「歴史まちづくり部会」活動アンケート調査集計

資料-4-3-3

全国各県に歴史まちづくりリーダーが誕生した現在の歴まち関係活動状況のアンケート結果です
貴重な情報やご意見を多数頂く事が出来ました・・・お忙しい中 ご協力ありがとうございました
2019（平成 31 年）年 2 月

日本建築士会連合会『歴史まちづくり部会』

□アンケート回答県（数値提出件数／所属県数）・・・2019.1.21〆・・・33 県/47 県（70%）
・北海道ブロック（１／1）
北海道
・東北ブロック（４／６）
岩手県、宮城県 秋田県 山形県
・関東甲信越ブロック（７／10）茨城県 群馬県 埼玉県 東京都 神奈川県 長野県 新潟県
・東海北陸ブロック（３／７） 静岡県 愛知県 三重県
・近畿ブロック（４／６）
京都府 大阪府 奈良県 和歌山県
・中四国ブロック（８／９）
島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
・九州ブロック（６／８）
福岡県 佐賀県 大分県 熊本県 宮崎県 沖縄県

■記入者（歴史まちづくりリーダー）…あくまで参考です
・男性（２８）
女性（４）
？（１）
・20 代（０） 30 代（１） 40 代（３） 50 代（13）

60 代 （12）

70 代（３）

？（１）

■単位士会での歴史まちづくり活動全般について
Ｑ１ あなたの建築士会では歴史まちづくり部会（または同等の委員会等）はありますか？
・有る 北海道、宮城県、愛知県、広島県、熊本県、宮崎県
・同等の委員会や部会がある
山形県（町づくり委員会）
茨城県（まちづくり委員会・HM 協議会にて対応）
東京都（まちづくり委員会ヘリテージグループ(新年度改編中)）
神奈川県（スクランブル調査隊：部会長歴まちリーダー内田）
静岡県（景観整備機構まちづくり委員会）
三重県（景観まちづくり委員会（平成 30 年度から設置））
京都府（まちづくり委員会、ヘリテージマネージャー委員会）
大阪府（ヘリテージ委員会）
奈良県（すまい・まちづくり委員会）
和歌山県（ﾍﾘﾃｰｼﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ世話役会で検討している）
岡山県（岡山県歴史的建造物委員会）
山口県（まちづくり委員会）
徳島県（阿波のまちなみ研究会）
愛媛県（文化財調査委員会）
高知県（ヘリテージ学団 あっちこうち）
福岡県（HM 部会 ）
大分県（調査研究委員会）
・無い 岩手県（現在、ＨＭ活動推進のための設立準備委員会を設置し、検討中）
秋田県（元々はまちづくり委員会が担当であったが、会員減少に伴い委員会が統合され、現在は事業委員会が総括
的に担当しているため専門組織はない。）
群馬県（まちづくり委員会の中で分けていないため）
埼玉県
長野県（まちづくり委員会とヘリテージマネージャーの所管が異なるため他）
新潟県（へリマネ特別委員会を設置しているので）
島根県（まちづくり委員有志、ＨＭで事業を進めているため）
香川県
佐賀県（まちづくり地域貢献委員会で他の 4 部会を含め活動している）
沖縄県（まちづくり委員会の中で各部会地域リーダーのみ最近指定されました）
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Ｑ２ あなたの建築士会では歴史まちづくりに関する活動の状況はいかがですか？
・積極的に取り組んでいる
茨城県（調査、ガイドマップ作成、HM 養成 SU 講座、伝建指定勉強会）
群馬県（視察、自治体からの委託）
神奈川県（研修…歴史的建造物に関する保存活用のための講習会、登録有形文化財に関する文化庁主催セミナーへの参加
／調査…鎌倉市、旧坂井家、吉岡家住宅文化財登録等数件、横須賀市万代会館の 解体回避のための報告書作
成等多数、藤沢市後藤医院等調査・登録・活用／まちづくり…補助金を得て、静岡県とともに、古い町並みの
残る街にその他条例の説明を軸に「出前講座」を行った。例：桜川市真壁、小諸など／HM 関係…基本的に全
て調査を伴うので、上記調査の項目に記載、調査後、当然保存・活用に結び付けてきた。文化庁近現代建物緊
急重点調査における協力等、東京建築士会の HM 講座応援シンポに参加・協力）

東京都（研修…ヘリテージ活用事業手法や、改修関連法規等、講演会実施／調査…都内 23 区、市町村の景観条例、行政
調査、等／まちづくり…まちづくり現地見学「北斎通りまちづくりの会」交流会、等／HM 関係…東京ヘリテー
ジマネージャー養成講座（第２期）／その他…東京まちづくり会議（本年度開催に向け準備中））
新潟県（調査…新潟県近代和風建築物総合調査／まちづくり…歴史的建築物普及啓発フォーラム開催／HM 関係…へリマ
ネステップアップ講座）
静岡県（研修…歴史的建築データベース運用のための研修会／調査…歴史的風致維持推進等調査、熊本地震被災状況調査
／まちづくり…SHEC まちづくり会議、焼津･花沢の里づくりのための防災･観光･生活･景観等に関するまちづく
り指針の作成／HM 関係…地域文化財専門家研修、地域文化財ステップアップ研修／その他…本会季刊誌『建築
静岡』連載「景観整備機構･瓦版」）

京都府（まちづくり…三条通及び修徳学区のまちづくり支援／HM 関係…デジタルマップ作製）
大阪府（ヘリテージ マネージャー育成講座）
和歌山県（研修…和歌山県庁について調査・県庁建設 80 周年見学会・シンポジウム／調査…「和歌山県庁本館」出版 和
歌山城の保存活用について／HM 関係…郭家住宅(明治 10 年建築)・和歌山大学松下会館（昭和 36 年建築渡辺節
設計）保存活動／その他…和歌山県博物館施設等災害対策連絡協議会と連携し動産文化財の保存活動「寂光院庫
裡襖絵」
・和歌山県国登録有形文化財所有者の会への協力）

岡山県（研修…工事現場見学会 、再開発技術の講習会など／調査…市街地におけるユニバーサルデザイン調査など／ま
ちづくり…空き家対策、まちづくりＮＰＯとの連携など／HM 関係…ヘリマネ認定講習、見学会など／その他…
中心市街地活性化協議会等への参加など）
徳島県（研修…研修旅行 毎月の定例会で研修／調査…民家、社寺、まちなみの自主調査 阿波学会総合学術調査／まち
づくり…伝建地区の保存審議委員・設計・監理―東祖谷落合・出羽島／HM 関係…登録有形文化財申請の所見作
成／その他…とくしま文化財マイスター連絡協議会への協力）

愛媛県（研修…文化財調査委員会で建物調査と研修を実施／HM 関係…平成 30 年度で３年目の終了、終了者にはスキルア
ップの講習会を予定）
高知県（調査…重伝建地区の見直し調査 重要的景観地区の見直し調査）
大分県（研修…HM 検修／調査…市町村からの委託業務）
熊本県（研修…空き家利活用研修／調査…登録有形文化財調査／HM 関係…ＨＭ養成、調査事業受託、災害復旧支援事業受
託）
・少し取り組んでいる
北海道（研修・住宅調査・HM 講座・相談受付）
岩手県（調査…市町村から、歴史的建造物の調査委託を受けている／HM 関係…調査に同じ）
宮城県（HM 関係…村田町村田伝建地区における伝統様式調査と仕様書の作成）
秋田県（調査委託（白井晟一作品）・大館市 HM 養成講座）
山形県（調査…街並見学会）
埼玉県（HM 関係…２回程度）
長野県（調査…軽井沢町指定保護文化財調査、資料作／その他…成長野市戸隠地区伝統的建造物群保存地区の防災計画策
定委員として専門家会議に参加）
愛知県（研修…文化財調査委員会で建物調査と研修を実施している／まちづくり…あいちヘリテージ協議会に協力いただ
き今年度から具体的に活動を行う／HM 関係…平成 30 年度で６期生の終了予定で、終了者にはスキルアップ講習
会を予定している。）
三重県（研修…「みえヘリテージの会」として文化財建造物の写真の撮り方／まちづくり…みえ景観まちづくり会議／HM
関係…県内登録有形文化財トレーディングカード作成事業／その他…みえ地域貢献活動事業への助成）
奈良県（研修…空き家勝つ様に関する練習会 H30 年度 4 回／調査…H26 29 奈良市との協働で地区における歴史的建造物
の民家調査

H29,30「近代建築物緊急重点調査（連合会が文化庁から委託）を一部調査／HM 関係…スキルアッ

プ講座 H26,27,28,30、育成講座 H22,24,25,30

ヘリテージ支援センターの運営、地区銀行との「事業用町家利
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活用融資における意見書作成（協定締結）」
）
島根県（調査…県・松江市からの委託事業にて調査実施／HM 関係…ＨＭ養成講座とスキルアップ講座の実施／その他…
歴史的建造物活用の条例整備ガイドライン策定準備中）
広島県（調査…伝建地区東広島市西条酒蔵地区伝統的建造物群保存対策調査）
山口県（HM 講座年２回）
福岡県（研修…歴史的建造物（重文など）の修理現場視察／調査…歴史的建造物の調査／HM 関係…ヘリテージマネージャ
ー養成講習会）
佐賀県（研修…九州まちづくり塾 IN 唐津の開催／調査…）NPO 唐津：呼子町の伝統的建造物の調査・NPO まちのつぎて：
長崎街道伝統的建造物悉皆調査／まちづくり…伊万里有田 HM：有田の未来を考える：江越邸活用計画／HM 関係…
文化財ドクター3 次調査（熊本地震）／その他…NPO まちのつぎて：佐賀の茅葺ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

茅葺講演会）

宮崎県（まちづくり…宮崎まちづくり塾開催にて歴まち活動有り／HM 養成・スキルアップ講座等）
沖縄県（HM 関係…聖クララ教会でのコンサートを１２年間取り組みました）
・全く取り組んでいない
香川県
Ｑ３ 歴史まちづくり活動に関して行政との連携の経験はありますか？
・有る 岩手県（その他…県の教育委員会から各種の情報提供を受けている。）
宮城県（委託事業…仙台市景観重要建造物等の指定候補建物（庄子醤油店）調査業務／その他…平成 30 年度文化芸術
振興補助金（文化遺産総合活用推進事業）HM 修了者技術向上事業 村田及び塩竈でのｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催）
秋田県（単発的委託…調査委託（白井晟一作品））
茨城県（歴史的風致維持向上等調査（国交省委託）、地域文化財専門技術者育成手法検討調査）
群馬県（桐生市新町地区伝建建築物調査業務）
新潟県（委託事業…新潟県近代和風建築物総合調査 、佐渡博物館古民家調査）
静岡県（委託事業…・旧住吉浄水場ポンプ室等保存活用検討調査／・鴨江別館耐震基本実施設計（歴史的･文化的価
値調査及び保存改修計画作成含む／・建築士と職人・行政及び広域の組織間連携による歴史的建造物の維持保
全･活用･修復･復旧等のための体制整備に関する調査・研究／・歴史まちづくりのネットワーク構築検討調査
／・近現代建築緊急調査

など毎年度 1～2 件の委託事業を実施）

愛知県（その他…愛媛県の近代化遺産の調査・和風建築の調査愛媛県と一緒に行う。）
三重県（その他…みえ景観まちづくり会議開催地の市町担当部署および地域まちづくり団体の協力）
京都府（協定…京都市の地域景観づくり協議会／その他…京都市文化財マネージャー制度）
奈良県（委託事業…H28,29「近代建築物緊急重点調査（連合会が文化庁から委託）を一部調査／協定締結…H26 29「奈
良市内における近世近代の歴史的建造物の掘り起こしによる地域活性化事業」／その他…H30「歴史的建築物
の保存利活用促進等に関する相談体制の整備強化」
（連合会が国交省から受けた事業）の一部実施予定

講

演会実施、歴まち委の設立準備等）
和歌山県（委託事業…・重伝建地区内（湯浅町）での建物の改修工事設計監理委託業務 ・和歌山市加太地区の砲台
建物改修工事設計監理業務委託事業・御坊市御坊祭り獅子屋台、四つ太鼓実測調査委託事業）
島根県（委託事業…松江市歴史的建造物調査、島根県近代和風建造物総合調査、歴史的建造物活用の条例整備ガイドラ
インイン策定）
岡山県（委託事業…古民家建築の悉皆調査、近世社寺建築調査など）
広島県（委託事業…伝建地区東広島市西条酒蔵地区伝統的建造物群保存対策調査 ※東広島市から委託された広島大学
からの要請で補助員として参加）
徳島県（委託事業…牟岐町出羽島保存修理事業関係、上板町からの建物調査等多数／その他…徳島県立図書館主催「阿
波学会総合学術調査」に参加、徳島県内伝建地区の保存対策調査、選定後の保存審議委員派遣他）
愛媛県（その他…愛媛県の近代化遺産の調査・和風建築の調査愛媛県と一緒に行う）
高知県（委託事業…重伝建地区の見直し調査 重要的景観地区の見直し調査）
福岡県（委託事業…県及び市町村からの依頼で歴史的建造物の調査 無料）
佐賀県（委託事業…佐賀県：景観整備機構の事業促進（交流機会創出事業）(県築士会受託ﾌﾞ・ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ(ｸﾘｰｸﾈｯﾄ受託)
佐賀市：ｸﾘｰｸ保全利活用推進事業(ｸﾘｰｸﾈｯﾄ受託)

・無い

有田町：有田の未来を考える

江越邸利活用（伊万里有田

HM 受託））
大分県（委託事業…大分市歴史的風致維持向上計画に伴う建造物調査業務）
熊本県（委託事業…調査事業受託、災害復旧支援事業受託、登録有形文化財調査受託）
宮崎県（委託事業…高鍋町歴史的建築物を活かした町並みづくりのためのガイドライン作成）
北海道、神奈川県、長野県、東京都、埼玉県、大阪府、山形県、山口県、香川県、沖縄県
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■ブロックでの歴史まちづくり活動について
Ｑ４ あなたの所属するブロックにおいて歴史まちづくりに関する連携や活動がありますか？
・有る 北海道（単一ブロックとして開催）
東北（山形県）
関東甲信越（群馬県…連携まちづくり交流会／東京都…関東甲信越まちづくり交流会（於・桐生市有鄰館）参加／長
野県…ブロック内まちづくり交流会での伝建地区研修およびパネルディスカッション）
東海北陸（静岡県…「歴史的建造物の平常時及び非常時における広域連携に関する合意事項」H29.11.10／愛知県…
東海北陸ブロック会議／三重県…単位士会から独立したヘリテージ団体もあり、任意の集まりとして活動）
近畿（京都府…NPO 法人 古材文化の会／大阪府…近畿ヘリテージマネージャーネットワーク協議会 奈良県…近畿建
築士協議会まちづくり部会設立／和歌山県…近畿建築士協議会

近畿ヘリテージマネージャーネットワーク協

議会準備会を立上げ、年 4 回程度各府県から集まり情報交換を行っている。また毎年開催している近畿建築祭で

・無い

開催地の歴史的建造物を見学する）
中四国（島根県／岡山県…広島会 東城支部「ﾔﾏﾓﾄﾛｯｸﾏｼﾝ旧自治寮を保存する会」他）
九州（全県…被災歴史的建造物被災調査活動に必要な相互応援に関する協定に基づく研修・支援活動／九州まちづく
り協議会設立…毎年九州まちづくり塾開催（平成 30 年度で４回目テーマ「唐津市の歴史まちづくり」））
東北（岩手県…但し、東北ブロックの事務局会議ではＨＭ講習会等の情報支援は行っている／宮城県／秋田県）
関東甲信越（新潟県／茨城県／埼玉県／新潟県／神奈川県…まだ、位置づけが不明瞭で私まで代表者の情報が届かな
届い。都合により歴まちの会議不参加だったため、わからない点が多い（申し送りの不備もあった）
。活
動としては、既に 20 年以上スクランブル調査隊独自で行っている。神奈川の HM 育成講座の運営は当初
よりスクランブル調査隊が多くを担ってきた。ただ、東京都・静岡県とは以前より強いつながりがあり、
ブロックを超えて、防災の面等でも迅速に協力し合おうという話を個人レベルでは進めている。
）

中四国（広島県…担当者のみ、山口県、愛媛県、高知県、徳島県）

■単位士会でのヘリテージマネージャー（ＨＭ）に関する活動について
（Ｑ８、９、10 については事務局にもご確認ください）
Ｑ５ あなたの建築士会には何名のＨＭがいますか？（126 以上は具体的数値を記入してください）
・ 1
25
京都府、山口県、沖縄県
・ 26
50
岩手県、宮城県、東京都、島根県、香川県
75
秋田県、埼玉県、高知県
・ 51
・ 76 100
北海道、茨城県、愛知県、大阪府、和歌山県、岡山県、愛媛県、佐賀県、宮崎県
茨城県、長野県、新潟県、三重県、奈良県、福岡県、大分県、熊本県
・101 125
・126 以上
静岡県（139）、広島県（158）
・？
神奈川県（詳しい集計はなされていません。現在修了生は約 200 名ですが、約 6-7 割が建築士資格保持者
と思われますので、120～140 名程度ではないでしょうか）
山形県、香川県
・その他
徳島県（ 徳島県では、ＨＭは建築士会と直接関係がありませんが、143 名の講座修了生がいます。以下他団
体のことなので、無回答とさせていただきます。）
Ｑ６ ＨＭのステップアップのための研修を行なっていますか？
・行なっている
北海道、新潟県
茨城県（被災歴史的建造物の調査・修復方法歴史的建造物の保全・活用説明会(歴史的建造物委員会設置の意義と運営・
建築物省エネ法施行後の伝統工法・県内 5 地区のＨＭ活動や調査報告）
群馬県（年１回 神社や古民家・近代和風建築）
神奈川県（スキルアップ講座（年 4 回）。これは、組織的、予算的なこともあり HM 協会として私が企画・運営してい
ます。それとは別にスクランブル調査隊で、今年度より連合会のマニュアルに関する講座も後藤・塩見両氏に
て企画しています。できれば継続講座にする予定です）

長野県（29 年度地域のお宝発見、講演：伝統木造建築物の耐震工法－信州大学松田昌洋助教授／計画中…千曲市松田
館について災害と歴史保存（県宝松田館の生立ちから焼失そして再建 ）
静岡県（ステップアップ研修：御穂神社の修復現場研修、法華寺の修復現場研修／歴史的建造物保存調査から修復･活
用案そして実施設計へ 等 ）
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愛知県（ 2019年度は第４回のレベルアップ講座を予定しています）
三重県（文化財修復現場見学会や文化財に関する講習会（写真の撮り方））
京都府（ 京都市文化財マネージャー育成講座）
大阪府（ヘリテージ マネージャー育成講座、および同ステップアップ講座）
奈良県（H26,27,28,30 スキルアップ講習会）
和歌山県（旧県会議事堂の移築工事見学・紀伊半島の民家の歴史講習）
島根県（スキルアップ講座の開催）
岡山県（講習会等の開催）
高知県（まち歩き研修）
福岡県（歴史的建造物の調査及び見学会）
佐賀県（一昨年台 2 回 HM 養成講座で既受講者のｽｷﾙｱｯﾌﾟを実施、年 1～2 回程度見学会、調査を実施）
大分県（文化庁補助事業の活用）
熊本県
宮崎県（スキルアップ・ステップアップ講座）
・行なうための準備中
岩手県、秋田県、広島県（ヘリテージ協議会の予算確保もかねて）、山口県、愛媛県
・行なっていない
宮城県、山形県、東京都、埼玉県、香川県、沖縄県、
Ｑ７ その他、現在のＨＭに関する活動の状況を教えてください
・北海道
複数の団体との共同でヘリテージ事業を行っているが、最近になって足並みが乱れてきた
・岩手県
歴史的建造物の保存活用に向けた活動（調査事業）をおこなっている。
・秋田県
平成29年度：あきたHM協議会設立（養成講座への支援・調査等に関する情報収集等）
・山形県
ＨＭ養成講習会の実施について検討中。予定ではＨ３１前半に講習会の内容を詰め、１１月頃文化庁と補助金につい
て協議、Ｈ３２に講習会を実施予定。

・茨城県

県内を5地区に分けＨＭを配置。／各自治体教育委員会の要請を受け、登録文化財に向けた調査・報告書作成等の業

・群馬県
・東京都

県から発注予定の群馬 100 神社仏閣調査の準備として、自己学習及び類似施設模擬調査準備

・埼玉県

全国大会の為第３回目の講座が延期になり来年度６月以降の開催を予定しています。１００名以上のＨＭを目指し

務を行っている。

士会内ではないが 2018 年ＨＭ養成講座一期修了生による「東京ヘリテージマネージャーの会」が発足し地域ネ
ットワーク団体に登録、東京建築士会と活動を連携している。
て います。

・神奈川県

神奈川県は、
「かながわ HM 協会」として会費にて独立運営しております。もちろん、2015 年 8 月の立ち上げには関
与しましたが、士会が協力的であれば、士会内に設置したかったです。当時全く理解いただけてなかったと思いま
す。説明できる場もありませんでした。先ごろは、会長も替わりご理解いただき始めているかもしれません。

・長野県

伝統的建造物群保存地区内の特定建築物の常時微動計測（工事前、工事完成後の2回信州大学に協力いただ
き）を行い、耐震性の向上についてワーキング／文化財の修理現場の視察

29年度いわき市専称寺本堂、30

年度比叡山延暦寺根本中堂

・京都府（地域のデジタル・マップづくりの調査等）
・奈良県
登録有形文化財建造物申請支援業務（自宅等を登録したい所有者に調査所見書作成登録等を支援：有償（調査済み3
件、内1件は他府県の調査協力）／地元銀行「事業用町家利活用融資」における意見書作成）

・和歌山県
・新潟県

今年度3月2日にレンガ造建築物についてのステップアップ講習会を行う
平成26年度～28年度
度～30 年度

・静岡県

ヘリマネ養成講座／平成27年度～29年度

歴史的建造物保存活用フォーラム開催／平成29年

ヘリマネステップアップ講座／平成 27 年度～28 年度

新潟県近代和風建築物総合調査受託

・「地域文化財専門家」育成研修･･･実施：H20,21,22,23,24,26,29,31(予定)／・H29 から一般市民対象の「地域文化
財サポーター」養成講座を専門家研修と同時実施／・ステップアップ研修･･･修了生を対象に年 1～2 回実施／・SHEC
によるまちづくり会議･･･年 1 回開催

H30：次郎長生家の耐震･修復現場―伊豆石の蔵―志みず道―カトリック清

水教会／・重伝建地区・花沢の里の設計相談等事業／・国登録有形文化財：調査、図面作成、所見作成、登録手続
き･･･次郎長生家、旧岩邊邸など

・愛知県
・三重県
・大阪府

愛知県指定文化財（木造建築物）の調査業務・補修工事・工事監理業務の実施（1２件）
文化庁補助事業に対して、現場調査事業への協力参加を呼びかけをしています。
HM育成講座を行なっているが、実際の活動はまだ少ない。登録文化財のための調査・申請が１件と申請のための調査
が１件である。

・島根県

来年度にＨＭ協議会設置するべく準備中
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・赤山県

登録文化財等の申請支援（調査、申請等）の活動や現場見学会、講習会の開催など。今年度は、ヘリマネ講習自体の
応募者が少なく開催できていない。

・広島県

建築士会としての予算はほぼゼロですので、HM個人の活動が主となっています各支部単位で有志による活動もしてお
りますが、県単位での活動とはなっていません。

・山口県

昨年度、21名の受講生の中から18名がHMに認定。今年度は、14名の受講生で、現在まで第8回の講座を実施。昨年12
月にHM協議会を立ち上げた。

・徳島県

まちづくり会議への参加については、本会に対して派遣要請をお願いしたいと思います。以前のまちづくり委員会と
違い、部会が多くなり交通費負担などの問題があると思います。

・香川県
・愛媛県
・福岡県
・佐賀県

HMは０名

養成講座修了生は43名

愛媛県の近代化遺産の調査・和風建築の調査愛媛県と一緒に行う。
連合会の助成を受けて歴史的建造物委員会の設置とそれに伴うスキルアップ講習会を予定
唐津NPO

呼子町の伝統的建造物の調査、東木屋の修理事業／NPOまちのつぎて

統的建築物悉皆調査／伊万里有田HM

・大分県
・熊本県
・宮崎県

佐賀の茅葺ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、長崎街道の伝

江越邸の利活用計画

平成30年度から31年度かけて文化庁補助事業によるHM人材育成事業を実施
主に主に熊本地震復旧支援活動
2018年度より「ひむかヘリテージ機構」を立ち上げ活動を開始している。／連合会の支援を頂きながら、現在歴史的
建造物の相談窓口（歴建委員会）立上げ準備中。

・沖縄県
Ｑ８

沖縄県では、今年度からHM養成講座に取り組んでいます。2月には、30名弱がHMとなります。

歴史的建造物に関する相談窓口（例：歴史的建造物委員会）はありますか？
◎歴史的建造物委員会とは…歴史的建築物の保存活用に当たる設計者や工事者に対する相談・指導の能力を
備えたヘリテージマネージャーの養成と、更に高度な専門的な観点から、ヘリ
テージマネージャーに対する指導や自治体に対する支援を行う委員会

・有る
・設置予定

北海道、長野県、静岡県（静岡県ヘリテージセンターSHEC）、岡山県、熊本県
岩手県（2019 年度中）茨城県（ 時期未定）、新潟県（2019 年度に設置検討中）、大阪府（2019 年
、島根県（2019 年度）、山形県（HM 養成完了後に検討）、埼玉県（検討中 ）奈良県（H30 年
度）
、和歌山県（来年度より発足予定）、福岡県（ H30 年度中）、佐賀県（来年度県建築士会まち
度中 ）
づくり地域貢献委員会内に設置予定 ）
、大分県（平成 31 年度から 32 年度頃）、宮崎県（H30 年度中立
上げ予定 ）
、
・設置予定無し 宮城県、秋田県、群馬県、東京都、愛知県、三重県、京都府、広島県、山口県、香川
県、愛媛県、高知県、沖縄県
・不明
神奈川県（部会や委員会再編のうわさはあるが、会長や理事だけで決定するつもりであれば、うまくい
かないと思われる。）

Ｑ９ 具体的に歴史的建造物に関する相談を受けたことがありますか？（対応窓口）
・有る 岩手県（士会事務局及びＨＭ登録者）
秋田県（HM 協議会設立準備中の事務局）
茨城県（HM いばらき協議会内役員）
神奈川県（スクランブル調査隊）
長野県（長野県建築士会ヘリテージマネージャー協議会）
新潟県（建築士会渡辺顧問）
静岡県（静岡県ヘリテージセンターSHEC
最新の相談は、カトリック清水教会の保存に向けた支援要請）
愛知県（ＨＭの委員）
奈良県（ヘリテージ支援センター（現在窓口は士会事務局→支援センター役員に連絡し付近の HM に依頼する等してい
る））
和歌山県（和歌山県ヘリテージネットワーク協議会 役員）
島根県（ほぼ会長）
岡山県（建築士会事務局）
山口県（建築史会事務局）
高知県（ヘリテージ学団 あっちこうち）
福岡県（ＨＭ部会）
佐賀県（各地区の HM 協議会、NPO）
大分県（調査研究委員会）
熊本県（熊本ヘリテージマネージャー会議ＷＧ）
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・無い

・不明

宮崎県（建築士会内部のヘリテージ委員会）
北海道、宮城県、山形県、群馬県、東京都、埼玉県、三重県（みえ登録有形文化財建造物友の会の設
立に協力し、HM が委員として在籍し協力体制を取っています。）大阪府、広島県（事務所単位では多数ありま
すが、部会としての事務局はありません ）
、山口県、香川県、沖縄県
京都府

Ｑ10 歴史的建造物に関する事業について行政と連携（委託・協定・その他）の経験はありますか？
・有る 岩手県（委託事業…紫波町所有の紫波町指定文化財の調査業務）
秋田県（士会としては無いが、HM 個人として行政が関わる歴史建造物保存団体に参加し活動をしている。横手市増田
まちなみ保存会等他）
茨城県（委託事業…茨城県重要文化財建造物耐震予備診断、茨城県近代和風建造総合調査）
神奈川県（2018 年春、士会として、県・ヘリマネ協会との協定。行政担当者の個別情報による暗黙の協力を継続。）
長野県（委託事業…31 年度予定長野市伝建地区内の新築建物の景観に合わせた造り方提言）
新潟県（委託事業…新潟県近代和風建築物総合調査、佐渡博物館古民家調査）
静岡県（委託事業…・旧住吉浄水場ポンプ室等保存活用検討調査／・鴨江別館耐震基本実施設計（歴史的･文化的価値
調査及び保存改修計画作成含む／・建築士と職人・行政及び広域の組織間連携による歴史的建造物の維持保全
･活用･修復･復旧等のための体制整備に関する調査・研究／・歴史まちづくりのネットワーク構築検討調査／
・近現代建築緊急調査

など毎年度 1～2 件の委託事業を実施

その他…地震被災時の歴史的建築物に

SHEC 連絡票を貼付することの行政の合意）

静岡県（委託事業…重要伝統的建造物保存地区の特定物件以外の建物の創建年代の判定調査の実施。）
三重県（その他…HM 士会委員が三重県文化財保護指導委員として就任）
奈良県（ 委託事業…H28,29「近代建築物緊急重点調査（連合会が文化庁から委託）を一部調査／協定締結…H26 29
「奈良市内における近世近代の歴史的建造物の掘り起こしによる地域活性化事業」／その他…H30「歴史的建
築物の保存利活用促進等に関する相談体制の整備強化」
（連合会が国交省から受けた事業）の一部実施予定
講演会実施、歴まち委の設立準備等）

・無い

和歌山県（委託事業…歴史的建造物データベース化・郭家住宅調査等）
島根県（委託事業…松江市歴史的建造物調査、島根県近代和風建造物総合調査、歴史的建造物活用の条例整備ガイ
ライン策定）
岡山県（その他…建築審査会等との連絡・調整）
香川県（委託事業…近代建築・近代和風建築調査、耐震予備診断）
愛媛県（委託事業…重要伝統的建造物保存地区の特定物件以外の建物の創建年代の判定調査）
高知県（その他…伝建地区の保存審議会委員に就任）
福岡県（その他…ＨＭ部会）
大分県（委託事業…大分市歴史的風致維持向上計画に伴う建造物調査業務）
大分県（委託事業…熊本地震被災文化財建造物復旧支援事業）
北海道、山形県、群馬県、京都府、東京都、埼玉県、大阪府、山口県、宮崎県、沖縄県

■連合会の歴史まちづくり部会について
Ｑ11

連合会「歴史まちづくり部会」へご意見を頂けますと幸いです。

連合会の歴まち部会へ希望すること（その他何でも結構です）
岩手県 ・各県士会の活動状況に関する情報提供。／・士会会員の人材難及び通常業務多忙により、5部会並行して

宮城県

秋田県

の活動の活発化は現実的に難しい。まちづくりにおいて5部会とも必要不可欠なのは理解できるが、単位士
会毎に、ある一定の期間はどれかに注力できる体制があると取り組みやすい。／・活動結果の報告だけで
はなく、その活動に至るまでのプロセスを詳しく知りたい。何か活動を始めるにしても、活動指針などで
マニュアル的にまとまっていると、それを基にして取り組みやすい。／・歴史的建造物調査業務費の積算
基準の策定。／・まちづくり会議の中で見学ツアーがあるとありがたい。
宮城は、まちづくり委員会の中にヘリテージ部会があり、実質的にはまちづくり委員会活動部会の歴史まちづく
り部会が、ヘリマネの活動をしています。
ヘリマネの活動をしていて私が思うのは、
『建築士会が活動の中心となる、歴史まちづくり』と『建築士会と建築
士以外の人が活動の中心となるヘリマネ』であり、目指すべきところは、「神戸」の形だと。今は、どっちつかず
の活動です。行政との連携で回答していますが、行政と前向きに提言等したものではありません。
歴まち推進戦略（以前の資料より）
、これを機会に勉強させて頂きます。

・本部会とヘリテージマネージャー関係団体のそれぞれの役割分担がよくわからないので、明確にしていただきた
いです。／・全国の会議も必要ですが、ブロックでの会議こそが地域連携に繋がったり情報交換がしやすいもの
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と、個人的には感じております。メールでのやり取りは意思の疎通が難しいため、実際に顔を合わせる機会が増
えて欲しいな感じております。その際、せめて交通費の補助程度はあっていただきたいとも願います。

茨城県

・まちづくり委員会を５つの部会に分け、どのように進めていきたいのか、ようやく少し見えてきた感じがします。
ただ、各県各地域においてタイムリーに必要とされるまちづくり活動の選択は全体が見えていてこそだし、いく
つかの部会に跨る問題も多い。それぞれに特化して突き進むだけでなく、他の部会も見渡せて情報を得られるよ
うな仕組みがほしい。何せ全国大会のフォーラムは全て同日同時間開催ですから。／・現在、茨城のまちづくり
委員会は以前と同じ形態で委員数も同じです。防災・歴史・景観・福祉・街中をそこに展開することはまず不可
能です。他の単位士会では、リーダーだけでなく新たなメンバーで部会組織をスタートさせているのでしょうか
？？

群馬県
東京都

各士会の最新情報の収集提供
連合会の歴まち部会と全国ヘリテージネットワーク協議会の活動は重なる部分が多いので統一化を図られてい
る方針は良いと思いますが、一般市民に開かれた活動を希望します。

埼玉県
神奈川県

ＨＭと歴まち部会また景観部会重複する部分が多いと思います。歴まち部会としての目指す所をお示し下さい。
運営・会議内容・経緯など可視化していただけると助かります。各県が、もっと連携しやすくなるよう、多少の予
算も取れればありがたいと思います。連合会・HM協会との関係は各県によって様々です。しかし、貴重な歴史的
建造物の保全・活用など防災や空き家、活性化、相続問題等を含め問題は山積みで、待ったはききません。これ
が、うまく解決され始めれば、成功例として士会会員増強や各県の魅力や経済力アップにもつながるものと信じ
ます。神奈川では、スクランブル調査隊部会長とかながわHM協会副会長として、かじ取りは非常に困難ですが、
私としては現実の問題をスムーズに迅速に解決することができるよう、ご理解とご協力が得られれば、と考えて
います。

神奈川は、東京にも通勤圏内であり、またこのような問題に理解のある教育関係者も比較的多くお

られます。これらを活かし、相談・窓口の整備や不動産鑑定法改正など含め、一助となれれば幸いです。

長野県

「歴史まちづくり＝ＨＭ活動」ではないと考えていますが、アンケートではＨＭ活動の充実が歴まち活動の充実と
なってしまうと感じています。歴まちは文化的及び社会的思考からまちの成り立ちを見て、それを活かしたまち
づくりを建物保存に限らず行っていくことだと考えております。現状の部会運営であるならば、当会としては窓
口をヘリテージマネージャー所管の委員会に移行すべきとなってしまいますし、歴まち部会の設立も困難です。
連合会には、歴史まちづくりは工学的建築的見地ではなく、社会学的地理的見地から取り組むことで、建築士と
地域住民や他団体、大学との融合を実現する手法を確立していただき、今後建築士が活動、活躍できる状況を作
ること。

新潟県
静岡県

会議出席の旅費を確保して頂きたい。
静岡県建築士会は、
「景観整備機構･まちづくり委員会」が景観、歴史、防災、街中等のまちづくり活動を実践し
ています。「静岡県ヘリテージセンターSHEC」は、当委員会の内部組織です。

地域のまちづくりは、地域に住む

人たちの生活のあり方、方向づけ、将来像を見つめ進めることが基本にあると思います。地域の生活は、防災も
、景観も、歴史など生活として一続きにつながっており、一つの観点では成り立ってはいないのです。これは景
観、これは歴史などと種分けしてまちづくりは進んでいかない、ということです。まちづくりの活動は多種多様
です。建築士（会）のまちづくりの特徴・特色・おもしろさはこの「多様さ」であり、また建築士自らが地域の
中で動いていくという「実践」だと思います。この多様と実践をより進化させ、深化していくことが、これから
の求められる方向ではないかと思います。

まちづくりを5つの専門部会に分けて進めることもいいと思います

が、まちづくりの現場を理解していただき、
「多様な実践」を支援してほしいと思います。

静岡県
三重県

愛知県建築士会での部会活動は今年度からの活動ですから、今後検討します。
ヘリテージマネージャー協議会とまちづくり委員会との関係が曖昧で委員個人としてどちらに重点を置いてよい
のか困惑する。

大阪府

１、全国ヘリテージ マネージャー協議会と歴史まちづくり部会があり、同様の活動なのに重なっているのは非常
に困ります。／２、
「まちづくり」の定義がないと思います。３、
「景観」と「歴まち」は違うのでしょうか。ヘ
リテージと景観はセットだと思うのですが・・・。

奈良県

各ブロックでの活動の情報提供／文化財保護法改正による建造物への対応の変化（各地の状況）情報提供／歴史的

和歌山県
岡山県

全国HMN協議会会員との関係を丁寧に構築していくこと

建造物委員会の進捗状況の滋養法提供／HM活動状況の情報提供

戦略特区等による地方再生と歴史的建造物の保存利活用は良いアイデアであったが、最近の実態を見ると、所謂
インバウンド等に向けた観光重視の考え方による、うわべだけの保全策（張りぼて）となりつつあるところもあ
り、本来の意図との乖離が懸念される。／建築士会として是非とも政府に対し、歴史的建築物の内外共に充実し
た保全方法（ガイドライン等）の策定を求めてほしい。さもなくば、本来、本物として残っていた建造物や街並
みが、復元不能（不可逆）な改修等により永久に失われていく恐れがある。これは、何も無い所に作る映画セッ
トより、破壊を伴うだけにより一層、質が悪いことになりかねない。どうしても作るなら、伝建地域や歴史的エ
リア以外のところに、現行建築基準法に基づいて新設建物として作るべきで、建築士会の良識としてこの声を国
に届けて頂きたい。
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広島県
山口県
高知県
福岡県

すみません…担当になったばかりなのでヘリテージ協議会と歴史まちづくり部会の関係がよくわかりません。
事例集の編集、発行
各部会の情報の共有
HMの件で建築士会内でHM養成している所と独自で養成をしている所がありますが、現時点では、後者には連合会か
らの連絡等がいかないと思います。オブザーバー的に参加できたり、連携する方法が必要かと思います。早く、H
MN協議会と連携できればと思います。

佐賀県
大分県

有田町

江越邸利活用計画

伊万里有田HM受託

今後、歴史的建造物委員会の発足、普及を推進することが主要な課題となることを想定すると、まちづくり委員会
の部会としてではなく独立した委員会の検討が必要と考えます。

熊本県

他の部会との連携。各県士会のまちづくり活動は5部会がまぜこぜ広角だから少ない人数でもうまくいくしおもし

沖縄県

沖縄県では、木造の建築物が少ない。また、唯一の地上戦で破壊され、戦後も住民が強制収容されている間に基

ろいのでは。
地へと作りかえられました。戦後もアメリカの消費文化が根付き、また、米軍基地があることにより国からの公
共建築物の新築での補助金や一括交付金、それ目当てで仕事を作るために建物を約30年で壊していく負の連鎖で
、あきらめと物を大切にしない県民性へなっています。公共工事など、新築に割り当てる国の費用を、保存改修
工事への割合を大きくしてもらう、その事業を優先してもらうなど国への働きかけが必要だと感じます。50年待
たなく解体されていきます。

全国大会で行なって欲しいこと
北海道
法律など全国的なことは、全国統一で行って欲しい。
岩手県
ＨＭ等の、スキルアップのための実践的な研修会。
宮城県
まだ、歴まちのセッションに出た事がないので、要望はありません。
群馬県
歴史まちづくり部会での有志懇談会の実施
東京都
まちづくりは、多様な要素を統合的に扱わなければ解決せず、各士会のマンパワーも有限なので、５部会に特
化・分業する一方、相互連携・統合的な取組みの仕組みも望みます

埼玉県

どうしてもＨＭとのすり合わせが必要です。士会でのＨＭかＨＭの一部が歴まち部会なのか参加者のみなさんは
大会での話では収拾がつかなくなります。その話は行わず、純然たる歴まち部会の進むべきお話を主体に行って
いただきたい。個人的意見です。

神奈川県 交通整理
長野県
「歴史を知ればまちの魅力が分かる。
」
「歴史があるからその建物や街並が形成された。
」というような、歴まちへ
の取り組み方の手法と実施を伝えるようなものや、教科書に載ったりドラマになるような歴史でなくても、全て
の地域で人が生きてきた文化の形跡が歴史であり、それを今に伝えるものが建築であるという糸口の見つけ方を
知って、各地域支部に持って帰り活動を喚起できるような事を行ってほしいと思います。

新潟県
静岡県

歴史的建造物保存活用に取り組んでいる他の団体との連携、ネットワークづくり
全国大会は各地で行なわれている「多様な実践」の事例に学ぶ機会でありたいと思います。全国には先進的な「
多様な実践」
、継続的な「多様な実践」がいっぱいあると思います。それらの事例を知ること、また活動されて
いる人たちに会ってお話しできること、そういう機会をぜひつくっていただきたいと思います。

三重県
奈良県

文化財の保存・活用に関して、文化庁との連携及び情報が必要
個人意見ですが、その地での登録有形文化財や重要文化財へ、一般住民に参加してもらう様な見学会や研修会で
、利活用の重要性を一般に広められないかと思います。

岡山県
山口県
福岡県

伝統建築技能保持者等を交えた座談会の開催や講演会、大交流会の開催など。
事例発表(特に行政との連携方法について
歴史的建築物の活用に向けた条例整備ガイドライン及び改正建基法について建築基準法定期用除外条例とその
運用方法の具体例

熊本県
宮崎県

等

他の部会の話もHM大会も聞ければよかですね。
全国の仲間で議論することも大切なことは理解できるが、全国大会の場では、気軽に全国で展開されている事例
を沢山参考にできる場が欲しい。／会場の都合等でセッションの共同開催されるが、歴まちは街中や景観まちづ
くりと関連することが多いのでは・・・

以上
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