたことを
効率よく消化でき、それぞれの目的が一致しなければ成立しない。その為には強いリーダーシップが求め
られる。このフェスティバル開催により地域に与える影響は何かと尋ねられた時、回答できる事は、先ほど
も述べたとおり、人と地域のリノベーションによる意識改革という所に結びつく。まだ、開催されて初年度
の為今後の組織編成と意識改革に重点的に力を注ぎたい。
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概略
1990年代日本は活気にあふれバブル時代の到来を迎えた。世界からも名曲が数多く産みだされ、音
楽文化の盛り上がりを見せる時代があった。古き良き時代の音楽を奈良の地で再現をしたいという想い
より組織編成を開始。2年の準備期間を経て2016年度より音楽を中心に奈良より情報を発信し奈良県
でのフェスティバルの開催に向け活動を行っている。その中で奈良県と言う場所でのフェス開催に向け
組織構成を構築するプロセスを研究する。

経緯
幼少期より現在に至るまで生まれ故郷の伝統行事に触れ町の秋季大祭に参加し続けてきた。神社

に太鼓台を奉納しその年の豊作、自然の恵み等を感謝する町の行事である。
祭り太鼓のリズム継承は楽譜などはなく口伝えに代々伝えられる文化継承である。もちろん、太鼓台

の解体から組み立て、ひもの結び方に至るまでマニュアルは無く口伝えによる継承である。そのような環
境で、４０年以上太鼓の文化に慣れ親しんできた。
祭りの時期になると太鼓の音に引き寄せられるかのように、誰に言われる事なく人々が集まり準備を行

い祭りに備える。この地域は大阪でも山手で、そこまで田舎ではなく適度に人口が密集していて程よく活
気がある地域である。その為、文化が廃れることなく代々受け継がれていくことに成功している。そんな、
幼少期よりの経験や想いを経て、人々の心をつかむ事のできる音やリズムは組織を構成する上で社会
的にどのような働きがあり繋がりがあるのかと言う疑問から奈良県での音楽フェス開催と言う課題を取り
上げ、その上での組織作りの研究に到達する事となった。

組織作りをを運営面から検証　データー収集
組織作りを行う前にデーター収集を行う。組織を編成する上で有償スタッフと無償スタッフの分類を明
確にする。有償で人員等を確保しなければいけないものには、出演者、音響機材オペレーター、広告代
理店などがあげられる。無償のスタッフとは、企画経営、会場業務、WEBに当たる人員を無償スタッフと
して位置付ける。無償スタッフは将来的には企画経営部門のみをボランティアスタッフで運営をする事を
目標とする。データー収集の方法は各年度ごとに以下の通りである。2014年度の準備期間の構成は有
料公演で奈良の地域に音楽を根付かせる取り組み。中登美地区を中心に狭い地域での検証作業。
有償スタッフでの組織の構築の検証。
2015年度の構成は無料公演で音楽文化を地域に根付かせる取り組み。奈良市の学園前地区を中
心に狭い地域での検証作業。ボランティアスタッフでの組織の構築の検証。
2016年度の構成は2回の有料公演を広域で開催することと、1回の無料公演を開催する事。馬見丘

陵公園と奈良県庁での広域での検証作業。ボランティアスタッフでの検証。

過去の詳細な活動内容
2014年度活動内容　2014年9月から11月の3か月間9公演を開催。開催場所は奈良市学園前の地
域のホールや公園。この時点での組織編成は無く、準備段階として地域の反響や出演者の反応を調
査する段階にある。この時点では街角コンサートのレベルにある。

2015年度活動内容
実行委員会発足。当初の実行委員会の人員構成は4名で大きく分類し出展者をまとめる部署と企

画経営の部署、そして現場の音響などの部署とした。5か月にわたり月1回のペースで5公演を実施。イ
ベント開催場所は奈良市学園前地域の公園広場。無料公演とする。広報活動として同年の 1月から9
月迄FM放送で番組を制作し放送を行う。
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2016年度活動内容
第2期実行委員会発足。人員構成は、企画経営部、WEB担当部、音響部、当日参加部、ミュージシ

ャン部とした。有料で馬見丘陵公園にて2公演を実施。無料で奈良県県庁で１公演を実施

　

２０１４年度検証結果　　
組織編成とイベントを拡大する上で9公演を実施し奈良県でのフェスや活動を知ってもらう取り組みと

して出演者にもスタッフにも認知を促す作業を実施。知ってもらう事を組織作りの第１歩とする。学園前
の地域の中で開催したにもかかわらず他府県からも来場がある。このイベントの同時期に県主催のイベ
ント奈良県大芸術祭が開催されており、そのイベントにエントリーを行い広報の主軸とするが限定的な
周知となった。現時点ではフェスとしての実行委員会の結成はまだなく、情報収集とイベント開催のスキ
ルを学習する段階にあった。当初より開催場所の問題が浮上。ホール使用は3か月前か半年前の申請
が多く抽選の為本来ならば半年以上かけて作り上げていくイベントにしなければいけないが会場の関
係でイベントを作りこむことが出来ない。次年度の実行委員会発足までこの問題は保留とする。

２０１５年度検証結果　
５公演で観客を２０００人以上を動員した為、常に業務に追われ無償運営の限界を感じた。各スタッ
フの運営の自由度と意識を高める為、自由に意見が反映できる体制を取った。しかし自由さが裏目に出
て自己主張する者が増えてしまい意見がまとまらなくなり、組織は解散となる。この年の目標は大規模フ
ェスに向け出展者を管理できる人材の育成に力を入れたが、組織として方向性を示し切る事が出来な
かったために人材育成と組織編成が失敗に終わる。

２０１６年度検証結果　
前回の反省を生かし指示とコンセプトを明確にし実行委員会メンバーを募集したところ２０名を超える
有志が集まる。内１3名は常時機能するスタッフに恵まれた。出演者に関しては組織を構成するスタッフ
としてではなくステージ上での協力が望ましいとの結論に至る。組織作りの上で、進む道を示さなければ
ならないという課題に直面するが。2015年度の経験があるため、会場の問題を事前に解決し、出演者
の確保や資金や機材の調達、タイムスケジュール、出演者とのやり取り出展者の募集ホームページでの
広報等、全てにおいて進むべき方向性を示す。実行委員会の中で何か案を考えるというよりは、ストーリ

ーを作成しそのストーリー通りに話を進め、話し合いの場での自由度は脚色を付けるなどの方法が産ま
れたての組織には好ましいのではないかと考えられる。要するに全ての事を決めた上で実行委員会の
議題に上げて方法を説明するのである。会議の場では全てが既に決まっている状態なのである。

他のイベントとの比較
フェスティバルとして開催されている事例では大手音楽事務所が県内で開催し継続して行われてい
る事例は無い。TV局主催の大掛かりなフェスの開催事例は無い。実行委員会を立ち上げてのフェス
開催はNARA D-SONICと他フェスティバル１件。町おこしとして開催されている事例では商店街や商
工会議所等主催のイベント事例は多数存在。県主催のフェス多数確認。大学や学校関係主催のフェ
ス１件。運営上成功と言える段階に達しているものは、少なく集客においても大規模と言えるものは存在
しないのが現状である。又、行政主体のイベントが奈良県内では先行しているのが事実である。

２０１６年度　1回目2回目とフェスが終わりなぜ3回目と繋がったのか
それぞれスキルを持つものが協力し綿密に議論を重ね万全の態勢で臨む。1回目の開催の後すぐに
2回目のフェスが控えている為スタッフの負担を軽くするため音響は業者に依頼し、スタッフは会場の雰
囲気づくりや受付、出演者、来場者、STAFFの動線等に業務を集中させ運営に余裕を持たせるととも
にそれぞれにフェスの経験を積ます取り組みを行う。それと共に、プロモーションに力を入れた。そのかい
もあり、奈良県のインターネットクリックラキング2位を獲得。2回目のフェスは、音響や設営等全ての業務を
実行委員会で運営を行った。組織の成長を実感できる取り組みを行った事が継続の要因であると考え
られる。１１月のイベントは、参加型のイベントの為、実行委員会のメンバーそれぞれの活動を発表できる
場を作る事によりモチベーションを上げる取り組みを行う。それぞれがスキルをアピールする絶好の機会
となった。他の音楽事務所の連携もありフェスの内容的が充実し、スタッフ１人１人が自らの責任で行動
する事が出来た。フェスのコンセプトをより明確にすることと、専門性を活かすことにより成功に繋がった。
しかしながら、それがフェスとして成功してるのかと言えば、道半ばの話である。集客面でも舞台の脚色
の面でも、実行委員のメンバーの面でも課題は山積みである。組織の運営の成功とフェスの運営の成
功とは別の話である。

課題と方向性を示す

1　広報　企画　プロモーションの重要性
どこに向けてどんな情報を発信するのか等の課題が残る。2016年度の情報発信の効果は限定的
で、世間より認知がされていないというのが結論である。

2　開催立地の重要性
馬見丘陵公園は開催立地が悪く、大阪や京都よりの来客の妨げになる。今後は、年１回は馬見での
公演を実施し知名度を上げる作業を行い、奈良市内の会場での公演を目指す。しかし、奈良市内の会
場でフェスが出来る会場は限られていて、県管理の為制約が厳しく、開催運営に影響をしている。

3　出演者の重要性

好みが多様化し何をすればよいという答えが無い。よって、当初発案した基本的な考えやコンセプトに
従い出演者の選別をしなければならない。

4　運営資金の問題
運営はボランティアが中心である。運営を安定させるために、世間への認知と規模を大きくしていく取

り組みをしなければならない。県内の企業はもとより、県外の企業にも認知をされる仕組みの構築が優先
される。

5　イベントの方向性の重要性
奈良のアーティストを中心に東京よりヘッドライナーを誘致し、世界遺産をバックに公演をし、県内はも

とより、海外よりも来客を狙うという当初のコンセプトではあるが、好みが細分化される現代において動向
を分析し、仕掛けづくりを行う必要性がある。

6　有識者の賛同を得る組織作り
あらゆる方向性より可能性を引き出すために実行委員会に相談役として有識者のアドバイスを受け

る事の出来る組織を作る。

まとめ
この3年の活動から見えてきたことは行政（奈良県　奈良市を中心とする市町村）との連携が必要
不可欠。奈良県はフェスを開催できる場所がほぼ無く開催地に関しては行政の協力なしに話を進める
事が出来ない。奈良県は場所により人口の密集具合にばらつきがあり、市内中心部（県庁所在住所地
を中心とした場合）中心地より西に行くほど住宅地が広がり商業が発展していなく重要文化財もなく話
題性も無く会場に出来る場所がほぼ無い。逆に中心地は文化財が密集していて、国や県管理の土地
が多く制限がありフェス開催の自由性が無くなる。県内でのイベントの成功例は何パターンか確認でき
る。その成功理由は、立地にあると推測する。また、県との連携を図ることにより場所の問題が解決され
広報も効率的になる。しかしながらNARA D-SONICは商店街のお祭りや行政の慣例行事や自治会
のお祭りではなく純粋にフェスとしての運営能力とプロモーション能力や組織作りのスキルが試される場
である。組織作りは単に実行委員会を開設しても人が集まってくるような事ではなく、組織作りの中に人
が集まる仕掛けを作り、地域と人のリノベーションを行っていかなければならない。地域と人のリノベーシ
ョンとは、地域で言えばインフラ整備。場所の確保とその場所へ通じる道案内と位置付けている。人のリ
ノベーションとは、人々のポテンシャルを最大限に引き出す仕組みの構築。さらに人が集まる企業で考察
すると、企業参加は県内と言う構図が定番であるがより大きなフェスに仕上げるには県外の企業の協
賛の方が望ましい。これは、単に企業の開拓という事ではなく県内のマンパワーから生まれる先ほど述
べた人のリノベーションを元に仕組みを構築をすべきであると認識をしなければならない。要するに組織
から生まれる力の利用である。組織とは集まって何かが勝手に産まれるものではなく、決められたことを
効率よく消化でき、それぞれの目的が一致しなければ成立しない。その為には強いリーダーシップが求め
られる。このフェスティバル開催により地域に与える影響は何かと尋ねられた時、回答できる事は、先ほど
も述べたとおり、人と地域のリノベーションによる意識改革という所に結びつく。まだ、開催されて初年度
の為今後の組織編成と意識改革に重点的に力を注ぎたい。
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い祭りに備える。この地域は大阪でも山手で、そこまで田舎ではなく適度に人口が密集していて程よく活
気がある地域である。その為、文化が廃れることなく代々受け継がれていくことに成功している。そんな、
幼少期よりの経験や想いを経て、人々の心をつかむ事のできる音やリズムは組織を構成する上で社会
的にどのような働きがあり繋がりがあるのかと言う疑問から奈良県での音楽フェス開催と言う課題を取り
上げ、その上での組織作りの研究に到達する事となった。

組織作りをを運営面から検証　データー収集
組織作りを行う前にデーター収集を行う。組織を編成する上で有償スタッフと無償スタッフの分類を明
確にする。有償で人員等を確保しなければいけないものには、出演者、音響機材オペレーター、広告代
理店などがあげられる。無償のスタッフとは、企画経営、会場業務、WEBに当たる人員を無償スタッフと
して位置付ける。無償スタッフは将来的には企画経営部門のみをボランティアスタッフで運営をする事を
目標とする。データー収集の方法は各年度ごとに以下の通りである。2014年度の準備期間の構成は有
料公演で奈良の地域に音楽を根付かせる取り組み。中登美地区を中心に狭い地域での検証作業。
有償スタッフでの組織の構築の検証。
2015年度の構成は無料公演で音楽文化を地域に根付かせる取り組み。奈良市の学園前地区を中
心に狭い地域での検証作業。ボランティアスタッフでの組織の構築の検証。
2016年度の構成は2回の有料公演を広域で開催することと、1回の無料公演を開催する事。馬見丘

陵公園と奈良県庁での広域での検証作業。ボランティアスタッフでの検証。

過去の詳細な活動内容
2014年度活動内容　2014年9月から11月の3か月間9公演を開催。開催場所は奈良市学園前の地
域のホールや公園。この時点での組織編成は無く、準備段階として地域の反響や出演者の反応を調
査する段階にある。この時点では街角コンサートのレベルにある。

2015年度活動内容
実行委員会発足。当初の実行委員会の人員構成は4名で大きく分類し出展者をまとめる部署と企
画経営の部署、そして現場の音響などの部署とした。5か月にわたり月1回のペースで5公演を実施。イ
ベント開催場所は奈良市学園前地域の公園広場。無料公演とする。広報活動として同年の 1月から9
月迄FM放送で番組を制作し放送を行う。

2016年度活動内容
第2期実行委員会発足。人員構成は、企画経営部、WEB担当部、音響部、当日参加部、ミュージシ

ャン部とした。有料で馬見丘陵公園にて2公演を実施。無料で奈良県県庁で１公演を実施

　

２０１４年度検証結果　　
組織編成とイベントを拡大する上で9公演を実施し奈良県でのフェスや活動を知ってもらう取り組みと

して出演者にもスタッフにも認知を促す作業を実施。知ってもらう事を組織作りの第１歩とする。学園前
の地域の中で開催したにもかかわらず他府県からも来場がある。このイベントの同時期に県主催のイベ
ント奈良県大芸術祭が開催されており、そのイベントにエントリーを行い広報の主軸とするが限定的な
周知となった。現時点ではフェスとしての実行委員会の結成はまだなく、情報収集とイベント開催のスキ
ルを学習する段階にあった。当初より開催場所の問題が浮上。ホール使用は3か月前か半年前の申請
が多く抽選の為本来ならば半年以上かけて作り上げていくイベントにしなければいけないが会場の関
係でイベントを作りこむことが出来ない。次年度の実行委員会発足までこの問題は保留とする。

２０１５年度検証結果　
５公演で観客を２０００人以上を動員した為、常に業務に追われ無償運営の限界を感じた。各スタッ
フの運営の自由度と意識を高める為、自由に意見が反映できる体制を取った。しかし自由さが裏目に出
て自己主張する者が増えてしまい意見がまとまらなくなり、組織は解散となる。この年の目標は大規模フ
ェスに向け出展者を管理できる人材の育成に力を入れたが、組織として方向性を示し切る事が出来な
かったために人材育成と組織編成が失敗に終わる。

２０１６年度検証結果　
前回の反省を生かし指示とコンセプトを明確にし実行委員会メンバーを募集したところ２０名を超える
有志が集まる。内１3名は常時機能するスタッフに恵まれた。出演者に関しては組織を構成するスタッフ
としてではなくステージ上での協力が望ましいとの結論に至る。組織作りの上で、進む道を示さなければ
ならないという課題に直面するが。2015年度の経験があるため、会場の問題を事前に解決し、出演者
の確保や資金や機材の調達、タイムスケジュール、出演者とのやり取り出展者の募集ホームページでの
広報等、全てにおいて進むべき方向性を示す。実行委員会の中で何か案を考えるというよりは、ストーリ
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ーを作成しそのストーリー通りに話を進め、話し合いの場での自由度は脚色を付けるなどの方法が産ま
れたての組織には好ましいのではないかと考えられる。要するに全ての事を決めた上で実行委員会の
議題に上げて方法を説明するのである。会議の場では全てが既に決まっている状態なのである。

他のイベントとの比較
フェスティバルとして開催されている事例では大手音楽事務所が県内で開催し継続して行われてい
る事例は無い。TV局主催の大掛かりなフェスの開催事例は無い。実行委員会を立ち上げてのフェス
開催はNARA D-SONICと他フェスティバル１件。町おこしとして開催されている事例では商店街や商
工会議所等主催のイベント事例は多数存在。県主催のフェス多数確認。大学や学校関係主催のフェ
ス１件。運営上成功と言える段階に達しているものは、少なく集客においても大規模と言えるものは存在
しないのが現状である。又、行政主体のイベントが奈良県内では先行しているのが事実である。

２０１６年度　1回目2回目とフェスが終わりなぜ3回目と繋がったのか
それぞれスキルを持つものが協力し綿密に議論を重ね万全の態勢で臨む。1回目の開催の後すぐに
2回目のフェスが控えている為スタッフの負担を軽くするため音響は業者に依頼し、スタッフは会場の雰
囲気づくりや受付、出演者、来場者、STAFFの動線等に業務を集中させ運営に余裕を持たせるととも
にそれぞれにフェスの経験を積ます取り組みを行う。それと共に、プロモーションに力を入れた。そのかい
もあり、奈良県のインターネットクリックラキング2位を獲得。2回目のフェスは、音響や設営等全ての業務を
実行委員会で運営を行った。組織の成長を実感できる取り組みを行った事が継続の要因であると考え
られる。１１月のイベントは、参加型のイベントの為、実行委員会のメンバーそれぞれの活動を発表できる
場を作る事によりモチベーションを上げる取り組みを行う。それぞれがスキルをアピールする絶好の機会
となった。他の音楽事務所の連携もありフェスの内容的が充実し、スタッフ１人１人が自らの責任で行動
する事が出来た。フェスのコンセプトをより明確にすることと、専門性を活かすことにより成功に繋がった。
しかしながら、それがフェスとして成功してるのかと言えば、道半ばの話である。集客面でも舞台の脚色
の面でも、実行委員のメンバーの面でも課題は山積みである。組織の運営の成功とフェスの運営の成
功とは別の話である。

課題と方向性を示す

1　広報　企画　プロモーションの重要性
どこに向けてどんな情報を発信するのか等の課題が残る。2016年度の情報発信の効果は限定的
で、世間より認知がされていないというのが結論である。

2　開催立地の重要性
馬見丘陵公園は開催立地が悪く、大阪や京都よりの来客の妨げになる。今後は、年１回は馬見での
公演を実施し知名度を上げる作業を行い、奈良市内の会場での公演を目指す。しかし、奈良市内の会
場でフェスが出来る会場は限られていて、県管理の為制約が厳しく、開催運営に影響をしている。

3　出演者の重要性

好みが多様化し何をすればよいという答えが無い。よって、当初発案した基本的な考えやコンセプトに
従い出演者の選別をしなければならない。

4　運営資金の問題
運営はボランティアが中心である。運営を安定させるために、世間への認知と規模を大きくしていく取

り組みをしなければならない。県内の企業はもとより、県外の企業にも認知をされる仕組みの構築が優先
される。

5　イベントの方向性の重要性
奈良のアーティストを中心に東京よりヘッドライナーを誘致し、世界遺産をバックに公演をし、県内はも

とより、海外よりも来客を狙うという当初のコンセプトではあるが、好みが細分化される現代において動向
を分析し、仕掛けづくりを行う必要性がある。

6　有識者の賛同を得る組織作り
あらゆる方向性より可能性を引き出すために実行委員会に相談役として有識者のアドバイスを受け

る事の出来る組織を作る。

まとめ
この3年の活動から見えてきたことは行政（奈良県　奈良市を中心とする市町村）との連携が必要
不可欠。奈良県はフェスを開催できる場所がほぼ無く開催地に関しては行政の協力なしに話を進める
事が出来ない。奈良県は場所により人口の密集具合にばらつきがあり、市内中心部（県庁所在住所地
を中心とした場合）中心地より西に行くほど住宅地が広がり商業が発展していなく重要文化財もなく話
題性も無く会場に出来る場所がほぼ無い。逆に中心地は文化財が密集していて、国や県管理の土地
が多く制限がありフェス開催の自由性が無くなる。県内でのイベントの成功例は何パターンか確認でき
る。その成功理由は、立地にあると推測する。また、県との連携を図ることにより場所の問題が解決され
広報も効率的になる。しかしながらNARA D-SONICは商店街のお祭りや行政の慣例行事や自治会
のお祭りではなく純粋にフェスとしての運営能力とプロモーション能力や組織作りのスキルが試される場
である。組織作りは単に実行委員会を開設しても人が集まってくるような事ではなく、組織作りの中に人
が集まる仕掛けを作り、地域と人のリノベーションを行っていかなければならない。地域と人のリノベーシ
ョンとは、地域で言えばインフラ整備。場所の確保とその場所へ通じる道案内と位置付けている。人のリ
ノベーションとは、人々のポテンシャルを最大限に引き出す仕組みの構築。さらに人が集まる企業で考察
すると、企業参加は県内と言う構図が定番であるがより大きなフェスに仕上げるには県外の企業の協
賛の方が望ましい。これは、単に企業の開拓という事ではなく県内のマンパワーから生まれる先ほど述
べた人のリノベーションを元に仕組みを構築をすべきであると認識をしなければならない。要するに組織
から生まれる力の利用である。組織とは集まって何かが勝手に産まれるものではなく、決められたことを
効率よく消化でき、それぞれの目的が一致しなければ成立しない。その為には強いリーダーシップが求め
られる。このフェスティバル開催により地域に与える影響は何かと尋ねられた時、回答できる事は、先ほど
も述べたとおり、人と地域のリノベーションによる意識改革という所に結びつく。まだ、開催されて初年度
の為今後の組織編成と意識改革に重点的に力を注ぎたい。
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概略
1990年代日本は活気にあふれバブル時代の到来を迎えた。世界からも名曲が数多く産みだされ、音
楽文化の盛り上がりを見せる時代があった。古き良き時代の音楽を奈良の地で再現をしたいという想い
より組織編成を開始。2年の準備期間を経て2016年度より音楽を中心に奈良より情報を発信し奈良県
でのフェスティバルの開催に向け活動を行っている。その中で奈良県と言う場所でのフェス開催に向け
組織構成を構築するプロセスを研究する。

経緯
幼少期より現在に至るまで生まれ故郷の伝統行事に触れ町の秋季大祭に参加し続けてきた。神社

に太鼓台を奉納しその年の豊作、自然の恵み等を感謝する町の行事である。
祭り太鼓のリズム継承は楽譜などはなく口伝えに代々伝えられる文化継承である。もちろん、太鼓台

の解体から組み立て、ひもの結び方に至るまでマニュアルは無く口伝えによる継承である。そのような環
境で、４０年以上太鼓の文化に慣れ親しんできた。
祭りの時期になると太鼓の音に引き寄せられるかのように、誰に言われる事なく人々が集まり準備を行

い祭りに備える。この地域は大阪でも山手で、そこまで田舎ではなく適度に人口が密集していて程よく活
気がある地域である。その為、文化が廃れることなく代々受け継がれていくことに成功している。そんな、
幼少期よりの経験や想いを経て、人々の心をつかむ事のできる音やリズムは組織を構成する上で社会
的にどのような働きがあり繋がりがあるのかと言う疑問から奈良県での音楽フェス開催と言う課題を取り
上げ、その上での組織作りの研究に到達する事となった。

組織作りをを運営面から検証　データー収集
組織作りを行う前にデーター収集を行う。組織を編成する上で有償スタッフと無償スタッフの分類を明
確にする。有償で人員等を確保しなければいけないものには、出演者、音響機材オペレーター、広告代
理店などがあげられる。無償のスタッフとは、企画経営、会場業務、WEBに当たる人員を無償スタッフと
して位置付ける。無償スタッフは将来的には企画経営部門のみをボランティアスタッフで運営をする事を
目標とする。データー収集の方法は各年度ごとに以下の通りである。2014年度の準備期間の構成は有
料公演で奈良の地域に音楽を根付かせる取り組み。中登美地区を中心に狭い地域での検証作業。
有償スタッフでの組織の構築の検証。
2015年度の構成は無料公演で音楽文化を地域に根付かせる取り組み。奈良市の学園前地区を中
心に狭い地域での検証作業。ボランティアスタッフでの組織の構築の検証。
2016年度の構成は2回の有料公演を広域で開催することと、1回の無料公演を開催する事。馬見丘

陵公園と奈良県庁での広域での検証作業。ボランティアスタッフでの検証。

過去の詳細な活動内容
2014年度活動内容　2014年9月から11月の3か月間9公演を開催。開催場所は奈良市学園前の地
域のホールや公園。この時点での組織編成は無く、準備段階として地域の反響や出演者の反応を調
査する段階にある。この時点では街角コンサートのレベルにある。

2015年度活動内容
実行委員会発足。当初の実行委員会の人員構成は4名で大きく分類し出展者をまとめる部署と企
画経営の部署、そして現場の音響などの部署とした。5か月にわたり月1回のペースで5公演を実施。イ
ベント開催場所は奈良市学園前地域の公園広場。無料公演とする。広報活動として同年の 1月から9
月迄FM放送で番組を制作し放送を行う。

2016年度活動内容
第2期実行委員会発足。人員構成は、企画経営部、WEB担当部、音響部、当日参加部、ミュージシ

ャン部とした。有料で馬見丘陵公園にて2公演を実施。無料で奈良県県庁で１公演を実施

　

２０１４年度検証結果　　
組織編成とイベントを拡大する上で9公演を実施し奈良県でのフェスや活動を知ってもらう取り組みと

して出演者にもスタッフにも認知を促す作業を実施。知ってもらう事を組織作りの第１歩とする。学園前
の地域の中で開催したにもかかわらず他府県からも来場がある。このイベントの同時期に県主催のイベ
ント奈良県大芸術祭が開催されており、そのイベントにエントリーを行い広報の主軸とするが限定的な
周知となった。現時点ではフェスとしての実行委員会の結成はまだなく、情報収集とイベント開催のスキ
ルを学習する段階にあった。当初より開催場所の問題が浮上。ホール使用は3か月前か半年前の申請
が多く抽選の為本来ならば半年以上かけて作り上げていくイベントにしなければいけないが会場の関
係でイベントを作りこむことが出来ない。次年度の実行委員会発足までこの問題は保留とする。

２０１５年度検証結果　
５公演で観客を２０００人以上を動員した為、常に業務に追われ無償運営の限界を感じた。各スタッ
フの運営の自由度と意識を高める為、自由に意見が反映できる体制を取った。しかし自由さが裏目に出
て自己主張する者が増えてしまい意見がまとまらなくなり、組織は解散となる。この年の目標は大規模フ
ェスに向け出展者を管理できる人材の育成に力を入れたが、組織として方向性を示し切る事が出来な
かったために人材育成と組織編成が失敗に終わる。

２０１６年度検証結果　
前回の反省を生かし指示とコンセプトを明確にし実行委員会メンバーを募集したところ２０名を超える
有志が集まる。内１3名は常時機能するスタッフに恵まれた。出演者に関しては組織を構成するスタッフ
としてではなくステージ上での協力が望ましいとの結論に至る。組織作りの上で、進む道を示さなければ
ならないという課題に直面するが。2015年度の経験があるため、会場の問題を事前に解決し、出演者
の確保や資金や機材の調達、タイムスケジュール、出演者とのやり取り出展者の募集ホームページでの
広報等、全てにおいて進むべき方向性を示す。実行委員会の中で何か案を考えるというよりは、ストーリ

ーを作成しそのストーリー通りに話を進め、話し合いの場での自由度は脚色を付けるなどの方法が産ま
れたての組織には好ましいのではないかと考えられる。要するに全ての事を決めた上で実行委員会の
議題に上げて方法を説明するのである。会議の場では全てが既に決まっている状態なのである。

他のイベントとの比較
フェスティバルとして開催されている事例では大手音楽事務所が県内で開催し継続して行われてい
る事例は無い。TV局主催の大掛かりなフェスの開催事例は無い。実行委員会を立ち上げてのフェス
開催はNARA D-SONICと他フェスティバル１件。町おこしとして開催されている事例では商店街や商
工会議所等主催のイベント事例は多数存在。県主催のフェス多数確認。大学や学校関係主催のフェ
ス１件。運営上成功と言える段階に達しているものは、少なく集客においても大規模と言えるものは存在
しないのが現状である。又、行政主体のイベントが奈良県内では先行しているのが事実である。

２０１６年度　1回目2回目とフェスが終わりなぜ3回目と繋がったのか
それぞれスキルを持つものが協力し綿密に議論を重ね万全の態勢で臨む。1回目の開催の後すぐに
2回目のフェスが控えている為スタッフの負担を軽くするため音響は業者に依頼し、スタッフは会場の雰
囲気づくりや受付、出演者、来場者、STAFFの動線等に業務を集中させ運営に余裕を持たせるととも
にそれぞれにフェスの経験を積ます取り組みを行う。それと共に、プロモーションに力を入れた。そのかい
もあり、奈良県のインターネットクリックラキング2位を獲得。2回目のフェスは、音響や設営等全ての業務を
実行委員会で運営を行った。組織の成長を実感できる取り組みを行った事が継続の要因であると考え
られる。１１月のイベントは、参加型のイベントの為、実行委員会のメンバーそれぞれの活動を発表できる
場を作る事によりモチベーションを上げる取り組みを行う。それぞれがスキルをアピールする絶好の機会
となった。他の音楽事務所の連携もありフェスの内容的が充実し、スタッフ１人１人が自らの責任で行動
する事が出来た。フェスのコンセプトをより明確にすることと、専門性を活かすことにより成功に繋がった。
しかしながら、それがフェスとして成功してるのかと言えば、道半ばの話である。集客面でも舞台の脚色
の面でも、実行委員のメンバーの面でも課題は山積みである。組織の運営の成功とフェスの運営の成
功とは別の話である。

課題と方向性を示す

1　広報　企画　プロモーションの重要性
どこに向けてどんな情報を発信するのか等の課題が残る。2016年度の情報発信の効果は限定的
で、世間より認知がされていないというのが結論である。

2　開催立地の重要性
馬見丘陵公園は開催立地が悪く、大阪や京都よりの来客の妨げになる。今後は、年１回は馬見での

公演を実施し知名度を上げる作業を行い、奈良市内の会場での公演を目指す。しかし、奈良市内の会
場でフェスが出来る会場は限られていて、県管理の為制約が厳しく、開催運営に影響をしている。

3　出演者の重要性

奈良でフェスを開催するための組織づくり　　　　　　　研究員　山本　貴久

好みが多様化し何をすればよいという答えが無い。よって、当初発案した基本的な考えやコンセプトに
従い出演者の選別をしなければならない。

4　運営資金の問題
運営はボランティアが中心である。運営を安定させるために、世間への認知と規模を大きくしていく取

り組みをしなければならない。県内の企業はもとより、県外の企業にも認知をされる仕組みの構築が優先
される。

5　イベントの方向性の重要性
奈良のアーティストを中心に東京よりヘッドライナーを誘致し、世界遺産をバックに公演をし、県内はも

とより、海外よりも来客を狙うという当初のコンセプトではあるが、好みが細分化される現代において動向
を分析し、仕掛けづくりを行う必要性がある。

6　有識者の賛同を得る組織作り
あらゆる方向性より可能性を引き出すために実行委員会に相談役として有識者のアドバイスを受け

る事の出来る組織を作る。

まとめ
この3年の活動から見えてきたことは行政（奈良県　奈良市を中心とする市町村）との連携が必要
不可欠。奈良県はフェスを開催できる場所がほぼ無く開催地に関しては行政の協力なしに話を進める
事が出来ない。奈良県は場所により人口の密集具合にばらつきがあり、市内中心部（県庁所在住所地
を中心とした場合）中心地より西に行くほど住宅地が広がり商業が発展していなく重要文化財もなく話
題性も無く会場に出来る場所がほぼ無い。逆に中心地は文化財が密集していて、国や県管理の土地
が多く制限がありフェス開催の自由性が無くなる。県内でのイベントの成功例は何パターンか確認でき
る。その成功理由は、立地にあると推測する。また、県との連携を図ることにより場所の問題が解決され
広報も効率的になる。しかしながらNARA D-SONICは商店街のお祭りや行政の慣例行事や自治会
のお祭りではなく純粋にフェスとしての運営能力とプロモーション能力や組織作りのスキルが試される場
である。組織作りは単に実行委員会を開設しても人が集まってくるような事ではなく、組織作りの中に人
が集まる仕掛けを作り、地域と人のリノベーションを行っていかなければならない。地域と人のリノベーシ
ョンとは、地域で言えばインフラ整備。場所の確保とその場所へ通じる道案内と位置付けている。人のリ
ノベーションとは、人々のポテンシャルを最大限に引き出す仕組みの構築。さらに人が集まる企業で考察
すると、企業参加は県内と言う構図が定番であるがより大きなフェスに仕上げるには県外の企業の協
賛の方が望ましい。これは、単に企業の開拓という事ではなく県内のマンパワーから生まれる先ほど述
べた人のリノベーションを元に仕組みを構築をすべきであると認識をしなければならない。要するに組織
から生まれる力の利用である。組織とは集まって何かが勝手に産まれるものではなく、決められたことを
効率よく消化でき、それぞれの目的が一致しなければ成立しない。その為には強いリーダーシップが求め
られる。このフェスティバル開催により地域に与える影響は何かと尋ねられた時、回答できる事は、先ほど
も述べたとおり、人と地域のリノベーションによる意識改革という所に結びつく。まだ、開催されて初年度
の為今後の組織編成と意識改革に重点的に力を注ぎたい。
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6　有識者の賛同を得る組織作り
あらゆる方向性より可能性を引き出すために実行委員会に相談役として有識者のアドバイスを受け

る事の出来る組織を作る。

まとめ
この3年の活動から見えてきたことは行政（奈良県　奈良市を中心とする市町村）との連携が必要
不可欠。奈良県はフェスを開催できる場所がほぼ無く開催地に関しては行政の協力なしに話を進める
事が出来ない。奈良県は場所により人口の密集具合にばらつきがあり、市内中心部（県庁所在住所地
を中心とした場合）中心地より西に行くほど住宅地が広がり商業が発展していなく重要文化財もなく話
題性も無く会場に出来る場所がほぼ無い。逆に中心地は文化財が密集していて、国や県管理の土地
が多く制限がありフェス開催の自由性が無くなる。県内でのイベントの成功例は何パターンか確認でき
る。その成功理由は、立地にあると推測する。また、県との連携を図ることにより場所の問題が解決され
広報も効率的になる。しかしながらNARA D-SONICは商店街のお祭りや行政の慣例行事や自治会
のお祭りではなく純粋にフェスとしての運営能力とプロモーション能力や組織作りのスキルが試される場
である。組織作りは単に実行委員会を開設しても人が集まってくるような事ではなく、組織作りの中に人
が集まる仕掛けを作り、地域と人のリノベーションを行っていかなければならない。地域と人のリノベーシ
ョンとは、地域で言えばインフラ整備。場所の確保とその場所へ通じる道案内と位置付けている。人のリ
ノベーションとは、人々のポテンシャルを最大限に引き出す仕組みの構築。さらに人が集まる企業で考察
すると、企業参加は県内と言う構図が定番であるがより大きなフェスに仕上げるには県外の企業の協
賛の方が望ましい。これは、単に企業の開拓という事ではなく県内のマンパワーから生まれる先ほど述
べた人のリノベーションを元に仕組みを構築をすべきであると認識をしなければならない。要するに組織
から生まれる力の利用である。組織とは集まって何かが勝手に産まれるものではなく、決められたことを
効率よく消化でき、それぞれの目的が一致しなければ成立しない。その為には強いリーダーシップが求め
られる。このフェスティバル開催により地域に与える影響は何かと尋ねられた時、回答できる事は、先ほど
も述べたとおり、人と地域のリノベーションによる意識改革という所に結びつく。まだ、開催されて初年度
の為今後の組織編成と意識改革に重点的に力を注ぎたい。

奈良でフェスを開催するための組織づくり　　　　　　　研究員　山本　貴久
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【 事業活動報告 】

平成27年 11月 奈良地域デザイン研究所・設立総会　東大寺本坊で開催

平成28年 2月 研究員・中間発表（1）
  　（発表者：南哲朗、羽原あき子、山下さゆり、深沢吉隆）

平成28年 4月 研究員・中間発表（2）
  　（発表者：岡本道康、大浦悦子、今西満子、住田幸一）

平成28年 4月 ＮＣＷ（奈良クリエイティヴウーマン）設立

平成28年 6月 研究員・中間発表（3）
  　（発表者：山本貴久、景山康幸、武智功、魚谷和良）

平成28年 7月 「デザインカフェ」　（講師：帝塚山大学　学長　岩井洋）

平成28年 11月　 登美ヶ丘北中学校区で、生徒を対象とした「デザインスクール」を開催

平成28年 11月　 「デザインカフェ」　（講師：奈良女子大学　名誉教授　池原健二）

平成28年 11月　 地域デザイン学会「地域デザインフォーラム奈良2016」を共催

平成28年 11月　 「全国庚申フォーラム」開催

平成28年 12月　 「奈良地域デザイン研究所・研究発表会」
  　奈良学園大学･登美ヶ丘キャンパスにて開催

平成29年 2月 「デザインカフェ」　（講師：奈良市観光協会、専務理事　鷲見哲男）

平成29年 3月 ２５日総会を開催。初年度の（H27.11～H29.3）事業を終了　
  　奈良学園大学・登美ヶ丘キャンパスで開催
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