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第１章 はじめに                           

１－１．背景と目的 

町並みの調和に対する考え方は人それぞれに違い、どこまでそろえ

れば調和の取れた町並みができるという明確な答えは存在しない。し

かし町並みを形成していく上で、町並みの調和を意識することは必要

であり、調和に対する考え方を地域内で共有することは重要である。 
町並みの中に新たに建てられる建築は、もとからある周囲の建物と

無関係ではいられない。よって新築・改修時に思い描く目標像には、

町並みに対する調和の考え方が反映されると考えられる。 
本研究では、歴史的な町並みを残しながらも新築・改修が行われて

いる川越一番街に着目し、町づくりの活動と、実際に町並みの中に出

来上がった建物の事例を分析することで、川越一番街における建築意

匠の目標像の形成過程を明らかにすることを目的とする。 
１－２．対象地の概要と特徴 

川越一番街商店街は明治 26 年の大火をきっかけに出来上がった蔵

造りの町並みが有名な地域である。かつては川越の商業の中心であっ

たが、鉄道の開通とともに中心部は駅の方へ南下し、一番街は一時衰

退した。70 年代に入ると町並み保存運動が盛んになり、99 年には重

要伝統的建造物群保存地区に選定された。 
本研究の対象地として選定した川越一番街の主な特徴は以下の 3 つ

である。１つ目は、地元に根付いた商店街として観光のためだけに町

並みを凍結保存させたくないという考えがあり、町並みの目標像とし

て復元以外の目標像を形成する必要があったことである。2 つ目に、

一番街の文化財には蔵造りだけでなく洋風建築の文化財も存在し、

様々な時代の建物が混在して残っていることが挙げられる。３つ目は、

地区内に新築改修の対象になりやすい伝統的建造物以外の建物や空き

地が多数存在することである。 
第２章 研究の方法                       

２－１．研究の位置づけ 

川越一番街に関する研究には、町並み委員会が果たしてきた役割を

記録をたどりながら分析している研究(1)や、主体間の関係を分析し、

町づくりの実態と伝建調査後に地区選定が停滞した阻害要因を明らか

にした研究(2)などがある。後者は各主体間の関係や活動目標に注目し

たもので、目標と町並みの相互関係に着目した本研究とは異なる。ま

た、どちらも新築・改修が盛んになり始めた時期に書かれた研究であ

るが、本研究ではその後の目標像の変移にも注目する。 
２－２．研究の方法 

まず、川越市作成の年表と地元主体等へのヒアリングから、川越に

おける町並み保存の活動を時系列にまとめ、活動の転機となった事柄

を抽出する。(3 章) 次に、町並み委員会の資料、川越市の保護年報を

参照しながら、現地調査で収集した写真を用い、一番街における新築・

改修行為の事例を年代別に整理し、建築意匠の変化を精査する。(4 章) 
そして、活動の流れ(3 章)と建築意匠の変化(4 章)から、両者の関係

を考察し、一番街において目標像がどのように形成されていったかを

明らかにする。(5 章) 
第３章 川越一番街における町づくりの活動の流れ               

表 1 は川越の町づくりの活動の流れを年表にまとめたものである。こ

の中から、新築・改修行為に関して転機となった出来事について取り

上げる。 

 
国 埼玉県・川越市 住民

1971 大沢家重文指定 1971 旧万文取り壊し反対運動

1974 旧万文を市が買収 1974 丸増マンション反対運動

1975 伝建制度創設

1976 川越伝建地区調査 1978 蔵造り資料館オープン 1978 長谷工マンション反対運動

1978 生協マンション反対運動

1983 市が蔵造り16棟を文化財指定 1983 「川越蔵の会」発足

1983 市製作のビデオが賞を受賞

1985 コミュニティマート構想事業

1986 町並み相談所開設

1987 県が「彩の国さいたま景観賞」開始 1987 町づくり規範に関する協定締結

1987 町並み委員会発足

1988 川越市都市景観条例 1988 町づくり規範決定・審議開始

1989 観光市街地形成事業（～93年）

1990 一番街電線地中化事業

1991 市が「かわごえ都市景観賞」開始

1994 町並み改装事業（～98年）

1996 あさひ（現りそな）銀行文化財指定

1998 川越を重伝建地区に選定 1998 伝統的建造物群保存地区条例

1999 伝建事業開始
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３－１．反対運動 (1970 年代) 

1971 年に旧万文（たばこ問屋）取り壊し反対運動が起こった。運動

の結果、川越市は旧万文を買い取り蔵造り資料館として開放した。こ

のことが一番街における保存運動のきっかけとなった。70 年代後半に

はマンションの建設計画が相次ぎ、それに対する反対運動が起こった。 
３－２．蔵の会の発足 (1983 年) 

一番街のまちづくりに大きく影響を与えた出来事のひとつに、1983
年の市民団体「川越蔵の会」の発足がある。蔵の会は、発足当初のス

ローガンのひとつに「北部商店街（一番街商店街のこと）の活性化に

よる景観保存」を挙げた。これにより一番街では商店街の活性化に目

を向けはじめ、この考え方は以後のまちづくりにも受け継がれた。 
３－３．コミュニティマート構想と町並み委員会 (1985 年～) 

1985 年のコミュニティマート構想モデル事業によりメインの活動

は商店街に移動した。コミュニティマート構想は、「商店街を魅力的な

暮らしの場として活性化すること」を目的とし、モデル指定された地

域に調査・計画案の作成のための補助金を出す制度である。計画がま

とまれば店舗の改装や核となる施設の建設に対して融資が受けられる。

一番街商業協同組合は案のひとつとして、店舗改装のための基準「町

づくり規範」の作成と、その運用のための組織「町並み委員会」の発

足を計画した。規範は、改修案が規制ではなく提案型によって計画さ

れるよう注意して作成された。 
３－４．補助金制度と町並み委員会 (1989 年～) 

町並み委員会で実際に審議が始まる 1989 年には、埼玉県と川越市

によって、文化財以外の商店の新築・改修も対象にした観光市街地形

成事業がはじまった。事業の補助金を受けるには町並み委員会の協議

を受けることが前提となっており、まちづくり規範に従って委員会で

協議された建物が次々と建ち並んでいった。 
第４章 一番街における建築意匠の変化                

一番街通り沿いに並ぶ建築 76 軒を対象に、建築年代・改修年代を

調べ、現地調査により建築意匠の年代ごとの変化を分析した。このう

ち、4 章では川越で町づくりの活動が盛んになった 1970 年代以降の

新築改修に注目し、分析を行なう。 
４－１．目標像の違いによる建物の分類 

一番街には伝統的建造物と非伝統的建造物がある。このうち伝統的

建造物は現状または昔の形自体が目標像となっていて、新たな目標像

を必要としていない。また、建物の外観を変更する行為には新築・改

修・修理復元の３つがあり、新築は建物全体に目標像が現れるのに対

し、他の 2 つは変更箇所のみに目標像が反映される。 
 本研究では新たな目標像が必要とされる新築および非伝統的建造物

の改修の事例を対象とし、どの部分に目標像が反映されているかに注

意しながら意匠の変化をまとめる。 
４－２．新築改修行為の外観の変化 

図１は、1970 年代以降の新築改修の外観の特徴を時系列に挙げたも

のである。保存運動が盛んになってからも、80 年代の終わりごろにな

るまで町並みを意識した新築改修は行なわれていない。90 年代に入る

と、蔵造りのデザインを意識した事例が多く見られるようになるが、

2000 年以降には明治時代にこだわらない様々な時代のデザインの建

表 1．川越における町並み保存運動の流れ 



物ができていった。 
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第５章 考察                         

まちづくりの活動の流れと建築意匠の変化の間には、外観に課題を

発見し、活動によってその課題を解決してきたという一連の流れがあ

ると考えられる。課題の発見と解決が連鎖して行なわれてきたことに

着目しながら、3・4 章の結果をもとに目標像の形成過程を以下の図に

まとめた。 
５－１．川越の町並みに対して関心が深まっていた時期 

戦後の一番街では、蔵造りの建物が減り、陸屋根の現代建築が増え

ていった。これは住民の蔵造りの町並みに対する関心が薄く、町並み

を保存する意識が低かったことが原因であると考えられる。しかし、

蔵の取り壊し反対運動やマンション建設反対運動を通して、町並みに

関して話し合うことで、住民の町並みに対する意識が低いという問題

は徐々に解消されていった。 
５－２．町並みの改修や新築に対し、手段を模索した時期 

70 年代の活動を経て、町並みに対する意識は高まったが、一番街の

町並み自体にはなかなか変化が現れなかった。これは、それまでの町

づくりの運動が思想のレベルにとどまっていて、費用や方法などの具

体的な話にまで到達しなかったことが原因と考えられる。この問題を

解消するために、蔵の会は商店街の活性化によって町並みを保存する

という考え方を打ち出した。これにより、それまで文化財の保護に重

点を置いていたまちづくりは大きく変化した。 
５－３．新築改修の実例をもとに目標像を明確にしていった時期 

80 年代末頃から、町並みを意識した新築改修のための条件が整いは

じめた。そこで出てきた次の課題が建築意匠の目標像をどのように決

めるかである。それまでの活動を通して「高い建物はいけない」「凍結

保存させない」など、町並み全体としての目標像は出ていたが、実際

に個々の建築について話し合われる場はなかった。1986 年に蔵の会で

は町並み相談所を設置したが、当時の活動は小規模で、89 年に町並み

委員会での審議が開始されると、その役目は委員会へ移動した。委員

会での審議は県や市からの補助金を受ける際に受けることが前提とな

っていること、市役所で町並み委員会での審議を薦めていることから、

現在では伝建地区内の新築改修はほとんど委員会で審議されている。 
５－３－１．町並み作りのルールが形成される 

町並み委員会が発足して最初に行なったのは、「町づくり規範」の

作成である。作成にあたって委員会では新築改修案の決定が規制によ

るものにならないよう注意し、提案型の規範を作成した。 
５－３－２．経験の積み重ねによる目標像の変化 

新築・改修を行なうための条件がそろうと、一番街の町並みの中に

は蔵のデザインを模倣した建物が増えていった。しかし、最初の頃は、

現代建築に屋根を取り付けただけの改修や、蔵造り風の新築が建てら

れた。これらは、蔵造りを真似ること自体を目標とする、模倣の域を

出ない建物であった。この問題に対して、町並み委員会は審議を重ね

ることで「安易な模倣をせずにきちんとデザインされたものを作る」

という考え方を形成、共有していった。ただし、「安易」や「きちんと」

についての考え方は人それぞれに違い、最初のうちは具体的な成果と

して現れてこなかった。安易な模倣をしないことをはっきりと意識し

た建築ができ始めるのは 90 年代後半からである。これは観光市街地

形成事業が終了して一段落した時期で、きちんとしたデザインに対し

て具体的に考えるきっかけになったと考えられる。具体的な事例には、

明治時代にこだわらないデザインの新築と、伝統的な蔵造りの工法に

こだわった新築があり、この課題の解決には現在 2 つの違った方向性

が見えつつある。 
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第６章 結論                          

・費用や手段の理由で、新築改修が行えないという課題の解決には、

1983 年の蔵の会の発足と、商店街を活性化してこそ町並み保存ができ

るという考え方が大きな影響を与えた。 
・町並みに対する目標像は以前から話し合われていたが、具体的な個

別の建築レベルでの目標像は 80 年代終わりごろに町並み委員会発足

し、町づくり規範とそれに基づく協議を重ねることで明確になってい

った。 
・新築改修案の協議を繰り返すことで新築改修の目標は、単なる蔵造

りの模倣から「きちんとデザインされたもの」を作っていくという意

識に変化した。目標像の変化の結果、本格的な伝統工法で作られた建

物や蔵造りとは別の時代のデザインを基に作りながらも町づくり規範

を守る建物などが近年見られるようになった。 
・70 年代以降の川越一番街では、まちづくりの活動の流れと建築意匠

の変化の間で課題の発見と解決が連鎖して行なわれてきた。 
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図２．目標像の変化とその背景 
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図１．建築意匠の変化 


