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大学の演習による歴史的町並み保全に向けたまちづくり支援の進展
―新潟市下町地区・旧小澤家住宅周辺及び下本町商店街を対象として―
Progress in supporting community design for the historic preservation through the program of a university.
―Case of “Shimomachi” area in Niigata City―
萩野凜太郎 *・岡崎篤行 **
Rintaro Hagino*, Atsuyuki Okazaki**
There is an increasing number of cases where universities are cooperating with local communities tackling community design. Also,
in areas where historic townscapes remain, open-to-public cultural properties are particularly expected to play a role as a regional
base. Department of Architecture in Niigata University has proposed local regeneration plans as practice program for urban planning
studies. Since 2012, in collaboration with the former Ozawa family residence, which is a municipally designated tangible cultural
property, we are working through the exercises on the realization of past proposals. In this research, we will clarify the progress in
supporting of community design during 5 years' efforts from 2012 to 2016.
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1 研究の背景と目的

2-2 調査方法と研究の流れ

大学が地域と連携してまちづくり支援に取り組む事例が

調査方法は学生が提出する毎週の活動内容を纏めた成果

1）

増えている 。また、歴史的町並みが残る地域では、一般

物、学内打合せにおける TA( ティーチング・アシスタント )

公開されている文化財建造物の地域拠点としての役割が特

の報告、大学と地域間の打合せの議事内容、および学生、

に期待される。地域独自の建築的価値や地域の歴史文化を

地域住民への聞き取りやアンケートなどによる。3 章にて

伝承するためにも、建造物の管理者だけが取り組みに努め

対象地、演習の概要ついて述べたのち、3 年目から 5 年目

るのではなく、地域住民や活動団体等と協力関係を築き、

の活動について整理する。次に学生が行った演習の成果と

地域全体で地域価値の創造を行っていく必要があり、市民

課題から進歩の過程を明らかにする。さらに 4 章にて、演

に開かれ公共性を持つ文化財建造物は地域の拠点としてそ

習の運営について整理し、演習プログラムの進展について

の中心的な役割を持つと考えられ有効に活用されることが

明らかにする。最後に 5 章にて、対象地域でのまちづくり

望まれる。

の波及について分析を行う。

新潟大学工学部建設学科では、都市計画学の演習 (1) の

2-3 対象地の概要

一環として平成 18 年度より当該地区を対象に地域の再生

新潟市下町地区は、現在も町屋を始めとする多くの歴史

計画を提案してきた。平成 23 年度には地域住民を交え情

的建築物が残存する地区である。その中でも対象地である

報提供の場を設け、参加者から次段階へと進展させたいと

上大川前通 12 番町及び本町通 12 ～ 13 番町は、北前船の

要望が挙がったことから、平成 24 年度から新潟市指定有

寄港地として湊町新潟の商業発展の歴史を伝える重要な地

形文化財の旧小澤家住宅と連携し、過去の提案の具体化及

域である。旧小澤家住宅は廻船問屋を営み、新潟町屋の典

び実現化について演習を通して取り組んでいる。本研究で

型的な形態を残す貴重な事例であり、下本町商店街は江戸

は平成 24 年度から平成 28 年度までの 5 年間の取り組みか

後期に堀から入ってきた魚や野菜を商う商人が集まり形成

らまちづくり支援の進展を明らかにする。

された市が起源となっている。対象地内の市民組織の動き
としては、平成 26 年に新潟市景観形成推進組織である
「旧小澤家住宅周辺の歴史的町並みを考える会」( 以下、

2 研究の位置付けと調査方法、対象地

考える会 ) が形成された。

2-1 位置づけ
これまで初年度である平成 24 年度の実践過程と課題に
ついて明らかにした研究 2）また、次年度である平成 25 年

3 演習の概要と実践課程（図 1）

度の活動の実践過程を踏まえ、まちづくり支援の成果と課

3-1 演習の概要

がある。本研究では平成 28 年度

研究対象である「都市計画・デザイン演習」(2) は、4 ～

までの 5 年間の活動を整理し継続的なまちづくり支援の進

5 つのテーマを抽出し、テーマごとの班編成によるグルー

展を明らかにする。

プワークである。演習は毎週の成果物と今後の方針につい

題を明らかにした研究

*
**

3）
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ての指導および中間報告と意見聴取の機会として意見交換

蛍光灯を提案、実証実験を 7 日間かけて行い、商店街を歩

会を随時設け、計画の実現を検討する形で進められる。演

く人に聞き込み調査を行なった。

習の最後には最終報告会を開催し、地域再生計画の提案お

カフェ班では、旧小澤家住宅での茶処イベントを開催し

よび実証実験を行う地域に公開、還元する。学生は必要に

た。2 人席を 3 卓、4 人席を 2 卓、同時に最大 14 人が利用

応じて各自現地へ赴き、地域住民の意見や協力を得ながら

できる規模であった。ドリンクは抹茶、煎茶、ほうじ茶、

計画策定と実施検討を行う。なお、24 年、25 年度の各班

和菓子は練り切り：50 個、おしるこ：50 個、醤油団子：

の活動内容については記載済みである。

35 個を用意し、それぞれ 40 個、48 個、35 個を売り上げ、

3-2 平成 26 年度（3 年目）の各班の活動内容

売上額は 58500 円となった。本年度は新たに文化体験とし

景観 ( 建物 ) 班では、前年度から引き続き景観シミュ

てお茶たて体験を運営と並行して行った。さらに、室礼計

5

3

パノラマ写真の作成
修景比較アニメーションの作成

示を行った。また、修景前の町並みが修景後の町並みへと

商店街アーケードの修繕計画の提案

商店街アーケードの景観シミュレーション

商店街側 ( 本町通 ) 住宅の修景 (□件 )

班
A

行灯の作成
行灯制作ワークショップ

周辺住宅のライトアップ (□件 )

1

灯 3 本を暖色蛍光灯に交換、また、むき出しの蛍光灯に学

周辺（上大川前通）模型の作成

生が製作したカバーを掛け、商店街の夜間景観についてア

商店街のライティングシミュレーション (□件 )

4

商店街のライティング実証実験 (□件 )

1

1

3

3

3

商店街のライティング計画

8

班
B

ンケート調査を行い実証実験を行った。

ライティング

なった。商店街のライティング計画ではアーケードの蛍光

景観 建
(物 班
)

念し、上大川前通側と向かいの住宅のみのライトアップと

梅屋小路のライトアップ

ライティング班

の小路のライトアップを検討したが配線と電力の問題で断

旧小澤家住宅のライトアップ
茂作小路のライトアップ

ライティング班

景観への興味を促す
啓発活動の取り組み

ライトアップについては旧小澤家住宅の南北に接する 2 本

4

6

景観 外( 構 班)

かったことを踏まえ、修景前後の写真を比較できるよう展
変化していくアニメーションを作成した。旧小澤家住宅の

28 年

ライティング

上大川前通の住宅 (□件 )

景観 建( 物 班)

昨年度案の見直し・修正

景観班

景観シミュレーションに関する地域住民の反応が芳しくな

27 年

同組織の結成までの手続き支援
景観班

ミュレーションを行い、パノラマ写真を作成した。前年度、

景観形成推進組織の原案作成

26 年

ライティング班

の旧小澤家住宅側の写真を Photoshop で修景した景観シ

まちづくり協議会の枠組みづくり

25 年
組織班

計画を行った（図 2）。なじらね協定 (3) に従い上大川前通

平成 24 年度
組織班

景観を保全する 景観を保全する
主体組織の設立 ルールの策定

レーション、パノラマ写真の改良と対象地のライティング

商店街の蛍光灯カバーの作成、実証実験

空き家活用案の提案

4

景観 外
(構 班
)

ゲストハウスの計画案の提案
建築材 ( 瓦 ) の再利用案の検討

り：40 個、おしるこ：40 個、醤油団子：20 個を用意し完

旧小澤家住宅駐車場の車止め柵作成

売した。売上額は 51500 円となった。前年度から引き続き、

サイン計画 ( 案内板 ) の作成、実証実験

サイン計画の提案

景観 ( 外構 ) 班では、対象地域内における景観改善の余

3/2

4/3

396

523

3/2
515

3/2

カフェ班

売上額：□百円

カフェ班

メニュー：和菓子□種 / ドリンク□種

カフェ班

カフェの運営

金制度をまとめた起業家向けの HP の作成を提案した。

カフェ班

空き家活用案の検討を行い、空き家の家賃、平面図、補助

3

ゲストハウス班

空き家の実測調査 (□件 )

カフェ班

る規模であった。ドリンクは抹茶と煎茶、和菓子は練り切

カフェ班

歴史的建築物の
再生手法と活用

カフェ班では、引き続き旧小澤家住宅での茶処イベント
を開催した。4 人席を 5 卓用意し、最大 20 人が利用でき

4/2
737

585

食器の利用
室礼の検討

地がある箇所を調査した上で、対象地域の地図を作成し

音楽を流す ( ジャスラック申請 )
掛け軸、生け花の展示

マッピングを行なった。また、景観改善案と実現のため資

おしぼり受けの作成、使用

金集めの手法を提案した。旧小澤家住宅の駐車場の車止め

お茶たて体験の実施
メニューの共同開発

のデザインと作成を行った。

景観 外
(構 班
)

広報班では、前年度に引き続き、下町地区周辺の住民へ

修繕・修景のための資金集めの検討

向け活動の周知を図るため、マスメディア ( テレビ、新聞 )、

1

1

広報班

地元小学校向けチラシの作成
最終発表会の案内板の作成

表会当日に下本町商店街の放送を利用した告知を行った。

カフェ班

最終報告会の広報物（チラシ）の作成

広報班

デザイン、配布を行った。新しい取り組みとしては最終発

プレイスマットの作成
広報班

とともに、意見交換会と最終報告会のチラシ、ポスターの

広報班

歴史や取り組みに
ついての情報発信

インターネットメディア (Twitter、Facebook) を活用する

ファンディング班

接客マニュアルの作成

2

1

1

2

行政広報物 (□種 )

1

1

1

テレビの活用（□回）

2

2

2

新聞の活用（□回）

3

3

4

1

1

対象地周辺マップの作成

ライティング班では、ライトアップ範囲を拡大し、旧小
澤家住宅ライトアップに加えて隣家 3 件が連なったライト

ホームページの更新
Twitter の活用

アップを行なった。前年度景観 ( 建物 ) 班が断念した旧小

Facebook の活用

澤家住宅北側の小路のライトアップを置き型ライトを使用

Instagram の活用

した行灯の作成 (60 個 ) を行った。商店街のライティング

イベント当日のガイド

商店街放送網の活用

【図 1】 演習での各班の実践内容

計画として蛍光灯の色温度の検討を行い 2700 ～ 3000K の
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班外活動

湊下町展カタログの作成

3-3 平成 27 年度（4 年目）の各班の活動内容

1

2

2

2

4

4
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画として卓上に協力店舗やお茶たての知識を紹介したプレ

おしるこ：50 個、醤油団子：50 個を用意しそれぞれ 29 個、

イスマットを配置し、生け花や掛け軸の展示を行った。前

64 個、43 個を売り上げ、売上額は 73700 円となった。また、

年度の反省から客を円滑に案内するための番号札の導入、

前年度好評であったお茶たて体験を開催、さらに本年度

飲食スペースで流す音楽についてジャスラックに申請を行

から地域の仏壇店の協力のもと、学生自らおしぼり受けを

い、運営のシステム化が進んだ。

作成し、使用した。

ファンディング班では、景観 ( 外構 ) 班の活動を引き

広報班では、新たに Instagram を活用。また、近隣の小

継ぎ、全国の基金運営団体について調査した。事例とし

学校へ小学生向けのチラシを配布したりと情報発信の媒体

て 7 件の調査を行った。また、代表者に直接ヒアリング行っ

の多角化を行った。例年広報班は当日作業が少なく手持ち

た (1 件 )。さらに、対象地における基金の具体的な仕組

無沙汰であったが本年度は当日のガイドを行った。

み ( 集金方法、フローチャート ) を提案した。
ゲストハウス班では、前年度のカフェ班の活動を引き継

4 演習プログラムの進展

ぎ、対象地域内でのゲストハウス案の企画提案を行った。

初年度の課題として学生と住民の情報共有の機会確保、

活用事例を始め、建築基準法や消防法などの法律等の調査

運営側（大学と旧小澤家住宅、考える会）の情報共有・指

を行い、最終報告会ではゲストハウスと対象地域の関係性

導内容の統一化、学生の負担（現地へ訪問する労力、講義

についての検討からコミュニケーションスペースとしての

外作業時間、交通費や実証実験の資金）などが挙げられた。

活用案、イベントなどのコンテンツが提案された。

2 年目には、運営に下本町商店街が加わり、さらに情報

3-4 平成 28 年度（5 年目）の各班の活動内容

共有が困難になった。また、時間的、精神的負担を感じた

ライティング A 班では、旧小澤家住宅のライトアップを

と答えている学生が多く、演習終盤になるにつれて作業時

担当。加えて梅屋小路と茂作小路の行灯製作を行なった。

間が増加する傾向にあった。

また行灯製作のワークショップを開催。発表会の来場者に

3 年目の課題として引き継ぎ難しさが挙がった。要因と

行灯を作ってもらうことでより深く活動に関心を持っても

しては前年度の組織班、景観班、ライティング班のプロジェ

らうことを目標とした。

クトが景観（建物）班、景観（外構）班へ分化され引き継

ライティング B 班では、周辺住宅のライトアップを担当。

がれたことにある。景観を保全するルールの策定では共通

本年度から 8 件の住宅がライトアップに参加しそれぞれの

する内容も多く連携が必要となったが、演習が進むにつれ、

ライティング計画を検討、ライトアップを実施した。また、

作業をこなすため班ごとに作業する様子が見られ、班同士

最終発表会（きなせや下町）が考える会主催の「湊下町

の情報共有がさらに少なくなった。

展〜町灯篇〜」との同時開催となり、同会の活動紹介に

4 年目以降、グループに 1 人ずつ指導担当となる地域住

利用できるカタログ冊子を作成した。さらに、今後とも定

民がついた。これにより例年の課題であった学生と住民の

期的なイベント開催を行えるようライティング A 班と共同

情報共有の機会確保、運営側（大学と旧小澤家住宅、考え

で計画手法をまとめたマニュアルを作成した。

る会）の情報共有・指導内容の統一化が緩和した。また、

カフェ班では、茶処イベントを開催した。本年度は 2 人

各班から数名ずつ広報担当を選出し情報共有をさせること

席を 4 卓、4 人席を 3 卓、同時に最大 20 人が利用できる

で、広報班の課題として挙がっていた情報共有の遅延によ

規模であった。ドリンクは抹茶、煎茶、和菓子は桜餅：40 個、

る広報活動の遅れを解決しようとした。

1 年目（平成 24 年度）
15

0

3 年目（平成 26 年度）

4 年目（平成 27 年度）

5 年目（平成 28 年度）
凡 例

30

2 年目（平成 25 年度）

30[m]

本町通 13 番町

上大川前通

本町通

上大川前通 12 番町

旧小澤家住宅

本町通 12 番町

【図 2】 シミュレーション範囲とライトアップ範囲
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ライトアップ範囲
ライティングシミュレーション
ライティング実証実験
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5 年目は最終発表会（きなせや下町）が考える会主催の

6 結論

湊下町展〜町灯篇〜との同時開催になったことにより、考

(1) 景観を保全する主体組織の設立では 2 年の活動の末、

える会主催となった。演習で行ったライトアップを２日間

目標を達成した。景観を保全するルールの策定は 3 年目で

開催するため、2 日目のライトアップは考える会、研究室、

終了した。景観への興味を促す啓発活動の取り組み、歴史

ボランティアで運営を行なった。

的建築物などの再生手法と活用ではライトアップとカフェ

資金面での課題に関しては、引き継ぎ資料の蓄積により

プロジェクトで毎年発展が見られた。対象地の歴史や取り

備品や仕入個数、申請書、スケジュールなどがシステム化

組みについて情報発信に関しても広報班のない 4 年目を除

されていったため予算のあたりがつけやすくなった。また、

き、扱う広告媒体の種類の増加が見られた。

3 年目からは営業利益が見込めるようになり学生の交通費

(2) 演習により組織された考える会との連携により例年の

をカフェ班の営業利益から捻出することで負担を減らすこ

課題であった学生と住民の情報共有の機会確保、運営側（大

とができるようになった。研究室や旧小澤家住宅の中心と

学と旧小澤家住宅、考える会）の情報共有・指導内容の統

する運営側や地域ボランティアはもちろん毎年入れ替わる

一化が解決された。

学生も年を経るごとに円滑に運営された。

(3) 演習での活動をきっかけに対象地におけるまちづくり
への波及効果がみられた。具体的には新潟市景観形成推進

5 対象地のまちづくりの波及効果

組織として認定を受けるまちづくり組織の設立、同組織が

5-1 景観を保全する主体組織の設立

主体となる定期的なイベントの開催である。

組織班の 2 年間の活動が景観形成推進組織である考える

(4) 同景観形成推進組織と新潟市が新潟市景観条例特別区

会の設立に繋がった。これにより、5 年目の最終報告会で

域の指定を目指し、現在地域住民を対象に説明会を開催す

ある「きなせや下町」を考える会と新潟大学による実行委

るなど活動が行われまちづくりへの気運が高まった。

員会形式で開催することができた。また、後述する「湊下
謝辞

町展～町灯篇～」の定期的な開催に繋がった。
5-2 景観を保全するルールの策定

本研究では今村洋一椙山女学園大准教授、松井大輔新

なじらね協定案の作成、対象地区の景観シミュレーショ

潟大助教、旧小澤家住宅、旧小澤家住宅周辺の歴史的町

ンにより景観保全へ向けての取り組みが盛んになった。そ

並みを考える会を始めとした地域住民の方々のご協力を

の一つとして上大川前通 12 番町の北星ビルが競売にかけ

いただきました。

られたことを皮切りに、再開発を防ごうと、考える会と新
【補注】

潟市が新潟市景観条例特別区域の指定を目指し、現在地域
住民を対象に説明会を開催するなど活動を行なっている。

(1) 新潟大学工学部建設学科における専門科目「都市計

5-3 景観への興味を促す啓発活動の取り組み

画演習」( ～平成 23 年度 ) 及び「都市計画・デザイン演習」
( 平成 24 年度～ ) による。

夜間景観の改善計画については、旧小澤家住宅や周辺
住宅のライトアップが毎年範囲を拡大、5 年目には新潟大

(2)1 コマ 2 単位の通常の講義と同じ授業カリキュラム

学と旧小澤家住宅主導から考える会主導となり「湊下町展

で毎年 10 月～ 2 月の期間に開講される。

～町灯篇～」としてソフトランディングが行われた。2017

(3) 連続する 3 軒以上の建築物等の所有者等が、魅力的

年の 10 月には考える会主催で 2 度目の「湊下町展～町灯

な景観形成につながる基本計画図に基づき、建築物等の

篇～」が開催された。商店街の夜間計画については実証実

整備に向け、建築物等の改修等の際に遵守すべき事項を
定め、相互に締結する協定。

験を通じ暖色蛍光灯への交換などの提案を行なったもの
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