特

集

生きている
町並み
取材・文 ●

森まゆみ 作家

家は個人の財産だが、
町並みはみんなのもの。
そう考える人々によって今も生き続けている町並みがある。
地価の高い大都市部で、
町並みをいかに守るか。
インバウンドの掛け声の中、
オーバーツーリズムに悩まされてはいないか。
「観光」
と「暮らし」
をどう調和させればよいのか。住む人と来る人はどのように交流していけばよいのか。
日本にはまだまだ知られざる美しい町並みがある。
それを守る人に会いに出かけた。
イラスト●信濃八太郎

13

協力●福川裕一、山本玲子
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福岡県八女市福島。 久留米から豊
後へ抜ける旧往還道沿いの東宮野
（撮影：大島真一郎）
町の町並み。

12

増田

し

た せき

秋田県横手市増田町［ 重要伝統的建造物群保存地区（２０１３年）］

職人もたまげた
黒漆喰壁の美しさ
き り づ ま づくり つ ま い り

と、
「いんや、焼きそばは増田のほう

さやつき ど ぞう

田に増田という内蔵の町がある
が早えんだす」と返ってきた。

は

と聞いたのはいつだろう。秋田

通り土間南側の高いところには天窓が
開き、内部もかなり明るい。
その奥に、見事な内蔵がある。これ
はものを収蔵するだけでなく、畳も敷
いて、家族のプライベートな空間とし
て使われる。ここで冠婚葬祭が執り行
われてきたという。使用人がたくさん
いても、内蔵はあくまで家族のための
スペースであった。なんだかすっぽり
覆屋に収まったような空間で、人々は
長い冬を冷たい雪や風雨にさらされず
に過ごすことができた。
しかし、除雪車の登場で冬の暮らし
が変わり、行事も減り、内蔵は大仰な、
むしろ邪魔なものになってきていた。

商工会の事務の方だという。仕事で訪

最初に内蔵の美しさに気付いたのは
増田は物資の集散地として栄えた。
ねた店先で、あるとき、風が吹いての

中七日町通りに残る
歴史ある蔵を再発見する

２、
、
５、
、
９の
のつ
つく
く
開
毎月２
５
９
日日
にに
はは
朝朝
市市
がが
開か
れんの隙間から奥の蔵が見えた。
「す

伝建）に選定される前のことだ。
町は横手盆地の中央にあり、古い城
かる
れが
るが
、れ
こは
れ１
は６
１６
４３
年
（
寛
永 ）
）
れ
、こ
４３
年（
寛
永
から続くものという。冬の雪の中の市

町並みは外から見るといわゆる切妻

と。そこで増田町商工会（当時）は中

として発展した。新田開発がされ、町

今回は気仙沼から西に向かった。増
造り、妻側から入る。しかし入ってみ

七日町通りを「くらしっくロード」と

どこの家にもあるよ」「いやたいしたも

「つばくら食堂」でラーメ
田に到着、
るとその奥行きに驚く。１００ｍ を超

銘打つことにした。さらに、蔵の再発

を見てみたいと思った。

ン を 食 べ る。さ ら っ と し た 細 麵 だ。
えるものもある。片側に通り土間が奥

見に寄与したのは次の方たちである。
ふ っく ら

んだ」
。この発見がわずか 年前のこ

「前に蔵でゃ店どごやってで、ツバメ
まで続いている。もう片側には店、帳

郎衛家）で
まちの駅福蔵（旧佐藤與五兵

へ

が家に入ったり出だりするように、じ
場、仏間、居間、水屋とパブリックか
話を聞く。

え

っぱりふとがぐればええなあ」とご主
らだんだんプライベートになっていく。

には水路がめぐっている。

ごい蔵だすな」というと「こんなの、

があったところで、近世からは在郷町

国の重要伝統的建造物群保存地区（重

所の石田正明さんにご案内いただいた。

市内への仕事の後、増田に寄って市役

秋

うちぐら

南北約４２０ｍの中七日町通りには切妻 造 妻入の商家建築が並び、
下タ堰と呼ばれる水路がめぐる。
さらに見所はその奥に隠れている内蔵
（鞘付土蔵）
だ。その黒漆喰のシャープな仕上げと
細かい意匠に驚く。秋田弁なら「たいした、
たまげた」というところだろう。

3
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20

1
1 旧石田理吉家（市指定文化財）は木造３
階建。2,3「つばくら食堂」のラーメンと焼き
そば。横手焼そばが有名だが、実は横手市
に編入される前から増田の焼きそばが地元
で有名だった。

20
20

人。横手焼きそばもください、という

昭和初期に建てられた山吉肥料店
の主屋の奥にある鞘付きの内蔵。扉
を養生する漆塗りの木枠も美しい。

撮影 ●渡辺征治、森まゆみ

2

左官職人

聞き手・森まゆみ

直線で構成される黒漆喰

い』とびっくりされた。

内蔵を本物の技術で修理
職人が見に来る町を目指して
のすばらしさには目を見
張ります。

大 工 業３ 代 目 と い う 黒 田 稔 さ ん は
「ＮＰＯ増田地域活性化ステーション」

の左官職人が亡くなり、

ところが数年前に最後

「うちは祖父の代は木羽葺き職人でし
跡を継ぐ者もいなくなっ

の理事長である。

た。木材の板で屋根を葺くことで、柿
てしまった。１００年以

こっ ぱ

葺きもその一つ。雪が重いから瓦は乗
上本物で残してきた蔵を

こけら

らないんです。今はトタン葺き。僕は
これからも本物の技術で
残していきたい。しかし、

ゼネコンに 年勤めて、父が起こした
工務店の家業を継ぎました。
蔵の壁を直す仕事はそう

人さんもそれだけでは食

主と『蔵の会』を作り、試しに公開し

増田は成瀬川と南からくる皆瀬川の

介して、ものが入ったり出たりしまし
えず、腕を磨くチャンスもない。黒漆
内蔵が立派といっても見たことない
ましょう、と平成 年から年に一度、

出るもんではないし、職

た。近代産業が５つあった。養蚕、煙
喰磨きの修理のできる職人を育てるた
から、写真を撮って写真集にしようと

７回目になります」（取材は 月 日）

費用を出してくれました。それで持ち

草、電力（増田水力電気株式会社）
、
めに『黒漆喰磨きの集い』を今年も５

などの換金作物を相場に合わせて売り、

がないように、すごい写真機を持って

です、というような対応でした。失礼

メラを持っていくと、うちに蔵はない

いった。これには工学院大学の後藤治

をもとに、一つ一つ登録文化財にして

さらに僕の写真と、黒田さんの実測

あとは『蔵史めぐり』にしています。

『蔵の日』を始めました。 回やった

蔵を残すために市議会議員になった

くら し

いって撮影しました。その頃はまだ会
先生もすごく協力してくれました。お

全体に野心家が多かったんでしょう。
加藤勝義さんは前出ＮＰＯの事務局長。

らに１００年守るのが目的だ。

１００年前に造った蔵を直して、さ

（後の北都銀行）を設立。松浦千代松

社員で、何時に来いと言われれば、半

客さんがおらほに来る町になればいい

何か儲かるものがないかと競争しあっ
「平成 年くらいですね。人は減って
蔵を載せた。それをマスメディアが紹

でも根本的に直すのにはそれじゃあ

プで壁に貼ってあったのには驚いた。行政
「ああ、白鵬が土俵で前のめりに倒れたよ

で、荒木田と言うようになった。
『じゅら

って大抵その程度ですよ。富士山に行くと、
うなやつやね。あれは大きさと体重に対し

く』壁というのも豊臣秀吉の聚楽第から来
て柱が細すぎましたよね。手伝っただけや

ているんやけど、それがどこにあってどん

と書いた看板がいっぱい立ってますやんか。
けど」

な土なのか、今の職人は知らんから。

あれが一番景観壊してるんですわ」

とこんな調子。増田の蔵は、と言うと表

では机上の勉強はするんやけど、それで実

血の汗と涙を流せ、と僕なんか思いますよ。
「そりゃもう、度肝抜かれました。10年

職人に気概がないと形をつくるだけになり
くらい前ですかね。何もかもですわ、色合

ます」

い、仕事の精度、見た目のすごさに圧倒さ

— 火災にあったノートルダム寺院を、
れた。インパクトすごすぎで、ワシじゃ間

に合わん、と思いましたわ。でも断るのも

昔どおりに復元するか、新しいデザインで
やるか、なんてもめていますが。

癪だし。だいたい、黒漆喰の磨きというの

「確かに、昔の職人が正しい、腕がいいと

は、左官職人にとっては憧れの仕事ですよ。

も言えないんですよ。今のほんまもんは時

白漆喰を厚く塗った上に、黒漆喰を紙のよ

代に合わせたもの、歴史の中にある系統の

うに薄く塗って磨くんです。もちろん磨く

一つとしてあるべきじゃないかな。昔の職

のは手で。優しくね。無造作に触っちゃあ

人が失敗することもあるし。気楽にやった

かん」

問題は、職人が現物から学んだり考えた
— 「黒漆喰磨きの集い」ではどんなこ

仕事の方がいい場合もある。

とをなさるんですか。

りする気がない。これおかしいんちゃう、

「若い職人来たら実習ですわ。よちよち歩

ということをきちんと言える職人を育てた

きですが。後々仕事が出てくると思います

い。職人がいなくなったというけど、どこ

ので、それに備えるんです。聖徳太子が大

かにすごい奴はきっといる。そういう人を

工より左官にたくさん払えと言っているそ

見つけたい。

30

凝縮して学ばなければならないですやんか。

考えています。当時の職人が何を考えてど

一番いいのは本物をいじることです。そこ

うやったか、想像するのが一番楽しいんや

にこそ痕跡があり、蔵の遺伝子がある」

ね。

1 鞘付内蔵の内部は座敷蔵になって
いた。天井がとても高い。2 左官職
人の小林さん。
「黒漆喰磨きの会」の
講師を務める。

増田に毎月寄せてもらうので、来る度に
うですが、その何千年の漆喰の歴史を全部

16

情が厳しく締まる。

「うちは明治 年の商工年鑑には『荒

の会長である又六さんが戻られた。

るところへ、
「増田まちなみ保存会」

階段の材などを説明してくださってい

のルリ子さんが丁寧に神棚の鏡や木鼻、

化財の佐藤又六さんの家に行く。奥様

いもの」という意味だという。重要文

「たなぎもの」は秋田弁で「やっか

「たなぎもの」が重要文化財に
再び光を放つ蔵

ピーターで来てくれる町にね」

人が来たくなる町にしたい。職人がリ

りゃ蔵も残らない。観光客でなく、職

主は喜んでいます。でも職人がいなけ

割は個人の負担ですが、それでも持ち

修理費用の８割まで補助が出ます。２

今、国の重伝建になったおかげで、

住民に反対はありませんでした。

までの活動で理解が得られていたので、

させて伝建にこぎつけたんです。それ

住民が主体で動いて、行政をその気に

なものの価値がわからない。増田では

費用対効果が第一で、こういう歴史的

行政の職員は建物の機能性、効率性、

と興奮して毎日酒飲んでいました。

な、俺たちプロジェクトＸみたいだな、

て財を成していった。その富を背景に、
町はシャッター街、小学校の統合をき
介したもんだから、だんだん人が見に

足りない。それで蔵を守るために議員

ないでください』と書いた紙を、セロテー
沿岸の荒木田原の粘った堆積土を使ったの

写真集『増田の蔵』には くらいの

こんなすごい蔵ができた。
っかけに、町おこしをしてくれって頼
来るようになった。前の市長も理解が

「よく知ってますね。そうなんです。荒川

はさ ど

左官職人の挾土秀平さんや久住章さ
まれました。そこで私と黒田さんと歴

10

んも『直線と面で構成されたカミソリ

もみんな歩いてきたんやろ」

2

になりました。今２期目です。

地に現場で使えるか。机上で夢見るより、

あって、蔵の雨漏りの応急処置などに

ない。自分の仕事に責任も持たんし。大学

1

りにやるだけ。職人は奴隷化して何も考え
した。松尾芭蕉も西行もイザベラ・バード

けたと思う。
「滋賀から徒歩で3カ月かけて歩いてきま

『国土の素晴らしい景観を守りましょう』

史に詳しい佐藤豊さんと３人で、まず

さんらが地元で電力事業を起こした。

休とって撮影に行きました。

18

歴史の勉強から始めようと。

鉱山（吉乃鉱山）
、金融（増田銀行）
。
調査と撮影も開始しました。最初はカ

2

月 日に開くところなんです。今度で

1

10

23

町全体で儲けようと出資して増田銀行

5

商人地主とも言いますが、生糸や煙草

一級河川の合流地点で、昔から河川を

1 旧佐藤與五兵衛家（まちの駅福
蔵）
。佐藤家は代々地主で、増田銀
行設立時の監査役の一人。大正期
に増田勧業社を設立し、建設資材
を扱う商いをしていた。2 増 田 の
蔵の魅力を伝える黒田さん（ 右 ）
と加 藤さん。3 案 内をしてくれた
横手市文化振興課の石橋大輔さん。
3

10

— 震災で潰れた宮城県岩出山の有備館
の仕事をもなさったとか。

物商』で載っています。今でいう総合
商社ですね。船で雄物川を秋田の港ま
で行き、北前船で来た荷物をまたここ
まで持ってきた。そんなわけで十文字

16
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17

23

— 荒木田の土を使うと聞いています。
小林さんは冗談ばかり言う。

その通り。久しぶりに胸のすく言葉が聞
今の文化財の修復は、上から言われた通
— どこから来られているんですか。

宮城県丸森の齋理屋敷の蔵に『壁に触ら

仕事だ』『これだけ精度の高い仕事はな

ホンモノの職人を
職人 育てる
職人を

生きている町並み
特 集

小林隆男さんに聞く

根岸・谷中

東京都台東区

人生と
建物をつなげる
中村出さんと
まちあかり舎

いずる

台東区下谷２丁目の銭湯が、
オフィスや
カフェなどの複合施設に生まれ変わった。
建物の価値や家主の思いを
新しい借主へつないだのは
「まちあかり舎」。
設計は中村 出さんだ。
た。今こうして天井を見上げると違う
風景が見え、違うことを考える。番台
にも扉にも、いたるところに懐かしい
思い出がいっぱいです。
銭湯は長時間労働で休めない。こち
らも歳をとりました。そこへ３・ で
脱衣所と風呂場の間の戸が開かなくな
り、ボイラーにも損傷がありました。
建て直しや設備投資をしてまでは続け
られない。でも、この銭湯の姿を壊す
のは忍びなかった。それで、『たいとう
歴史都市研究会』に相談したら、中村
出さんがやってきました」
中村さんは１９８４年（昭和 ）生
まれ。快哉湯に関わった経緯を聞く。
「父は山形県新庄市の母の実家の『ヤ

さい ゆ

哉湯の外観はそのまま。脱衣場

東京は台東区入谷の出身です。子供の

か い

壁を少し壊し、中が見えるようにした。

頃はこの快哉湯によく来ていたそうで

マムラ』という工務店を継ぎましたが、

富士山と昭和新山の背景画はちょっと

す。ヤマムラは曾祖父が起こした山村

はもう覗かれても構わない。外

剝がれているが、それも風情。のれん

製材所という会社で、亀戸に東京支社
があり、僕はそこの建物再生室長なん
です。新庄育ちですが、父方の実家に
来ると快哉湯に入りに来ていました。

ちも多数集まった。最初に快哉湯の経

らのプレオープニングには近所の人た

せん。でも、授業で与えられた条件に

ん、設計もしないと父の仕事は継げま

究室で建築史を勉強しました。もちろ

高校を出て、工学院大学の後藤治研

営者だった頓所政彦さんが挨拶した。

合わせて新築を設計するより、古い建

と んし ょ

「ずっと下を向いて掃除をしてきまし

２０１９年４月 日土曜日、 時か

快哉湯は、東京生まれの父が
通った銭湯でした

も掛かり、現役の銭湯と間違えそうだ。

快

11

59

38
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10

台東区根岸の矢島写真館。95年間
（撮影：田村 収）
にわたって営業した。

39

27

1
2

撮影 ●編集部
写真提供 ●田村 収、
まちあかり舎

中村さんは「建物の記憶を引き継い
で再生していきたい」と語る。

1 快哉湯の洗い場。背景や湯舟も残
されている。改修に携わった後藤治さ
ん（工学院大学教授）との対談、外
観の写真は58 頁に。2 シェアオフィ
スへの改修でも残された快哉湯の番
台には、女湯を覗こうとする輩を見張
るための鏡がついている。

脱衣場だったところは書棚となり、展
示スペースとなった。

快哉湯
（東京都台東区下谷２丁目）
。
関東大震災で前身の建物が被災した
後に、昭和３年頃に再建された。銭
湯の廃業に伴い、外観や内部を残
し、シェアオフィスとして生まれ変わっ
（撮影：田村 収）
た。

失くしたら
戻らない。
町の記憶を失う前に
できること

撮影 ●編集部 写真提供 ●田村 収

後藤さんの近著『 論より実践 建築修復学 』
のタイトルがいい。
その実践を東京のど真ん中、
台東区の銭湯、
快哉湯に見ることができた。
建築史を教え若者を育てる。歴史的建築物
（町並み）
の
保存・活用の実践者と話す。

中に「朝鮮半島の石像と塔婆」という

ですが、それは建築史の泰斗、太田博

武蔵高校で民俗文化部に入っていたの

後藤 塔が好きだったからです。僕は

なぜ、建築史の研究を？

すが、元々は建築史の研究者でした。

森 後藤治さんは工学院大学理事長で

かと博士課程にいって、宮大工として

るなと。景気に人生左右されてたまる

きはバブルが到来し、世の中馬鹿げて

頃は就職氷河期。しかし修士を出ると

三先生に師事しましたが、学部を出た

も思ってました。東京大学では稲垣榮

ただ歴史研究で食えるわけはないと

論文を書きました。

太郎先生が作った部でした。高校在学

森 市町村で区はないんですか？

研究者から文化庁へ
そして教育しに大学へ

有名な田中文男棟梁の真木建設でアル

後藤 当時は東京の区が基礎的自治体
でないせいもあるが、文化庁側に東京

バイトをしてました。
なお み

ある日、廊下で大河直躬先生に捕ま

区で伝建という発想がなかったよう
です。今は区も入っていますが、東京

って文化庁に入ることになりました。
それは文化庁に行くはずだった先輩が

都にはまだ一つもありません。

後藤 いや、僕は父が国家公務員なの

ように思っていました。

り言うし、あまりお役人体質ではない

森 後藤さんは言いたいことをはっき

ばいけなくて、とにかく行きなさいと。

物群保存地区（重伝建）になります。

と〝重要〞がついて、重要伝統的建造

て文化庁に連絡し、文化庁が選定する

して残す制度です。市区町村が指定し

かった。伝建は歴史ある町並みを面と

要文化財、要するに単体の建物しかな

長い間、建物を残す制度としては重

で、官庁がどういうところかはわかっ

やりたいこともずいぶんできました。

所は全国に 箇所、鳥取の板井原しか

る必要もないんですが、指定だけの場

本来は指定と国の選定の両方をかけ
びりしたところでしたよ。 年いて、

てました。文化庁は他と比べるとのん

その日のうちに代わりを見つけなけれ

最後の最後に断ったので、どうしても

23

ない。また、市町村が指定した区域を
まるごと文化庁で選定する必要もない

森 建築物の保存に関する制度にお詳

町並みをある時代にずらっと揃えて復

森 初期に選定された地区に行くと、

のですが、これもすべて一緒です。

しいですね。私は１９８６年
（昭和 ）

デンケンってなに？
どうしてできたの？

1

11

に初めて会津で開かれた全国町並みゼ

うか、退屈にも感じました。

元してあって、ちょっと息苦しいと言

と決めて選定すると、洋館は選定から

ミに行って、デンケン、デンケンと言

素人向きに説明してください。

外すなんてことが行われていました。

後藤 当時は江戸期の町家の町並みで

後藤 伝建は伝統的建造物群保存地区

これも最近では、町並みを一定の時代

デ ンケ ン

の略です。この制度ができたのは１９

ってもいいじゃないか、と変わってき

に揃えるのでなく、いろんなものがあ

うけれど、ちっともわからなかった。

61
）
。市町村が条例に基

６５年（昭和

づいて指定します。

40
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