
 平成 27 年 1 月に住民全体が参加した「女川町

竹浦北地区復興まちづくり協議会」を設立し、住

民、女川町、設計者、施工者の取り纏めに尽力し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

画像：沿道家並景観パース 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：高台移転の関係図 

 

女川町から高台移転北工区の配置及び道路計

画の説明会が行われ、各戸の配置が決定した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：竹浦北工区造成計画図 

当初、女川町長の提唱する「オール女川」での

再建を目指して進めて行ったが、女川町内工務店

の多くが災害公営住宅建設協議会に参加し、自立

再建住宅の建築に手が回らなくなり、町外の建設

業者を探すことになった。 

住民の同時入居の希望を実現するために、施工

能力を考慮しナイス㈱の子会社であるフェニー

チェ東北と連携することになった。ナイスは専門

家派遣事業で行った計画支援当時から参加して

いた。 

 協議会設立から一ケ月後、各戸の担当設計者を

定めて、建築主・設計者・施工者での三者協議を

開始した。景観協定従い目標の住宅性能を確保し

た住まいづくり協議を進めた。 

 協議では、女川町も参加し災害公営住宅及び集

会所も景観ルールを遵守することが決定された。 

 平成 28 年 2 月、石巻工業高校建築科に依頼し

ていた団地全体模型が完成し、三井所会長の指導

のもと模型を真ん中にまちづくり懇談会が模様

され、図面だけでは理解不足の住民は希望の夢を

膨らませていた。 
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写真：石巻工業高校生が作成した模型 

平成 28 年 9 月に造成工事完成と共に供給が開

始され、いち早く災害公営住宅の建設が開始した。

翌年 3 月には鍵の引渡しがあり、自力再建住宅も

随時着工しおよそ一年を経過した平成 29年 10月

すべてが完成引渡しを終えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：完成した竹浦北地区団地 

集団移転の関係性

15

新竹浦
団地

住 民

建築士

災害公
営建設
協議会

女川町

１、景観合意事項の
提案

２、基本設計
３、実施設計
４、工事監理
５、施工者紹介
６、WS開催

１、町内業者で構成する団体
２、木造災害公営住宅の建設（買取方式）
３、景観を自力再建住宅建設合意に合わ
せる。

１、まちづくり協議会の設立運営
２、景観合意の確認
３、同時期完成を目指す。
４、災害公営住宅入居者との連携

１、造成計画の合意形成
２、景観合意の認識
３、災害公営住宅の景観
を合わせる

４、集会場の基本設計を
高校生案を採用

 

竹浦北工区造成計画図

29
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「未来へつなぐ建物 

～守り伝えていくものと新しい技術」 

            青森県建築士会 

               阿保 昌子 

 

「近くの山の木を使って、丈夫で長持ち 

健康で暮らせる家づくり」に夫である社長と

共に取り組んでいます。コンセプトを以下に紹

介させていただきます。 

① 近くの山の木を使う 

② 伝統を守る 

③ より健康で暮らすために 

 

 

① 近くの山の木を使う 

＊地元の気候に適している 

「地元で育った木が一番地元の気候に適してい

る材料だ」と考えています。何十年もの間、外

的に侵されず地域の山の空気や水、気候風土を

礎にしてゆっくり育った地元の木。地域のこと

をよく知っている木こそより丈夫で長持ちする

材料だと思っています。千葉県で行われた 8 年

間の木材の耐久性の実験で 8 年間 4 種類の木材

(国産材のヒノキとスギ、外材のベイツガとホワ

イトウッド)を野ざらしにした結果、4 年後には

ホワイトウッドが崩壊し、8 年後にはベイツガ

も崩壊、国産材のヒノキとスギは原形を保ち残

っていたという実験結果があります。 

つまり日本の気候風土には日本の樹種が適して

いるということです。加えて日本は南北に長い

国、北と南では気候が違うため、より自分たち

が住む地域の木を使うことが理にかなっている

のではないかと考えています。 

しかし現実として日本の国土面積の約 67% を

森林が占めているにもかかわらず木材の約 8 割

は外国からの輸入に頼っています。こんなにも

近くに木がたくさんあるのにどうして使わない

のでしょうか?やはり外材のほうが手に入りや

すく安価だからです。 

私達は「自分の山の木で家を建てよう」という

活動もしています。 

しかし残念なことに山の木を伐採～運搬～製材

まで見積りすると木材費は買うよりも逆に高く

ついてしまうのです。これでは自分の山の木で

家を建てたいと思う人はなかなか出てきません。

結果的に使おうと思っていた木もそのまま放置

された状態が続きます。 

実際国産材は、乾燥や加工に手間と時間がかか

ります。せめて私たちのような小さな会社が国

産材を使うことで多少なりともお役に立ちたい

と思っています。 

 

＊地域振興 

地元の木を使うということは「地産地消」に 

つながります。地元の林業が活発になり、山の

整備も進み、林業に携わる方や製材所の仕事が

増え、働く場の提供にもなります。建主様の 

支払ったお金がこの地域で循環するのです。 

地域振興につながり、地域の山も活性化します。 

＊地球温暖化防止 

近くの山から切り出されるということは輸送コ

ストが削減される、つまり CO2 排出の削減にな

ります。しかし残念なことに青森県のみならず

山の手入れができずに荒廃した山が増えている

のです。荒廃した山の木は、CO2 の吸収量が少

なく地球温暖化防止に寄与しません。戦後植林

された人工林の収穫期の木を伐採し活用～伐採

後に新しい木を植えることによって若い木は

CO2 をたくさん吸って成長し、温暖化に大いに

貢献するのですが現在はこの収穫期の木が山に

放置されている状態です。 
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このように正常な山のサイクルの働きによって、

土砂災害を防ぐことにもつながります。 

そのためにも国産材を積極的に利用し需要を高

める必要があります。 

「地球温暖化防止」について環境省のセミナー

を聞く機会があり、どれだけ温暖化が進んでい

るかまた、気候変動の影響や災害、生態系の変

化など聞いているうちに、心から恐ろしいと感

じました。これから子供達の時代、将来はどう

なってしまうのか不安です。 

私自身も 3R や節電など、できることに取り組

んでいますが、やはり建築に携わるものとして

効果的なのは住宅に国産材を使うということだ

と思い取り組んでいます。 

 

② 伝統を守る 

日本の先人たちが培ってきた「家づくり」 

日本の気候風土に合った暮らしやすく住むため

の素材や工夫を今に活かしながら採り入れてい

ます。 

伝統とは、この地域に根付いてきた知恵と技術

そのもの。今後も発展的に残さなければならな

い地域文化だと考えています。私達建築家と現

場を造る職人集団の力の結集です。お互いに「ど

うしたら、綺麗に納まるだろう」「末永く長持

ちするだろう」「使いやすいだろう」と知恵、

技術の研鑽をしていくことで信頼の絆を深めて

いきます。お客様のために現場を造る職人一人

ひとりが存分に力を発揮すること。またそれを

真剣に考えるチームワークがものづくりをさら

に深めていくと思っています。これまで培って

きた「素材を活かす知恵・経験・技術」は常に

更新されるべきだと思います。守りながらチャ

レンジする精神とこの地域のお客様の為にとい

う思いが伝統文化を支える力になると思い取り

組んでいます。 

③ より健康で暮らすために 

昔の家は風が通り夏涼しく、冬寒い 

昔の家の良さを残しながら暖かく健康で暮らせ

る家。いくら高断熱高気密の時代になっても、

風が通る家というのは大切な要素です。断熱性

能の良さに加え風が通るということは、少しで

も涼しい時間帯に空気を入れておくことによっ

てエアコンを使う時間が少なくてすみます。 

また、庇は必ず出し夏の日差しを遮り冬の日差

しを取り入れます。このように自然エネルギー

を採り入れたパッシブ設計を心がけています。

そして内装には、スギの無垢材、漆喰を取り入

れ引き戸も積極的に採用しています。スギは主

に床・腰壁・天井に使用。床に使うことによっ

て冬は暖かさを蓄熱し、夏はサラッとした感触

で足ざわりがよく、また調湿効果や抗菌効果が

ある為「アレルギー反応が出なくなった」と 

おっしゃるお施主様もいます。 

 
最後に「未来へつなぐ建物」とは、 

昔からの日本家屋の良さの継承とプラスαの知

恵と技術を活かした建物ではないかと思ってい

ます。しかし伝統を守っていく上で問題となる

ことが、無垢材や漆喰を扱える職人が少なくな

ってきていることです。また、無垢材の加工が

できる職人は 60 歳以上の大工職人が主です。

輸入材と既製品に慣れてきた職人たちは、無垢

や漆喰を「手間がかかって大変」と思う人たち

が多いのが現状です。 

「若い職人を育て、伝統工法を受け継ぐ職人を

育てたい」弊社社長の願いです。 

伝統技術と新しい知恵と技術を融合させ、地元

の気候風土に合った「丈夫で長持ち、健康で暮

らせる家づくり」をますます追求していきたい

と思っています。 

そして仕事をしていく上で、生まれ育ったこの

地域に恩返しするためにも、地域に貢献し、ま

た地域に住む人のお役に立てるような仕事をし

ていきたいと思っています  
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「盛岡市鉈屋町の町家再生に 

  かかわる人たちの今までとこれから」 

 

岩手県建築士会 大坂 久子 

 

「盛岡まち並み塾」は、2003 年に設立。 

城下町時代の面影を残す鉈屋町地区に（1997 年

10 月）28ⅿの都市計画道路が決定され、住民の

大半が賛成する中で、一部の住民から相談があ

って発足したのが「盛岡まち並み塾」です。 

道路問題は二の次にし、この地域が持っている

歴史的な資源を地域の人たちがきちっと見直し

て、その中で遺せるもの遺せないものを再確認

していく、そういう活動をしてきました。この

界隈に残る町家とそのまち並み、寺社及び歴史

的建造物群をまもるのはもちろん、建物だけで

はなく、むしろそこにある暮らしと文化をしっ

かりと見出して、無くなったものは復活させる。

そういう活動を中心に据えて、地元住民と専門

家を中心に活動を始めた団体です。 

盛岡支部の女性委員も活動に参加してきました

が、この盛岡まち並み塾の初代理事長を務め、

個人的にも鉈屋町の住民と交流を図りながら町

家とまち並みの保存に尽力した渡辺敏男氏が昨

年惜しまれながら亡くなってしまいました。 

中心的な人物を亡くし活動が停滞してしまって

いた当会は、いま転換期を迎えています。残さ

れた人たちで、渡辺先生のまちづくりにかけた

遺志を引き継ぐためにできる事を模索している

ところです。 

 

◆盛岡市鉈屋町界隈と盛岡町家について 

鉈屋町界隈は、江戸時代から明治時代にかけ

て北上川舟運の時代に栄えた場所です。また、

旧奥州街道 遠野･釜石街道の玄関口として重要

な場所でした。舟運の起点（河港）の新山河岸

から旧川原町、惣門周辺は大店が並び、旧鉈屋

町は舟運を管理する水主衆も住み、庶民的な町

として発展してきました。また、湧水等の水に

恵まれ、あさ開、旧岩手川の他にも酒造店が多

く立地し、二つの共同井戸は近接して残ってき

ました。 

 

 

 

明治 23 年、日本鉄道東北線盛岡駅が開業して

鉄道の時代を迎えると、徐々にこの界隈は衰退

していきました。しかし、寺ノ下寺院群の寺筋、

町家の並ぶ街道筋、北上川の川筋と城下町の下

町風情は残ってきました。そして現在は、道路

拡幅計画を廃止して歴史的資源を活用したまち

づくりが始まっています。 

 

◆ 町家の保存にかかわる人たち 

《盛岡まち並み塾》 

「暮らしのいきづく町並み－住民による歴史的

まちづくり」を目標に、盛岡町家等の保存活用、

街並み修景、伝統的な暮らし文化の継承活動を

行っています。 

《盛岡まち並み研究会》 

盛岡まち並み塾を支援してきた専門家を中心に

町家等改修・街並み修景の支援を行っています。 

《盛岡市街並み保存活用推進協議会》 

盛岡市歴史的街並み保存活用基本計画に基づき、

盛岡市の都市観光・伝統と暮らしを活かしたま

ちづくりを推進するために設置されました。 

《もりおかワカものプロジェクト》 

学生や若い社会人が力を合わせながら、鉈屋町

界隈を中心に 2010 年より活動をスタート。 

手づくり市“てどらんご”の企画運営の他、市

内のガイドツアーやお食事交流会を実施しなが

ら、盛岡の“たのしい”を自ら創り上げると共

に、住民や参加者にも“たのしんで”もらいた

いと日々知恵を絞って活動しています。  
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◆ 盛岡まち並み塾の活動 

道路問題に対して、この界隈に残る町家とその

まち並み、寺社及び歴史的建造物群の重要さを

理解してもらうために、毎月町家開放、歴史的

資源の探訪ツアー、歳時記行事を定例化し、地

元住民・市民に保存活用を呼びかけるとともに、

当会が修理・保存活用している町家が３軒ある。

同時に市内の歴史的資源の保存活用も進めてい

ます。 

 

《町家とまち並みの保存活用》 

・歳時記イベント等 毎月１回の実施 

１月 正月遊び―盛岡弁カルタ大会 

（第 2 土曜） 

    町家の神楽奉納 （1 月末土曜） 

２月 投扇興大会 （第 2 土曜） 

３月 昔話っこ 

４月 旧暦の雛祭り（第 2 土日） 

５月 てどらんご（手づくり市） 

    ワカモノプロジェクト（第 2 土日） 

６月 旧暦の端午の節句（第 2 土日） 

７月 井戸感謝祭（第 2 土日） 

８月 残したい盛岡のお盆（8 月 13～16 日） 

    この界隈では、13 日お墓参り 

    14～15 日「迎え火」、16 日「送り火」 

    軒先で樺火を焚き、先祖の霊を迎え 

送ります 

    14 日は「黒川さんさ踊りの門付け」 

 16 日は「舟ッコ流し」 

    黒川さんさは県指定 

舟ッコ流しは市指定無形文化財です 

９月 お八幡さんのお祭り （第 2 土曜） 

    例大祭 13～16 日 

１０月 てどらんご（手づくり市） 

     ワカモノプロジェクト（第 2 土日） 

１１月 町家の新蕎麦 （第 2 土曜） 

１２月 町家の忘年会 （第 2 土曜） 

 

4 月の旧暦の

雛祭りは 2 万

人、8 月町家

のお盆には 1

万人の来場が

定着しました。 

 

・町家活用事業 2007 年 9 月 町家「大慈清水御

休み処」を開店。2008 年 6 月「旧八百倉」町家

等改修サロン開設など 

・町家改修数 15 棟。うち助成制度改修 10 件。 

・旧酒蔵岩手川工場（江戸期）の市取得の働き

かけと、市の活用計画を支援し、2013 年「もり

おか町家物語館」として開業。 

 

 

《工夫した点・苦労した点》 

現在では商店がわずかしかなく、住民主体に運

動を進めるために、組織の在り方に苦労しまし

た。そのため、あえて任意団体にしていますが、

運動が大きくなるにつれて事務局の負担が大き

くなり、任務の分担を図りつつ進めました。ま

た、運営費用は参加者負担で定着。 

投資費用は、融資により搬出しているが、今後

は事業組合等を検討。 

原則的に行政に頼らない住民主体の活動となっ

ています。これを専門家、行政、支援団体、マ

スコミが側面から支える構造が短期間に成果を

生み出しました。きちんとした歴史的な資源調

査をもとに、地域の確かな歴史文化をあぶりだ

してまちづくりに繋げることが重要。またネッ

トワークの仕組みで、地域住民主体に、1 地域 1

団体ではなく、複数の組織体で進めるべきと考

えています。 

 

◆ 渡辺敏男と盛岡を語る会 

昨年亡くなった渡辺敏男氏を偲んで、年に一度

開催されることになりました。 

渡辺先生と関わりのあった人、まちづくりに興

味のある人たちで、盛岡の歴史的まちづくりや

建造物の保存等について、渡辺先生の遺志を継

いでいくために私たちがどんなことをしていく

べきかの意見交換を行っています。 

-P19-


