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まかべ町へようこそ
筑波連山を東に望む桜川市真壁町は、古い歴史と豊かな自然景観に恵まれた小さな町です。中世の真壁城跡（国指定史跡）の西側に形
成された集落がその起源で、江戸時代初期に浅野氏の城下町として整備されました。当時の町割りは、約４００年を経た現在でもほとんど
変わっていません。その後、浅野氏は笠間に移り、真壁町は笠間藩領の在郷町となります。江戸時代を通じて、さらに明治期以降も、真壁町
を発展させたのは商人や農民たちでした。今なお真壁町には、彼らの手になる伝統的な建造物が数多く残され、在郷町真壁の歴史的景観
を特徴づけています。その中でも特に目に付くのは、江戸の形式を導入した見世蔵をはじめ、伝統的な木造の町家や土蔵、そして、江戸時代
の民家にはほとんど見られなかった薬医門や長屋門、高麗門などの本格的な門の多さです。江戸時代末期から昭和初期にかけて建設され
たこれらの伝統的建造物は、平成11年から次々に国の有形文化財に登録され、その数は100棟に達しています。また、かつての陣屋跡を中
心とする約17.6ヘクタールが伝統的建造物群保存地区（伝建地区）に設定され、平成22年には全国的に重要な伝建地区（重伝建）とし
て国の選定を受けました。翌年の東日本大震災では伝統的建造物の多くが罹災しましたが、国や県の手厚い援助と住民の熱意によって復
旧を遂げました。それらを活かしたまちづくりが今後の課題です。真壁町は、新旧二つの祭りでも知られています。早春に開催される「真壁の
ひなまつり」は、町に来られた皆様をもてなそうと住民の発案によって平成15年から始まったものです。一方、盛夏に開催される「真壁祇園
祭」は約400年の歴史を持ち、文化庁の選択無形文化財（記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財）にもなっています。どちらも
住民主体の華やかな祭りで、在郷町真壁の貴重な風物詩です。 小山高専名誉教授・桜川市伝建地区保存審議会 河東 義之
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第43回全国町並みゼミが、桜川市真壁で開催される
事になりましたが、ここまでには様々な事がありました。
３年前、全国より300名程が参集し、全国伝統的建造
物群協議会の総会が真壁で行われましたが、非常に好
評でした。この件が真壁で全国町並みゼミをという流れ
を作ってきたのでしょうか。
しかし、私たちの会「ディスカバーまかべ」は会員数20
名弱の弱小団体であり、その様な話があってもまず無理
であろうという状況でしたが、市長や関係団体と話し合
いを行い、開催することを決定しました。今年1月の川越
大会の１日目の夜中のことでした。２日目の閉会セレモ
ニー時に次回開催地として登壇しましたが、連盟旗が大
変重く感じました。
真壁に帰り、関係団体、行政と話し合い、日程、場所、交
流会の場所等々７割方決定したのが、地球規模で感染
拡大の新型コロナウイルスにより、一時は全国ゼミは中
止と決定しました。
しかし、ゼミの素晴らしさ、楽しさを身を以て分かってい
る仲間たちと再度協議を重ね、WEB上での開催というこ
とになりました。
本来なら、皆様に真壁に来て頂き、真壁の姿を見て、感
じてもらい、侃侃諤諤、口角泡を飛ばして交流会を行う
事が夢であったのですが、、、。
果たしてWEB上で真壁を発信できるのか、交流できる
のか、満足できるのか。コロナ禍の中で、多くの制約があ
りここまで漕ぎ着けました。
この様な新しい方法での町並みゼミ、長丁場のWEB上
の開催ですが、最後までお付き合いください。
それから、このコロナが収束したら、是非とも真壁におい
でください。お待ちしております。

第43回全国町並みゼミ、待望の町並みゼミです。
今、私がいるのは、真壁の真ん中にある石塚邸で、東日
本大震災で傷んで、それを直した建物だそうです。今日
は事務局のものと、来年町並みゼミをやっていただく奈
良のお二人の方と共に伺っております。
真壁は、町並み保存の運動の長い歴史があって、最初
は登録文化財で、日本最多の数を登録されて、それから
重伝建地区になって、なったと思ったら、東日本大震災に
あって、そして今は、立派に立ち直っているわけです。
そういう意味で、今回のゼミのテーマは、災害からの復
旧ということですが、それにまた新しいタイプの災害が重
なりまして、悪い意味で重なったということではなくて、こ
れからの町並みの在り方を考えるうえで、とてもいい場面
になったと思います。
オンラインの開催ということで、いろいろと制約もありま
すが、かえっていい面もあると思いますので、今の喫緊の
課題を考えるうえで、非常にいいチャンスになっていると
思います。
短縮プログラムではありますが、ぜひ、濃密な時間を皆
さんと一緒に過ごして、次の我々の運動の糧にしていきた
いと思います。
どうぞ最後まで、お付き合いいただきたいと思います。

今日は、第43回全国町並みゼミ桜川市真壁大会がこ
うして、開催されますこと、心より、お喜びを申し上げます。
関係者の皆様には、心より、御礼を申し上げます。
この真壁の町並みは、平成23年の東日本大震災によ
り、大変な打撃を受けました。
平成22年に伝建地区に選定されて、さあこれからとい
う時でした。
伝建地区の選定を受けていましたので、修理費の90％
は国からの補助金が得られる、これは喜ばしいことでは
ありましたが、伝建地区の周りにも、登録文化財がたくさ
んあります。
この地区には、見舞金の70万円ぐらいしか補助されな
い、そうなると、建物を取り壊そうとする方たちも現れてき
まして、そういう方たちに対して、何とか力になろうという
ことで、署名活動をいたしまして、同じような文化財のあ
る、結城市、筑西市、石岡市と共に協力して、当時の知事
の理解を得て、20億円の基金を作りました。
国から補助されない10％のうちの75％を補助する体
制を整えました。
つまりこの伝建地区では、修理費の97.5％が補助金
で賄えるようになりました。
そのことは、復興への大きな力になったのではないかと
思います。
それに、さらに良かったことは、茨城県の建築士会の皆
さんが、ヘリテージマネージャーとなり、被災した皆さんへ
のアドバイスができる態勢を整えてくださいました。
市民の皆さんと共に頑張っていただいた、このことも、大
変大きな力になったのではないかと思います。
これからも、皆さんが大好きなまかべの町並みのために、
もっともっと頑張っていただいて、町を元気にしていただ
きたいと思います。
町なみ案内のボランティアで頑張っている皆様、また、こ
の町を盛り立てようと頑張っている方たちがたくさんいま
す。そのような方たちと力を合わせながら、この町なみが
茨城の中心、見本となるように応援していきたいと思いま
す。
今日は、町並みゼミということで、基調講演もございます。
ぜひ、みなさんで、いろいろなことを考えて、論じ合ってい
ただければ、大変素晴らしい大会になると思いますので、
よろしくお願いいたします。

吾妻 周一 SYUICHI  AZUMA

桜川市真壁大会実行委員長
ディスカバーまかべ会長

福川 裕一 YUICHI  FUKUKAWA

NPO法人全国町並み保存連盟理事長

大塚 秀喜 HIDEKI  OHTSUKA

桜川市長

本日、ここに第４３回全国町並みゼミが、当市において
盛大に開催されますことを心からお祝い申し上げます。
また、開催にあたり、実行委員会をはじめとする関係者
の皆様のご尽力に対しまして、深く感謝申し上げます。
さて、今回の大会は、全国町並み保存連盟の皆様が一
同に会し、まち歩きや講演、分科会、交流会を催すこれま
での方法とは異なり、ウェブでのライブ配信という新しい
方法での開催となり、私もどのような大会になるのか非
常に楽しみにしております。
ここ真壁地区にある伝統的建造物群も、９年前の東日
本大震災で大きな被害に遭いました。
災害からの復旧と、新型コロナウイルスによる新しい生
活様式の中での今後のまちづくりについて、国立小山高
専名誉教授、並びに、桜川市伝建地区保存審議会の会
長であります河東 義之先生より貴重なお話を聞かせて
いただけるということで、こちらも楽しみにしております。
結びに、この大会が実り多い大会になりますことと、本
日お集りの皆様、そして、ご覧になられている皆様のご多
幸をお祈り申し上げ、私の挨拶といたします。
また、先ほど会長の吾妻さんからお話がありました、
５５万本の桜が咲く桜川市、ぜひコロナ禍が終りましたら
お出でいだだければと思っていますので、よろしくお願い
いたします。

開会あいさつ 来賓あいさつ

白田 信夫 NOBUO  HAKUTA

茨城県議会議員

2020年1月「川越大会」にて大会旗継承
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第43回全国町並みゼミ桜川市真壁大会の開催にあた
り、国土交通省よりご挨拶申し上げます。
国土交通省では、平成20年に制定した「歴史まちづく
り法」に基づき、地域住民等によって保存されてきた産業、
祭り、行事等の伝統的な活動と、その活動が行われる歴
史上価値の高い建造物、その周辺の町家や武家屋敷等
の建築物、街道や水路等の土木施設等とが一体となっ
て形成する歴史的な風情、情緒、たたずまいを醸し出す
良好な市街地の環境を維持及び向上するための取組を
推進しています。
法制定から10年以上が経過し、今では全国 83 都市
が法に基づく歴史まちづくり計画を策定し、国の認定を
受けています。
本日の全国町並みゼミの開催都市である桜川市にお
かれましても、真壁の町並みと祭礼行事、商い及び生業
から形成される歴史的風致を設定し、これらを活かした
まちづくりを推進するための歴史まちづくり計画について、
平成21年3月に国の認定を受けたところです。
今回のキーワードである災害からの復旧に関し、桜川
市では平成23年3月の東日本大震災からの復旧にあ
たり、歴史まちづくり計画に基づく財政的支援を活用し、
歴史的建造物の修理を実施したことで、その消滅の危機
を免れることができた事例があったと伺っております。
今般の新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた新し
い生活様式の導入や観光業への影響等により、歴史的
な町並みを巡る情勢は厳しさを増している状況です。
歴史まちづくりを推進する立場といたしましては、地方
公共団体や、歴史的な町並み又は伝統的な行事等の保
存のための活動をされている団体と連携し、この国難を
乗り越えていきたいと考えております。
最後に、本日の全国町並みゼミがご参加の皆様方に
とって有意義なものとなるよう祈念いたしまして、国土交
通省からの挨拶とさせていただきます。

第43回全国町並みゼミ桜川市真壁大会の開催に当
たり、文化庁として一言御挨拶申し上げます。
今回はコロナ禍において、事務局の方々の大変な御苦
労によって、ライブ配信という新しいこころみによって無事
に開催されますこと、衷心よりお慶びを申し上げます。
国の伝統的建造物群保存地区の制度は、町並み保存
の取り組みを支援するために、昭和50年に創設され、現
在では120地区の重要伝統的建造物群保存地区を数
えるにいたりました。
さらに先月には富山県高岡市吉久、岡山県津山市城
西と矢掛町矢掛宿について新規選定の答申がありまし
た。これらが官報告示されますと、123地区となります。
ここ開催地となった桜川市真壁は平成22年に重伝建地
区として選定されましたが、その翌年に東日本大震災で
甚大な被害を受けました。来る3月には、復興10年の節
目を迎えることになります。
10年という長い月日の間、行政、また地元の方々の筆
舌に尽くしがたい復興に向けての努力が続けられて来た
ものと思います。後程、案内ボランティアの方々による町
並み紹介を通じて、その復興を確認できるものと期待し
ております。
集落・町並みの保存活動はつきることのない取り組み
であり、皆さんの取り組みは、町並みの価値を支える重
要な役割を担っています。さらに、地域の人々の生活文化
なくしては、歴史的集落・町並みは真に活かされません。
一方で少子高齢化に伴う人口減少が進む中で、文化財
の担い手づくりは文化財の保存と活用を進めていく上で
欠かせないものとなっています。
文化庁では、現在、企画調査会を立ち上げ、生活文化
の保護を含めて保存と活用の在り方について、審議を
行っているところです。
これを受けて、制度や事業の充実に努めてまいりたいと
思いますので、みなさま方のご理解とご支援を、心からお
願いする次第です。
また先日は、「伝統建築工匠の技：木造建造物を受け
継ぐための伝統技術」について、ユネスコ無形文化遺産
への登録に向けた評価機関からの勧告があり、改めて
伝統建築修理の技術が重要であることが示されました。
毎年、住民、有識者、行政等、様々な立場の人々が一堂
に会し、町並みの保存に関して真剣に議論を行うこの全
国大会は、明日の町並みを担う人々をつくり、育み、ネット
ワークを発展させるという点で、大変意義深いものです。
そして、このネットワークこそが、全国の町並み保存の理
念や技術の発展の礎となるものです。
第43回大会が成功裏に終了し、町並み保存のさらなる
気運の盛り上がりにつながりますことをお祈り申し上げま
す。
最後に、真壁大会を支えている実行委員会、桜川市を
始めとする行政の方々、住民の皆様に日頃のご努力に
敬意を表するとともに、全国町並みゼミの益々の御発展
を祈念し、私の挨拶とさせていただきます。

石川 啓貴 HIROTAKA  ISHIKAWA

国土交通省都市局公園緑地・景観課
景観・歴史文化環境整備室

鍋島 豊 YUTAKA  NABESHIMA

文化庁文化財第二課長

第43回全国町並みゼミは「これからの町並み保存とは？ 度重なる災害からの
復旧と、新しい生活様式の中で」をテーマに、新型コロナ感染拡大の第三波に揺
れる2020年11月22日、桜川市真壁を拠点に、オンラインで全国をつなぎ開催
された。

真壁の町並みは、東日本大震災で大きな被害を受けた後、見事に復興を遂げ
た。会場となった石塚邸も、災害復旧した建物である。
その経験を全国の人々と共有し、新しい災害ともいうべきコロナ禍のもとで、町並
み保存の意味やあり方を探ることが今回のゼミの目的となった。

プログラムは、真壁の町並み保存に最初から関わってきた河東義之・小山高専
名誉教授の基調講演からはじまった。
「桜川市真壁の震災被害と復旧：課題と展望」と題する講演の中で、河東先生は
復旧の経過をたどり、壊れても取り壊しに至ったケースがほとんどなかったこと、
その要因として日頃からの運動の成果とともに、行政による積極的な財政支援を
指摘した。また日頃の手入れが被害を小さくすること、そのためには何よりも、建
物がいきいきと使われる状態を生み出すまちづくりが基本となると締めくくった。

オンラインで、元気なボランティアの方々に導かれて町並み見学をした後、震災
からの復興に携わってきた、行政担当者、建築士、住民代表、ディスカバー真壁
代表が集まり、藤川昌樹・筑波大学教授のコーディネートでパネルディスカッショ
ンが行われた。
20年以上に及ぶ、登録文化財制度徹底活用などのユニークなまちづくり活動、
震災から10年でなしとげた復旧の成果を振り返りつつ、この状態に甘んずること
なく、建物の活用を進め、現下の課題に取り組んでいくために、一層の協力を進
める決意が表明された。

今回の講演と討論を通して、私たちは、「新しい生活様式」が、町並み運動が
一貫して追求してきた、人間的で自然と共生する社会のあり方にほかならないと
いうことに確信を持った。
私たちは、これまでの運動に自信を深め、新しい人間関係の確立とよりよい生活
環境の創造をめざして、いっそうの努力を重ねることを誓い、ここに宣言する。

2020年11月22日
第４３回全国町並みゼミ桜川市真壁大会参加者一同

ＭＥＳＳＡＧＥ

国土交通省・文化庁メッセージ

桜川市真壁宣言

村上 頼子 YORIKO MURAKAMI

街あかりプロジェクト代表

メッセージ代読
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真壁町屋敷絵図（江戸時代後期、塚本清家蔵）

昭和30年代の真壁 平成10年の真壁

07

Ｎ

大字真壁

大字桜井

大字古城

大字飯塚

大字田

大字真壁

大字飯塚大字飯塚

大字真壁真 壁

古 城

桜 井

田

飯 塚

現代の地図

Ｎ

私が真壁に初めて訪れたのは平成2年（1990）。その頃、栃木県の小山高専で教鞭を取っていました。ある日、卒業生が訪ねてきて「真壁と
いう所は大変古い建物がたくさん残っているので一度見て欲しい」と言われ、簡単な調査をしてみようということが始まりでした。
真壁は平成23年（2011）の東日本大震災で大きな被害を受けました。ようやく今年度（2020）に復旧が完了しました。
最初に「真壁の町並み保存の経緯」を紹介し、その後、「東日本大震災の被害状況と復旧状況」を紹介します。
最後に、「今後何をすべきか・どうあるべきか」ということをまとめます。

中世末期に豪族の真壁氏が真壁城を築き、城下町として集落ができました。これが真壁の町並みの起源です。関ヶ原の戦いの後、真壁氏は
秋田に移封されます。その後、真壁は浅野長政の隠居地になり、長政の死後、三男の長重が陣屋をつくり、城下町を整備しました。その城下
町が現在の町割りであると考えられます。今から400年前にこの町割りができ、そのまま現在まで、道幅など含めてほとんど変わらず受け継
がれています（次頁参照）。浅野家はその後笠間に移ったので、この地の住民が中心になり町を発展させていきました。つまり、典型的な在郷
町として発展をしていきます。江戸時代末期から明治になると製糸業も起こり、さらに昭和に入ると真壁石が全国に知られるようになり、昭和
初期まで発展が続きます。その間に建設された町屋群が、かなり多く真壁の町並みに残されています。真壁城跡は、国の史跡に指定されて
います。

真壁の歴史と町割り

基調講演

「桜川市真壁の震災被害と復旧-課題と展望」

真壁地区 国史跡 真壁城跡

河東 義之 YOSHIYUKI  KAWAHIGASHI

愛媛県松山市出身、東京工業大学卒業、同大学助手
小山高専教授、千葉工業学教授
栃木県および東京都の文化財保護審議会委員、文化
庁文化審議会委員などを歴任、工学博士

現在、小山高専名誉教授、桜川市および栃木市の伝統
的建造物群保存対策審議会 会長
青梅市・千葉市・我孫子市・栃木市・小山市の文化財
保護審議会委員

785 延暦 4年 清寧天皇由来という白壁（白髪部）郡が真壁郡と改称される。
1179 治承 3年 平長幹が真壁郡司として入部、真壁氏の祖となる。

15世紀末～16世紀末 中世の城下町が形成され、城下町地名が史料に散見するようになる。
1602 慶長 7年 佐竹氏の移封に伴い、真壁氏が出羽角館へ移る。大半の家臣は真壁に残留する。
1611 慶長16年 浅野長重が真壁藩主となる。真壁城は廃城となり、城下中央に陣屋が設けられる。

以後、陣屋町としての整備が行われ、現在の町割りが形作られる。
1615 慶長20年 真壁町屋敷検地 屋敷数461（「真壁町屋敷検地帳」）。隣接地を含め10町を数える。
1622 元和 8年 浅野長重の笠間移封に伴い、笠間藩の一部となる。

17世紀～18世紀前期 上方の木綿を東北へ売り捌く木綿市が活況を呈し、商業地真壁の基盤を作る。
1694 元禄 7年 家数462軒、人口2,525人（「真壁町差出帳」）。これまでに5町に整理統合される。
1749 寛延 2年 町屋村大火。陣屋のほか1,200棟を焼失。（「枝平内日記」）

1837 天保 8年 町屋村大火。陣屋のほか300棟を焼失。以後、陣屋が瓦葺きとなり、商家にも土蔵普
請の史料が散見、見世蔵も建設される。

1871 明治 4年 陣屋跡地に茨城県真壁支庁ができる。続いて小学校、町役場などの公共用地となる。

明治中期 ～ 大正期 木綿に代わり製糸業が発展。銀行設立など資本整備が進み最盛期を迎える。
1918 大正 7年 筑波鉄道が開通し、真壁駅ができる。（昭和62年廃線）
1954 昭和29年 町村合併で新真壁町成立。地元石材業の隆盛により石の町としての最盛期に入る。

2005 平成17年 岩瀬町、大和村と合併し桜川市となる。

真壁の歴史 785 – 2005

地
図
や
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平成11年（1999）、ディスカバーまかべから真壁の町並み保存について相談を受け、当時の真壁町町長の平間氏に「登録文化財制度」を
提案。平成18年（2006）、登録文化財が104棟に達しました。以下は平成18年（2006）撮影の「主要な通りの写真」ですが、町並みは調
査当初（1990）と変わっていません。真壁町の東側には「筑波連山」があり、かつて「真壁城」がありました。通りの奥に山が見えるのは、東
へ向けて通りを設けた町割りになっているからです。

東日本大震災前の真壁の町並み 撮影２００６

飯塚 IITUKA                                                

桜井 SAKURAI                                                   

重伝建地区外の町並み 新宿町・桜井・飯塚

重伝建地区周辺
にも登録文化財が
多数現存している
現在102棟の登録文化財は重伝建地区内４割、

その周辺に６割現存しています

重伝建地区の町並み 上宿町・下宿町・高上町

09

新宿町 SHINJUKUMACHI                                                    

橋本旅館 新宿通り 中村本家 中村家 新宿通り 安達家

旧真壁郵便局 御陣屋前通り 高上町通り 三輪家高上町 TAKAJOMACHI                                                    

下宿町 SHIMOJUKUCHO                                                    

下宿通り 伊勢屋旅館潮田家 御陣屋前通り 高久家

上宿町 KAMIJUKUCHO                                                    
きのこ山

塚本家 上宿通り

大森家 谷口家 谷口家 谷口家

市塚家 飯塚通り

真壁城（東）へ向けて通りが設けられている町割り

09
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真壁の町並みと景観展 １９９２

歴史的建造物分布図

平成2年（1990）に歴史的建造物の確認調査を行い、平成4年（1992）に調査結果をまとめて、真壁町歴史民俗資料館の「真壁の町
並みと景観展」に下図の立面図と分布図を出展しました。重伝建地区に隣接する桜井地区と新宿通りの立面図です。このことで、重伝建
地区外にも、伝統的な建造物が現存していることを知ってもらいました。真壁は「重伝建地区に隣接する部分も含めた、広い範囲の町並
み保存」を考えてきました。

ディスカバーまかべの発足 1９９３
「真壁の町並みと景観展」（前頁参照）を起因に、平成5年（１９９３）、伝統的な町並みの継承・活用を志す住民有志に
より「ディスカバーまかべ」が発足しました。そして、真壁の町並みの本格的な調査が実施されるようになりました。さらに
「かわら版」、「町並みガイドマップ」 、「フォトグランプリまかべ」、「蔵のコンサート」、「町並み絵画展」、案内板設置、町
並みシンポジウム開催など、伝統的な建造物の保存に向けた啓蒙活動を行い、町並み保存における大きな役割を担って
います。下記は初期作成の町歩きマップです。

真壁の登録文化財 １０４棟 2006
平成7年（1995）、ディスカバーまかべの依頼で、重伝建地区の中心の通りである「御陣屋前通り」と「潮田家」の調査
を行い、平成11年（1999）登録文化財制度の活用を当時の真壁町町長の平間氏に提言しました。（調査：ディスカバー
まかべ+小山高専建築学科）平成13年（2001）には登録文化財の登録件数が32棟になり、全国の町村で日本一にな
りました。マスコミにも取り上げられました。そして、平成18年（2006）には104棟の登録に達しました。

御陣屋前通り 西側立面図

潮田家 田崎洋品店

木村家 入江家 旧真壁郵便局

古橋薬局 仲町休憩所 川島洋品店

新宿通り 南側立面図

新宿通り 北側立面図

桜井地区 谷口家周辺 東側立面図

桜井地区 谷口家周辺 西側立面図

中村家（本家） 関根家

中村家（中又） 橋本旅館 桜井家

谷口家

大森家 谷口家
登録文化財
104棟に
現在は102棟です。
重伝建地区内４割、

その周辺に６割現存しています。

平成１１年 1999 登録文化財制度の活用を提言

平成１１年 1999 潮田家の４棟が登録有形文化財に答申

平成１3年 2001 真壁町の登録文化財が３２棟に（町村で日本一）

平成１8年 2006 真壁（桜川市）の登録文化財が１０４棟に

真壁町並み保存活動の経過 1999-2006

住
民
に
よ
る
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動
開
始

重
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真壁のひなまつり ２００３

真壁町の登録文化財の登録件数が全国の町村で日本一になった頃、住民から「お雛様を飾って町をもっとみんなに見てもらお
う」という声があがり、平成15年（2003）に『第1回真壁のひなまつり』が開催されました。2月4日から3月31日まで約1ヶ月間
開催し、来場者数は3万人でした。年々参加者が増えて、平成18年（2006）第4回ひなまつり開催時には、お雛様が160件に飾
られるようになり、来場者も10万人になりました。このひなまつりは、住民が「外の方達に見てもらえる町並みなんだ」という認識を
した点と、来場者をどのようにもてなすのかという「真壁ならではの観光の在り方」を学習するという点で、重要なイベントになりま
した。真壁には400年の歴史を持つ、「真壁祇園祭」がありますが、今年で18年続いている「真壁のひなまつり」は、それと並ぶ年
中行事のお祭りとして定着しました。

真壁は「104棟の登録文化財」があり、「400年前の町割りが残されている」と
いうことから、「伝建地区として保存する取り組み」を開始しました。平成15年
（2003）から、文化庁の補助事業に基づいて、「伝統的保存建造物群保存対
策調査」を3年間、実施しました。
右図は、平成18年（2006）刊行の「調査報告書」です。
下記の地図は、「伝統的建造物の現存状況」です。

2006年 第4回真壁のひなまつりマップ

伝建対策調査報告書
『真壁の町並み』刊行 2006

伝統的保存建造物群保存対策調査 2003-2006

真壁の町を
歩いて
ひなめぐり

160件のお雛様を歩いて回れます

木造店舗

塗屋

納屋

木造住宅

土蔵

門

見世蔵

石蔵

洋風建築

その他

大字桜井

大字古城

大字飯塚

大字田

大字亀熊

下宿地区

上宿地区

仲町地区

新宿地区

高上地区

真壁の伝統的建造物

木造店舗

塗屋

納屋

木造住宅

土蔵

門

見世蔵

石蔵

洋風建築

その他

大字桜井

大字古城

大字飯塚

大字田

大字亀熊

下宿地区

上宿地区

仲町地区

新宿地区

高上地区
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平成１５年 2003 伝統的建造物群保存対策調査を開始

平成１８年 2006 伝建対策調査報告書『真壁の町並み』

平成１９年 2007 桜川市伝建保存条例を制定

平成２１年 2009 桜川市伝建保存地区を決定

真壁町並み保存活動の経過 2003-2009

伝建地区として
保存する取り組み

を開始
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歴史まちづくり法の桜川市歴史的風致維持向上計画
（歴まち計画）に認定 ２００９

平成21年（2009）に「歴史まちづくり法」に基づいて「桜川市歴史的風致維持向上計画」が認定されました。
下記の配置図の赤線で囲った「重点区域」は、「国指定史跡真壁城跡」、「104棟の文化財」、「400年続いている真
壁祇園祭の帰結点となる五所駒瀧神社及びその周辺」が含まれています。今後、歴史的な地区として、整備し保存を
行っていきます。

歴史まちづくり法による歴史的風致維持向上施設の整備

●旧真壁郵便局の公有化 平成22年（2010）
●旧真壁郵便局耐震補強事業 平成25年（2013）竣工
●真壁陣屋跡整備事業 真壁伝承館 平成23年（2011）竣工
●旧高久家整備事業 平成23～30年（2011-2018）
●小田部鋳造主屋整備事業 平成22年（2010）
●歴史的風致形成建造物の復旧・修理26棟 平成24～26年（２０１２-2014）
●板塀修景事業 平成22年（2010）

●真壁陣屋跡整備事業 真壁伝承館 2012 日本建築学会賞 作品賞受賞

2011年竣工。重伝建地区の陣屋跡中心地に建つ旧真壁中央公民館の老朽化に伴い、多目的施設として建設さ
れました。建築コンペを行い、町並みに合ったデザインが採用されました。
建築界から大きな評価を得て、2012年日本建築学会賞作品賞を受賞しました。

歴史まちづくり法案の概要
(文部科学省(文化庁)・国土交通省・農林水産省共管、予算関連法案)

市町村は、文化財行政とまちづくり行政の協働により、文化財を中心として形成される歴史的な風情や情緒
(歴史的風致)を活かしたまちづくりを推進し、国が地域の取組みを積極的に支援することにより、国及び地域
にとって貴重な財産である歴史的風致の次世代への継承を図る。

(正式法案名:地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案)

以下は「歴史まちづくり法」の助成金で整備した事業です。

●旧高久家整備事業 TAKAKUKE（下宿町・下宿通り）

2011～2018年整備。下宿通りと御陣屋前通りの交差点にある高久家。空き家を市が取得して整備しました。
イベント等で活用されています。

修繕前 修繕後 16

震災前

震災後

復旧後 震災後

重伝建地区の南に位置する田地区にある小田部鋳造は、800年前の鎌倉時代から、伝統の技術で梵鐘を作り続
けています。主屋は農家型の造りで、広い土間を配置しています。南土蔵は真壁では類例のない起き屋根の形式を
持っています。修理工事直前に被災したため、「県災害復旧事業」と併用で補助金が交付されました。

●小田部鋳造主屋整備事業 KOTABECHUZO（田地区）

以下の３か所は「歴史まちづくり法」の助成金で整備した事業の事例です。

歴史まちづくり法による修理費補助
登録有形文化財に修理費補助をするため、歴史的風致
形成建造物に指定し、2010年度から制度を開始しまし
た。 個人所有物件に対し、２/３補助、上限200万円補
助することとなりました。

2011年の震災では
「歴まち計画」により
重伝建地区外にも
補助金が交付された

歴
史
的
風
致
維
持
向
上
計
画
（
歴
ま
ち
計
画
）
に
認
定
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http://www.city.sakuragawa.lg.jp/cms/data/doc/1343087644_doc_23_0.pdf


「桜川市真壁」重要伝統的建造物群保存地区
（重伝建）に選定 ２０１０

平成2２（20１０）年6月に「桜川市真壁」が、「重要伝統的建造物群保存地区（重伝建）」に選定されました。
下図の赤線で囲った範囲が「重伝建地区」になります。

伝統的建造物
環境物件

建築物 工作物

104 56 5

種別 数

主屋等 56

附属屋 6

土 蔵 25

石 蔵 5

寺 社 1

長屋門 1

薬医門等 10

種別 数

棟門 1

塀 6

煙突 1

軌道 1

石仏・石塔 46

道路元標 1

樹 木 5

特定物件被害状況
2011年3月16日

倒壊した石蔵

昭和初期の鉄筋コ
ンクリート造の煙突
の頂部が一部落下

村井醸造

18

東日本大震災の被害 ２０１1
平成23（201１）年3月11日、真壁は「本震が震度6弱」、「余震が震度5弱」でした。下記の地図は震災の5日後に桜川市が作成
した被害状況を表したものです。真壁が「重要伝統的建造物群保存地区（重伝建）」に選定されたのは震災のわずか8ヶ月前の平
成22（2010）年6月なので、修理を行う技術や経験がありませんでした。その後、「全国伝統的建造物群保存地区協議会」に詳
細な調査をしていただいたところ、重伝建地区内の登録文化財の「9割が被害」を受けていました。多くは屋根、壁が中心で、構造
に支障のある被害もあり、倒壊した建物も数棟ありました。そして、重伝建地区外の登録文化財も、相当な被害を受けていました。

壁の崩落棟の崩落

重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
（
重
伝
建
）
に
選
定

２
０
１
０

17

9割が被害に
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震災復旧と修復 2011-2020

20

文化財の修理は伝統的な工法を行うため、すぐにはとりかかれません。その間、ブルーシートで持つのかという、懸念がありました。そこで、ま
ずはブルーシートをかけて、その後は「トタン葺きの仮の屋根」をかけて、2～3年後に本格的に伝統的な工法で修理をする、このような工程が
行われました。被害を受けた屋根の多くは、「土葺き」と言う、土を乗せた上に瓦を乗せる工法でした。年月が経ち土が硬化して瓦との接着が
悪くなっていたところに、震度6弱、余震5弱の地震で揺すられたので、棟や瓦が落下したという状態でした。「土葺き屋根」は重く、耐震性に
弱いということで、土を乗せず、桟でふかして瓦を乗せた、「引掛け桟瓦」と言う新しい現代工法で多くの屋根を修理しました。
以下は復旧事例です。

潮田家 USHIODAKE （下宿町・御陣屋前通り）

真壁の登録文化財
104棟のうち、一番
最初に登録された
潮田家。
明治時代には「関東
の三越」とも呼ばれ
た呉服太物商で
あった建物です。
店舗は明治30年代
の建築です。

御陣屋前通りの町家 GOZINYAMAEＤORI （高上町・御陣屋前通り）

御陣屋前通りにある町家です。
左上の写真が震災直後で屋根が被
害に遭っています。
右上の写真が震災1週間後です。そ
の後、瓦をおろして、トタン葺きの仮
の屋根をかけたのが、左下の写真で
す。
その後、瓦に葺き替えて、復旧が完
了した姿が右下の写真です。
多くの屋根はこのような工程で修理
が行われました。 震災直後 震災1週間後

トタン葺きの仮の屋根をかける 復旧後

塚本家 TUKAMOTOKE （上宿町・上宿通り）

右下の写真のように復旧しましたが、復旧前の写真には鉄板の庇がついています。これは後から付け加えられたものなので、
当初の形に復原しようということで、復旧の際に無くしました。

震災1週間後 震災1週間後 復旧後

震災後

復旧後 復旧後 復旧後の室内

震災後 震災後

耐力壁設置

村井醸造 MURAIJOZO （下宿町・下宿通り）

江戸中期頃に
進出した近江
商人による酒蔵
の建物群です。
震災により瓦の
ずれ、土蔵の壁
のはがれ、塀の
亀裂などの被
害に遭いました。

震災で瓦がずれている トタン葺きの仮の屋根をかける 復旧後

震災で土蔵の壁がはがれている 復旧後

村井醸造石蔵 「蔵布都」 MURAIJOZO ISHIGURA 「KURAFUTO」 （下宿町・下宿通り）

村井醸造の向かい側にある石蔵です。震災前
から町のインフォメーション＆布のギャラリー
「蔵布都」として活用されていました。左上の
写真は震災により、妻壁の石が落下して庇を
突き破った状態です。右上の写真は仮の屋根
をかけています。下の2枚の写真は復旧後で
す。内部は木造で補強され、再び、活用されて
います。

妻壁の石が落下し庇を突き破っている トタン葺きの仮の屋根をかける

復旧後木造で補強

復旧後の室内

復旧後

木村家 KIMURAKE （高上町・御陣屋前通り）

江戸末期の見世蔵です。正面
の見世蔵と接続する土蔵造り
の住居部分との間の梁が落ち、
構造的な被害を受けました。
半解体修理を行い完成したの
が、左下の写真です。

梁が落ちて半解体修理を行う

震災後復旧後

震災後厚手の
ブルーシート
の備蓄が必須

震災後は品薄になり
入手困難になります

屋根を厚手の
ブルーシートで覆う

トタン葺きの
仮の屋根

引掛け桟瓦
工法で葺き替え

土葺き屋根
の崩落

屋根の
修理過程
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高久家 TAKAKUKE （下宿町・下宿通り）

【店舗（明治時代）】

建物を市が取得し、「歴
史まちづくり法」の助成
金で、整備が開始され
ていました。震災に遭い、
全面的な復原修理を行
いました。現在、イベント
等に活用されています。
下の3枚は復旧後の写
真です。

トタン葺きの仮の屋根をかける

復旧後の室内 復旧後

復旧後

震災後

旧ミラクル （高上町・御陣屋前通り）

御陣屋前通りの角に位
置しています。震災後、復
原修理を行いました。真
壁のひなまつり開催時に
は左の写真のように食事
処として活用されていま
す。復旧後の全ての建物
に言えることですが、中央
の写真のように雨戸が閉
まった状態にしておくより、
活用していく必要があり
ます。

復旧後

復旧後

震災後

谷口家 YAGUCHIKE （桜井、歴史的風致形成建造物）

【店舗・北袖蔵・南袖蔵・門・主屋・離れ・石蔵（江戸末期～大正期）】

伝建地区の北側に位置する桜井地区にある、真壁の近代化を支えた谷口製糸所と経営者住居の建物群です。筑波山を背景に土
蔵や門が連続する景観は真壁でも特に美しい町並みです。右下の写真は建物の向かい側（西側）にある石蔵です。

震災後

復旧後の石蔵復旧後

震災後

平井家 HIRAIKE （高上町・高上町通り）

【店舗・主屋（明治中期）土蔵（明治26年1893）】

米穀商の建物群で、店
舗2回は戸袋を残し全
面に出格子が設けられ
ています。

復旧後震災後

三輪家 MIWAKE （高上町・高上町通り）

見世蔵の奥に主屋が接続し
ています。1回の軒は木部を
出すが、2回は出桁造りに軒
蛇腹、箱棟と影盛、と江戸東
京の見世蔵を踏襲しています。

復旧後震災後

屋根の被害がなかった建物

谷口家 店舗（桜井地区）

村井醸造 蔵（下宿通り）桜井家（新宿通り）

谷口家、桜井家、村井醸造で、震災前に自主的に屋根の修理を行っていた建造物は被害がありませんでした。被害が大きかったのは、
ここ数十年、あるいは戦後一度も手入れをしていなかった屋根が軒並み大きな被害を受けたと考えられます。

震災前に
修理されていた
屋根は無傷でした

メンテナンスが重要である
ことがわかりました

復旧後の建物

橋本旅館（新宿町）

村上書店（大和町）

星野家（高上町）

山中家（仲町）

川島書店 見世蔵（中町） 村松家（高上町）

田崎家（仲町）

田崎家（仲町）

高橋米店（高上町）
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復旧費助成

100棟を超えた数の登録文化財があるので、震災後、一気に修復というわけにはいきませんでした。その間、待ちきれなくて取り壊してしまうと
いう例がどこの地域でも見られました。しかし、真壁ではそれがほとんどありませんでした。様々な原因があると思いますが、やはり、一番大き
かったのは、補助の厚さです。重伝建地区内の登録文化財は国の補助が従来の8割補助を9割補助に、額も無制限に引き上げました。加えて
国の補助を受けた残りの4分の3を茨城県が補助しました。これを全部足すと、補助率が伝建地区内は97.5%という、おそらくこれまで例がな
い、公立の補助が下りることになりました。重伝建地区外の登録文化財も「歴史まちづくり法」によって国交省から8割くらいの補助が下りまし
た。このような、手厚い保護によって自主的に取り壊した例がほとんど無かったのではないかと思います。

歴史的風致形成建造物
（歴史まちづくり法）

重伝建地区内の特定
物件

登録
文化財

市 2/3 200万円まで 90/100 ―

国 市支出分のうち1/2もしくは総事業
費の1/3のいずれか少ない額を市
に補助 （国土交通省）

市支出分のうち
70％を市に補助
（文化庁）

県 国・市補助金を除いた額の3/4 7.5/100 3/4

所有者 国・市補助金を除いた額の1/4 2.5/100 1/4

例）歴史的風致形成建造物に指定した登録文化財で総事業費300万円のとき
国100万円、市100万円、県75万円、所有者25万円

歴史的風致形成建造物に指定した登録文化財で総事業費600万円のとき
国100万円、市100万円、県300万円、所有者100万円

重伝建地区内の特定物件で総事業費1,000万円のとき
国630万円、市270万円、県75万円、所有者25万円

1. 震災の教訓を活かす

・平時の保存修理の重要性（継続的な修理と技術者の養成・確保・保存カルテの作成）

・災害時の対応と緊急調査の体制の確立（行政と住民）、緊急調査マニュアルの作成

・震災復旧事業の総括（報告書の刊行）

・防災計画の策定（防災対策・復旧体制・防災意識・防災技術など）

2. 新たなまちづくりを目指す

・「真壁らしさ」の構築（まちづくりの目標を再確認・真壁にふさわしい観光のあり方を確立）

・歴史的風致の向上（重点地区と周辺環境の整備、伝統文化の維持と活性化）

・伝建地区と登録文化財（新宿・古城・桜井・飯塚・田地区）の一体的まちづくり

・住民の一体感と文化遺産に対する共有意識の醸成・住民組織のネットワーと人材育成

・地域ブランドと住民主体のイベントの創出

3. 重伝建と登録文化財のメリットを活かす

・伝統的建造物の積極的活用（空き店舗対策・公開施設・新たな商業イベント）

・修景事業の推進（町並みをつくる）

・真壁の町並みの情報発信

・近隣の重伝建とのネットワーク・先進地に学ぶ

真壁の町並み・今後の課題と展望

PROGRESS ＨＩＳＴＯＲＹ

真壁町並み保存経過履歴 1992-2020

平成 4年 1992 「真壁の町並みと景観」展(真壁町歴史民俗資料館)

平成 5年 1993 市民団体「ディスカバーまかべ」発足

平成 6年 1994 真壁城跡が国指定史跡に

平成 7年 1995 御陣屋前通りの調査を実施(ディスカバーまかべ +小山高専建築学科)

平成11年 1999 登録文化財制度の活用開始・潮田家住宅4棟が有形文化財に登録決定

平成13年 ２００１ 「真壁町登録文化財を活かす会」発足登録文化財合計32棟(町村で全国一に)

町並み案内ボランティア活動開始

平成15年 2003 市民中心の「真壁のひなまつり」開催(2月4日～3月3日) 地域づくり総務大臣表彰

伝統的建造物群保存対策調査を開始 「まちづくり真壁」活動開始

平成16年 2004 都市再生整備計画策定、まちづくり交付金事業(駐車場、公衆トイレ、道路整備など)

平成17年 2005 町村合併によって桜川市となる

平成18年 2006 伝建対策調査報告書『真壁の町並み』刊行伝建審議会設置 登録文化財合計104棟に

平成19年 2007 桜川市伝建保存条例を公布・伝建地区内の2路線で電線類地中化工事開始

平成21年 2009 「歴史まちづくり法」の桜川市歴史的風致維持向上計画認定

桜川市伝建保存地区決定伝建地区都市計画決定

平成22年 2010 「桜川市真壁」重要伝統的建造物群保存地区(重伝建)に選定

旧真壁郵便局を公有化(「歴まち法」支援事業)

平成23年 2011 東日本大震災 (3月11日)、真壁地区は震度6弱、伝統的建造物の8割が被災

真壁伝承館竣工(「歴まち法」支援事業) 茨城県文化財等災害復旧補助事業開始

平成24年 2012 真壁伝承館が日本建築学会作品賞受賞大震災の被害で登録文化財3棟が滅失

平成28年 2016 伝建地区における建築基準法の制限緩和に関する条例告示

平成29年 2017 全国伝統的建造物群保存地区協議会総会桜川市大会

伝建地区外の安達家住宅3棟が有形文化財に登録、合計102棟

令和 2年 2020 伝建地区の災害復旧事業が完了(151件、補助総額約12億7千万円)

重伝建選定10周年全国町並みゼミ桜川市真壁大会(オンライン)

厚い補助が
取り壊しの
抑止力に

復原した
建物を
眠らせない

左上の写真は旧真壁郵便局の南側に立っている町
並み案内の看板です。同じ看板が塚本家（上宿町）
の前にも立っています。
元来は、平成１５年、ディスカバーまかべが手作りで
作製し、塚本家前に建立したのですが、老朽化に伴
い、重伝建選定後に文化庁と市の予算で建て替え
られました。説明文は、河東氏に依頼して掲載しまし
た。
右の写真の立て札も、ディスカバーまかべが手作り
で作製、建立したものです。こちらも、老朽化の為、
作り直し、新たに５箇所に建立する予定です。

真壁の町並み案内看板

24

真壁の町に
立つ

手作り看板
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真壁の町並み紹介

真壁のまち歩き -江戸時代の町割りがそのまま残るまち-

Ｎ

真壁は、2010年に全国で87番目、茨城県で唯一つ、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定を受け、今年で10年を迎えます。
今回、皆さんを直接ご案内できないのがとっても残念です。でもご安心ください。私たちが心を込めて真壁の良さをご案内します。
真壁の町並みの特徴は「400年前の町割り」が道幅も変わらず今も残っていることです。
しかも江戸時代末期から明治、大正、昭和にかけての古い建物が「102棟」も登録文化財として街中に点在しているのです。
商家の町でありながら「色々な門や塀」があるのも特徴です。
街中で出会った人に声をかけてみてください。皆さん、とっても親切におもてなしの心で教えてくれます。

真壁の町並み紹介のVTRは で公開しています。 「ディスカバーまかべ」で検索してご覧になれます。

真壁街並み案内ボランティアのみなさん

YouTube

27

真壁伝承館 MAKABE DENSYOKAN 見芽通り1

かつて御陣屋の中心地だった場所です。歴史資料館
（入館無料）を併設しています（P16参照） 。
ここからスタートします。東側の見芽通り（みるめどお
り）を南下し、上宿通りに向かいます。

猪瀬家 INOSEKE 上宿通り

【薬医門（明治初期）】

2

塚本家 TSUKAMOTOKE 上宿通り

【見世蔵（大正中期）主屋（大正13年）
土蔵（明治41年）薬医門（明治40年）】

3

欅の一枚板で出来た真壁町で最も大きな薬医門です。
真壁町の東にある権現山の麓に五所駒瀧神社（ごしょ
こまがたきじんじゃ）という、千年の歴史をもつ神社があ
ります。その神様が一年に一回、真壁祇園祭の時に町
に降りて来る時だけ、この門は開きます。

塚本家は昭和初期まで酒造業を営んでいました。主屋
の中は土間が当時のまま残されています。真壁のひな
まつり開催時には、歴史を感じる享保雛（江戸時代）か
ら昭和のお雛様まで、店先に並びます。 2011年の震
災時はP19に掲載。

根本医院 NEMOTO IIN 下宿通り

【高麗門（文政11年 1828 江戸末期）】

4

真壁町で最も古い建造物です。19代続いている根本
医院は、かつて笠間藩の漢方医、そして御殿医でした。
通常、高麗門は城門として建設されるものですが、根本
家では家の門として建てられました。

土生都家 HABUTSUKE 下宿通り

【主屋（昭和初期）高麗門（明治時代）】

5

根本医院の高麗門が本家、土生都家が分家になります。
門の奥の左右に小屋根があるのが高麗門の特徴です。
本家よりも小ぶりの門になります。

村井醸造 MURAIJOZO 下宿通り

【店舗・脇蔵（明治時代）煙突（昭和初期）】

6

村井醸造の向かい側にある酒米用の米蔵です。2002年
にインフォメーション＆布のギャラリー「蔵布都（くらふと）」
としてオープンしました。 2011年の震災時はP20に掲載。

村井醸造石蔵 MURAIJOZO ISHIGURA

【石蔵（大正期）】 下宿通り

7

滋賀県日野町出身の最も早く北関東に進出した（延
宝年間1673～1680）近江商人で、酒造業を営む建
物群です。2011年の震災時はP20に掲載。

真壁にある102棟の登録文化財には、
登録年月日、登録建造物名が刻まれ
た御影石が設置されています。
この御影石は、真壁町の東側にある加
波山から採れる花崗岩です。
明治に建てられた『迎賓館赤坂離宮』
は、ここの御影石で出来ています。

28

下図は「真壁てくてくマップ」です（※前頁に見開き掲載）。真壁から南に筑波山、北に向かって足尾山、加波山があり、常陸三山と呼ば

れています。今回は真壁伝承館から出発して、見芽通り、下宿通り、御陣屋前通り、高上町通り、仲町、新宿、そして真壁伝承館へと、ぐる

りと一回りして約１kmのコース ～ と、飯塚通り ～ 、下宿通り 、田地区 を紹介します。29 33 34 35 361
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伊勢屋旅館 ISEYARYOKAN 下宿通り

【主屋・土蔵（明治中期）】

8

現在は旅館業を営んでいますが、二世代前までは「勢州
楼」と言う、真壁では名の通った料亭でした。商談がまと
まると「男はここで宴をあげると一人前」と言われました。
明治中期に建てられ、築約130年になります。

潮田家（鶴屋） USHIODAKE（TSURUYA)

【見世蔵・袖蔵（明治末期）脇蔵（明治時代）
離れ（明治初期）】 御陣屋前通り・下宿通り

9

屋号を鶴屋と言い、呉服太物商として、昔は「関東の三
越」と言われたほどの豪商でした。間口が8間（約14ｍ）
ある見世蔵、袖蔵、脇蔵が立ち並ぶ景観は当時の繁栄ぶ
りを今に伝えています。建物の中には欅の一本柱の梁材
が使用されており、反物を入れる桐の箪笥や、昔を忍ば
せる写真があります。 2011年の震災時はP19に掲載。

木村家 KIMURAKE 御陣屋前通り

【見世蔵・主屋・門（江戸末期）】

11

旧真壁郵便局 KYU MAKABEYUBINKYOKU

【旧真壁郵便局（昭和2年）】 御陣屋前通り・高上町通り

13

昭和2年（1927）、「五十銀行（常陽銀行）真壁支店」
として建設されました。昭和31年（1956）から「真壁郵
便局」として昭和61年（1986）まで使用されました。郵
便局になった時に、電話交換室を設置するため、中央の
吹き抜け部に床を張り2階に改装しました。窓口や私書
箱も当時のまま残っています。現在は「町並み案内所」
として活用されています。

真壁にある見世蔵の中で最も古く、見世蔵と土蔵造り
の住まいが一体化して繋がっているのが特徴です。2階
の窓には漆喰壁の中に「揚げ戸（P31参照）」が入っ
ています。 2011年の震災時はP20に掲載。

星野家（諸川屋）
HOSHINOKE（MOROKAWAYA)

【店舗及び主屋（明治中期）】 高上町通り

16

江戸時代後期に茨城県古河市の諸川（もろかわ）から
来たので屋号が諸川屋と言い、笠間藩の御用商人で干
物乾物商を営んでいました。鬼瓦にも諸川屋の「モ」と
描かれています。町の人達が集まれる場所として開放し
ようと思い、14年前に店内をギャラリーに改築しました。

三輪家（藤屋） MIWAKE（FUJIYA) 高上町通り

【見世蔵・主屋（大正初期）】

15

3代続く履物店で、屋号を藤屋と言います。外の戸袋の
所に漆喰で藤の花と草履と下駄の模様が描かれていま
す。 2011年の震災時はP21に掲載。

山中家 YAMANAKAKE 仲町通り

【長屋門（明治初期）土蔵（明治後期）】

17

長屋門は出桁造りで、正面左右には小さな武者窓があ
ります。門が開かれると庭があり、奥には、2011年の震
災で復原した土蔵が建つ、美しい景観があります。
長屋門が商家の町に建てられているのは、通常は見ら
れない光景ですが、真壁の町では見ることができます。

川島洋品店 KAWASHIMA YOHINTEN

【土蔵（江戸末期）】 仲町通り

18

この土蔵の特徴は、屋根のぐしに小さい飾りが並んで取り
付けてあるところと、軒樋を取り付ける金具を、漆喰で波
型に仕上げて、見えないように加工しているところです。

塚本茶舗 TSUKAMOTO CHAHO 御陣屋前通り

【脇蔵（明治中期）】

10

呉服商の文庫蔵として建設されました。南側には観音
開きの防火扉と土庇、通り側の2階にも土蔵造りの防火
戸を付けた本格的な土蔵です。2011年の東日本大震
災で被害を受けました。屋根は修復してありますが、壁
は剥き出しのままです。

御陣屋前通り GOJINYAMAEDORI12

下宿と仲町を結ぶ約200ｍの通りです。この通りの東側
一帯に江戸時代は笠間藩の御陣屋（出張所）がありま
した。50間（約90ｍ）の長屋門に、屋敷の広さは「東西
157ｍ×南北120ｍ」、周囲は5間（約9ｍ）の堀に囲ま
れ、土塁が築かれていました。明治になり、役目を終えた
御陣屋は壊されましたが、現在、真壁伝承館が建ってい
る場所が御陣屋の中心部分にあたります。

高上町通り TAKAJOMACHI DORI14

真壁の町割りは、江戸時代の初期に完成した時から、道
幅も長さも全く変わりなく430年間使用されています。こ
の通りは、「真壁城跡（東）」に向かってなだらかな登り坂
になっています。

川島書店 KAWASHIMA SYOTEN

【見世蔵（江戸末期）】 御陣屋前通り

19

生薬商の店舗として建設された見世蔵は、軒が低いの
が当時の特徴です。店の中には薬箪笥や、漆喰塗の防
火引き戸が残されています。真壁のひなまつり開催時に
は、江戸末期からの雛人形が飾られます。

鍵の辻 KAGINOTSUJI20

御陣屋前通りと仲町通りが交差するこの道路は十字路
になっていません。鍵の手になっています。鍵の手、鍵の
辻、または変則十字路と呼ばれています。色々な説があ
りますが、城下町の名残で「敵が攻めて来た時に敵の
侵入を遅らせる」という目的で、わざと曲げているという
説が多いです。真壁の街中には、このような変則的な十
字路が数か所あります。

新宿通り SHINJUKU DORI21

真壁町内で最も新しくて広い道路です。
正面に天目山伝正寺の岩肌が見えます。
伝正寺へ通じる道でもあります。

真壁には40棟以上の伝統的な
門が現存しています。そのうちの
約半数が薬医門です。
商家の町でありながら、薬医門
始め、長屋門、高麗門など様々な
門が見られるのも町並みの大き
な特徴の一つです。

中村家（中又） NAKAMURAKE（NAKAMATA)

【見世蔵・主屋（大正2年）】 新宿通り

22

屋号を中又と言います。由来は中村又衛門からきてい
ます。木綿商で財をなした旧家です。伝統的な見世蔵
形式を伝え、見世蔵と住居が一体となっています。財力
を生かし、上質な木材を使い、造りの良さとメンテナン
スを欠かさずに、2011年の東日本大震災でも被害が
ありませんでした。毎年真壁のひなまつりには、入り口
の店舗から奥座敷まで飾られる、歴史あるお雛様は圧
巻です。
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橋本旅館 HASHIMOTORYOKAN 新宿通り

【主屋（昭和4年）土蔵（明治期）】

26

飯泉家 IIZUMIKE 見芽通り

【旧樺穂小学校校舎（明治中期）】

28

旧樺穂小学校の校舎です。昭和20年に廃校になりま
した。昭和30年代に建物を飯泉家に移築し、飯泉家
の和洋裁学院の校舎として使われました。現在は仏像
の修理工房です。屋根の鬼瓦には「學」の字が描かれ
ており、昔の面影を残しています。

関根家 SEKINEKE 新宿通り

【店舗・主屋（明治8年）】

23

安達家（山内屋） ADACHIKE（YAMAUCHIYA)

【見世蔵・薬医門・主屋（江戸末期）】 新宿通り

24

中村本家（大中） NAKAMURAHONKE

（OＨNAKA) 新宿通り
【主屋（明治初期）文庫蔵・薬医門及び塀（明治期）】

25

新宿通りの北側の角地にあります。笠間藩の山側を山
内といい、江戸時代中期にそこから来たので、屋号を山
内屋と言います。江戸時代末期の絵図にはすでに載って
いたので、約180年前の建物と思われます。右側は味噌
や醤油の商家の建物、左側にある薬医門は真壁の中で
唯一、本瓦葺きの建物で、座敷棟へ繋がっており、身分
の高い方が来られた時に通りました。建物の中には「揚
げ戸（下記参照）」が設置されています。

幕末に開業した旅館でした。現在は、映画やドラマの
撮影に活用されています。建物の中は、ガラス戸、上り
框、格天井など、贅沢な木材が使用されています。

屋号を大中と言います。代々作右衛門を名乗り、当主
で19代目です。佐竹氏の旧臣で真壁でも指折りの旧
家です。江戸時代、繰綿の仲買商を営み、他にも木綿、
生糸、絹織物など様々な商品を扱い、江戸、明治を通し、
真壁の繁栄は中村家無くしては語れません。築地塀に
囲まれた建築群は真壁の商家を代表する景観です。

明治初期の典型的な町屋形式の建物です。店舗1階
は土間と帳場がある下駄屋でした。戸棚などがそのま
ま残り、当初の面影が今も残ります。昔、谷口家の製糸
工場（P21参照）があった頃は、女工さん達が下駄を
買いに来て大変賑わいました。

佐藤家 SATOKE 新宿通り

【薬医門（明治初期）】

27

明治初期、約140年前に建てられた薬医門です。
佐藤家の薬医門の特徴は、竹と梅の埋木細工が施さ
れていることです。埋木細工とは、木材の節隠しとして、
昔の大工が心を込めて作ったものです。

市塚昭男家 TERUO ICHITSUKAKE

【長屋門（昭和末期）】 飯塚通り

30

昭和末期に建設されたので、この門だけは登録文化財
ではありませんが、立派な長屋門です。飯塚通りには、
大きな長屋門が連なる市塚家の建物群があり、町の
中心地とはまた違う景観を見ることができます。

市塚章一家 SHOICHI ICHITSUKAKE

【長屋門（明治32年）】 飯塚通り

31

真壁に残る長屋門の中で唯一、海鼠壁（なまこかべ）
を用いて建造されました。繰形や船肘木、金物の装飾
など、細部まで意匠が凝らされています。門が開くと、
筑波山が見え、美しい絶景が広がります。

市塚政一家 MASAICHI ICHITSUKAKE

【長屋門（明治初期）】 飯塚通り

32

大型の長屋門で米の検査所でした。
軒の出桁は、門扉部分では三重となっています。

飯塚通り IITSUKADORI29

江戸時代の町割りから430年間変わらず、使用されてい
ます。通り沿いに長屋門が連なっている景色が特徴です。

市塚昌宏家 MASAHIRO ICHITSUKAKE

【薬医門（江戸末期）】 飯塚通り
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薬医門は軒を出桁造にし、扉を丁番で吊らず、冠木に
取り付けた軸受け（藁座）を用いた点が特徴です。
門の横に築地塀（ついじべい）が長く続いています。

密弘寺 MIKKOJI 下宿通り

【不動堂（天保11年 1840）】
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開山が鎌倉時代と伝わる熊野山不動院密弘寺です。2
基の御影石の燈籠の裏には文政7年（1824）と文字が
書いてあります。江戸末期に作られた「真壁で最も古い
石燈籠」です。境内にある樹齢500年の欅は、市の指定
樹木です。正面奥には江戸後期に作られた不動堂があ
り、この地域は地下水が豊富で水質が良いことから、水
不動と呼ばれています。正面の柱や建物四面にある、
「方位に合わせた干支の透かし彫り」が特に有名です。

【揚げ戸（あげど）】
上下に稼働する戸。明治時代以降に
は見られなくなった構造。
真壁の町は天保8年（1837）の大火
によって多くの建物が焼けてしまい、
その後に建てられた建物には防火の
為「揚げ戸」が設置されています。

1ｋｍコース終了
飯泉家から見芽通りを南下し真壁伝承館に戻ると
1ｋｍコース終了となります。
次は、飯塚通り、下宿通り、田地区を紹介します。

小田部鋳造 KOTABECYUZO 田地区

【主屋（江戸末期）北土蔵・南土蔵（明治前期）
門（明治後期）】
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今から、約800年前、河内国（大阪府）から良質の砂と土
を求めて、ここに移り住んだといわれています。関東で唯
一、梵鐘、半鐘、天水鉢の製造をしています。しかも、「勅
許御鋳物師（ちょっきょおんいものし）」として、菊の紋章を
入れるのを許されています。鐘の色を着色をしない鋳肌
（いはだ）仕上げが特徴です。2004年の新潟県中越地
震の時に、復興を祈願して「希望の鐘」を寄贈しました。
2011年の震災時はP16に掲載。

西岡本店 NISHIOKAHONTEN 田地区

【店舗・脇蔵（明治初期）米蔵（明治後期）】
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「花の井」の銘柄で、お酒を造っています。創業1782年、
滋賀県日野町出身で、こちらへ進出して来ました。代々、
半右衛門を襲名し、当主で8代目になります。地元の高
校生の作ったお米と、桜川のシンボル、桜の酵母を抽出
して、「明笑輝」というお酒も作っています。
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Special thanks！！

『真壁のまち歩き』撮影にご協力いただいたみなさん

鈴木 孝子
TAKAKO SUZUKI                                                          

真壁街並み案内ボランティア代表

石島 恵子
KEIKO ISHIJIMA                                                

大久保 まさ子
MASAKO OHKUBO                                      

上野 純子
JYUNKO UENO                                                

市塚 領子
RYOKO ICHITSUKA                                           

小田部 清
KIYOSHI KOTABE                                                          

太田 義一
YOSHIKAZU OHTA                                               

増田 豊
YUTAKA MASUDA   
増田酒店店主

柳田隆
TAKASHI YANAGIDA   

蔵布都店主

潮田 美代子
MIYOKO USHIODA
潮田家（鶴屋）

田中 良枝
YOSHIE TANAKA
伊勢屋旅館女将

星野 忠
TADASHI HOSHINO
星野家（諸川屋）

寺崎 大貴
DAIKI TERASAKI 

桜川市教育委員会文化財課

安達 昌喜
MASAYOSHI ADACHI
安達家（山内屋）

小田部庄右衛門
SHOUEMON KOTABE
小田部鋳造37代目当主

南側から北側を見る真壁町の風景

ドローン撮影 海老澤写真館

撮影・編集 MDH 真壁DERESUKE編集局 代表 郡司 一男

企画 第43回全国町並みゼミ桜川市真壁大会実行委員会

みなさん、私たちのご案内はいかがだったでしょうか。
ぜひ、真壁にお越しください。お待ちしています。
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真 壁 町 の み な さ ん

真壁街並み案内ボランティアのみなさん
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藤川 昌樹 MASAKI  FUJIKAWA  

神奈川県出身
東京大学工学部建築学科卒業、神戸芸術工科大学助手、筑波大学講師・助教授、また、
真壁町/桜川市 伝統的建造物群保存対策調査検討委員会 委員、結城市 伝統的建
造物群保存対策調査委員会委員長 などを歴任

現在、筑波大学社会工学域教授、桜川市歴史的風致維持向上推進協議会会長
桜川市伝統的建造物群保存地区保存審議会、委員、茨城県文化財保護審議会委員、
文化庁文化審議会文化財分科会委員 等々

川島 孟 TAKESHI  KAWASHIMA  

茨城県真壁町出身
元真壁町仲町区長

現在、真壁町仲町商店会会長
真壁町商店連合会副会長
川島洋品店店主

吾妻 周一 SYUICHI AZUMA 

茨城県真壁町出身
歯科医師、下館青年会議所理事長、茨城県 PTA
連合会副会長、真壁町/桜川市伝統的建造物群
保存対策調査検討委員会委員などを歴任

現在、ディスカバーまかべ会長、桜川市伝統的建
造物群保存地区保存審議会委員、桜川市歴史
的風致維持向上推進協議会委員、全国町並み
保存連盟理事

武村 実 MINORU  TAKEMURA  

茨城県真壁町出身
茨城県立下館工業高校建築工学科講師、桜川市
伝統的建造物群保存地区保存審議会委員、茨城
県建築士会桜川市支部長などを歴任

現在、茨城県建築士会副会長、ヘリマネいばらき協
議会代表世話人、全国ヘリテージマネージャーネッ
トワーク協議会関東甲信越ブロック代表、茨城県景
観審議会委員、桜川市都市計画審議会会長

PANEL DISCUSSION

パネルディスカッション

これからの町並み保存とは？
-たび重なる災害からの復旧と、新しい生活様式の中で-

地震前 伝統的な建物が連続するメイン通り

御陣屋前通り

地震直後 東西に揺れたため南北通りに面して棟門などが転倒

御陣屋前通り

御陣屋前通り 御陣屋前通り

地震前 伝統的な土蔵が建ち並ぶメイン通り 地震翌日 屋根瓦は滑り落ち、背が高い建物は東西方向でも崩れた

地震前 道路に面して瓦屋根の建物が並ぶ

地震翌日 ２階建て建物の多くで大棟が中央部から崩れた

修理時 土蔵の屋根に新たに燻瓦を入れ、壁の修理をした

塚本家 上宿通り

塚本家 上宿通り

塚本家 上宿通り
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コーデ ィ ネーター

藤川氏

前半は「震災の状況とそこからの復興」、後半は「現状の問題と今後の展望」と進めていきます。真壁は、2010年6月に国の重要伝
統的建造物群保存地区に選定されましたが、1年も経たない2011年3月、東日本大震災の被害を受けました。
まずは10年間を振り返っていただき、それぞれに話をしていただきます。
最初に市役所の寺崎氏にご説明いただきます。寺崎氏は、震災後に復旧事業の中心となって市役所の立場でご尽力された一人です。

寺崎氏

写真を見ながら10年前を振り返り｢こういうことが実際に発生する｣ということを、皆さんの心に留めておいていただきたいと思います。
2011年3月11日2時46分にマグニチュード9の地震が起きましたが、桜川市では｢震度6弱｣でした。
主な被害は、｢瓦のズレ、一部落下、壁のひび割れ｣でした。

パネ リ ス ト

趣旨

震災の状況とそ こからの復興 パネルディスカッション前半

地震前 地震後

寺崎 大貴 DAIKI TERASAKI  

東京都出身
筑波大学第一学群人文学類史学主専攻日本史コース卒業、
学芸員、株式会社ヒューマンブレーン、真壁町役場、桜川市役所

現在、桜川市教育委員会文化財課文化財グループ長
※桜川市真壁地区の伝建地区調査から地区決定、東日本大震
災からの復旧事業などを担当



1回目の地震で瓦等が落ちなくても、

2回目の地震で落ちることがあります。

不用意に建物の近くに居ると大変危

険なので、十分注意が必要です。
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地震前 右側の土蔵が震災時に倒壊して薬医門に押しかかった 地震直後 土蔵２棟が倒壊

猪瀬家 上宿通り 猪瀬家 上宿通り

門の脚のズレ

地震前 伝建地区外にも広く分布する登録有形文化財群。 地震翌日 土の古い瓦は滑り落ちたが、手入れされていた瓦は残った。
崩れた土が夕方になると舞って、砂嵐のようになっていた。

谷口家 桜井地区 谷口家 桜井地区

地震前 石の産地であり、石造物は町の随所に見られる 地震翌日 手前の石塔と奥の燈籠の右側は倒れているが、左側は倒
れていない。このような倒れないラインもあった。

神武社（真壁伝承館の隣）

地震前 ２月４日から３月３日までは１０万人以上の人で賑わう。

地震前 大谷石（凝灰岩）の石蔵は大正時代に多く建てられた。

村井醸造石蔵「蔵布都」 下宿通り

地震翌日

この時期建造された石蔵は地震
への備えが極めて貧弱であった。

地震翌日

左の写真とは別の蔵。
大谷石の塀は壊滅的、構造に難
のある石蔵も倒壊。復旧を断念し
た。

地震翌日 地震の時刻が児童の下校が始まる前だったのが、地震の不幸
中の幸いでした。

地震時の状況

3月11日(金)14:46 本震（三陸沖） M9.0 震度6

瓦のズレ、一部落下、壁のひび割れ

●地区内の状況確認・独居住民の安否確認

15:15 余震（茨城沖） M7.7 震度5

瓦落下、壁崩落、土蔵・石塀の倒壊

●地区内の安全確保 → 市役所へ戻り災害対応

以後、震度4ｸﾗｽの地震が打ち続く

御陣屋前通り 御陣屋前通り

神武社（真壁伝承館の隣）

伝建地区と登録文化財の分布
赤線で囲われているのが「伝建地区」です。赤く塗られているのは「登録文化財」です。
真壁には、伝建地区外にも、広範囲に登録文化財が点在しています。

地震前 地震後 地震前 地震後

伝建地区は中心部分のみだが、登録文化
財は広範囲に分布。
建物の種類や規模も同様で、被災状況にも
差がないが補助制度に大きな差が出た。
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国史跡真壁城跡
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ブルーシートの家並み
右の写真の赤線で囲まれた範囲は伝建地区です。

４月にはブルーシートで町が覆われるような状況になりました。
文化財以外の建物も修理がなかなか進みませんでした。

地震後の対応

3月12日 被害状況確認（写真撮影）

3月13日 （応急危険度判定開始～17日）

3月14日 文化財所有者へﾌﾞﾙｰｼｰﾄ貸出開始

3月16日 被災状況概数集計

3月17日 文化庁被害状況調査

3月19日 初期対応方針決定

3月25日 「震災下の伝建修理事業について」配布

3月29日 「震災下の登録文化財について」配布

4月 4日 伝建審議会開催

4月14日 伝建協を通じて専門職員の支援派遣要請

4月21日 町並み保存に関する懇談会の開催

4月25日 「修理に関する詳細調査の実施について」配布

4月27日～ 文化庁・亀山市先遣職員等と現地打合せ

5月 8日～ 金沢市より支援職員入り詳細調査開始

以後、鹿島市・萩市・うきは市・大田市

6月議会 災害復旧補正予算可決

6月17日 災害復旧にかかる補助率設定・特定物件追加

6月24日 伝建審議会開催

1週間後には対応方針を決定

震災から1週間後には、初期の対応方針を決定
して「震災下の伝建修理事業について」を配布、
その後「震災下の登録文化財について」を配布
しました。これは、神戸などの過去の事例で「2週
間何もしない状態でいると、建物が取り壊されて
いく」ということがあり、早急に方針を決めました。

専門職員の支援派遣

重伝建に選定されてから、すぐに震災に遭ったの
で、文化財の修理の経験が無い状態でしたが、
「全国伝統的建造物群保存地区協議会」の支
援により、専門職員が派遣され、一か月以上にわ
たり調査をしていただきました。

文化庁に被災状況調査を依頼

災害復旧修理方針の検討市幹部による現地視察
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青い屋根に見えるのは
ブルーシート

派遣支援調査

地震発生時の課題

●対地震マニュアルの欠如

対火災訓練はあっても、対地震訓練がない

家にいるのか、外に出るのか

独居住民の安否の確認方法

●安全確保は近所づきあいで実施

地震直後の瓦礫撤去や安否確認は老人

家庭、空き家を含めて近所で協力して実施

被害状況と余震・台風の影響

・90％の建物に被害、80％の建物に修理が必要

・土地全体が西に大きく動いたが、地盤は安定

・傾斜地に全面開口する建物以外は軸部は健全

・倒壊など大破したものは地震以前から構造に問題

・大棟、下り棟の崩落は新築物件にも見られる

・長年手の入っていない土葺き屋根に被害集中

・土壁の多くは地震前から内部の傷みが進行

・石蔵・石塀は大谷石の被害が大きい

90％の建物に被害、80％の建物に修理が必要

建物が崩れたため街中に土埃が立ち、余震のたびに
瓦が落下するという大変な状況で、町並みは壊滅的で
したが、1棟ずつ調査をしていくと、致命的な被害は受
けてなく、修理可能であることがわかりました。

伝統的建造物は相応の
強度を持っている。諦め
ずに対策を講じて多くの
建造物を復旧した。
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多くの人達の

協力により

震災を乗り越える

ことができました。
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地震後の課題

●各建物の安全の確保 当座の身を守る

●応急危険度判定 構造危険度を加味して

●災害対応方針の早期決定 各交渉の基本

●住民への速やかな周知 情報の混乱を防ぐ

●初期養生の態勢づくり 心と建物の安心に

●規制面での配慮 パニック状況を回避

●建物の解体防止 伝建物以外も守りたい

●修理方法の検討 震災下で行える限度

●職人・資材の確保 伝建事業への理解協力

方針とスケジュール

一般家屋とのバランス

●速やかな予算措置 先が見えることが重要

応急危険度判定

判定の基準は「建物の近くにいると危ない」ということで、「修繕出来ない建物」
ということではないです。

災害対応方針の早期決定

この先どうなるのかわからない不安な状態が続くと、建物を維持することが困難
になってくるので、方針を早めに立てる必要があります。
当時は「何かあったらいつでも電話をください」という体制を取っていました。
「住民の気持ちを落ち着かせる」ということも非常に大事だと思います。

初期養生の態勢づくり

分厚いブルーシートをストックしておくことが必要です。
ブルーシートを一軒かけると、ブルーシート代よりもかける手間代の方が高く付く
ことがあるので、かけ方にも工夫が必要です。
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中・長期的課題
●各建物の詳細なカルテ作成→危険可能性把握→地震時の指針作成
●効果的な耐震修理・補強方法の検討
●伝建地区・周辺地区の防災計画作成
●緊急時に対応可能な予算措置の方法
●不在建物・独居建物の活用促進

厚い補助が取り壊しの防止になりました。以下は導入した制度です。

歴史的風致維持向上計画（歴まち計画）の震災対応措置（計画変更）
・歴史的風致形成建造物の追加（登録有形文化財）→２６棟追加
登録有形文化財の建物修理費補助制度が無いため、計画書に追加し、街なみ環境整備事業で実施。
上限３００万円（国1/3､市1/3､所有者1/3） 修理方法・・・所有者のヒアリングを実施後文化庁協議

歴史的風致形成建造物 重伝建地区

土 壁 一部、現代的な工法も認める 伝統的な工法で修理

屋 根 瓦 瓦葺きとし、色のみ指定 現存する物を再利用する

助成対象 外観及び構造を助成 外観及び構造を助成

利用した主な補助制度

・伝建地区保存修理事業 （通常の補助率を災害用に10%嵩上げ、上限撤廃）

・歴史的風致形成建造物修理事業（登録文化財）

（指定文化財修理補助2/3 ※街なみ環境整備事業）

・茨城県指定文化財等災害復旧事業（国・県指定、重伝建、登録文化財）

（上記補助利用後の自己負担に対し県が3/4を補助）

桜川市の主な導入制度

・伝統的建造物群保存地区制度

・歴史的風致維持向上計画

・登録文化財制度

歴史的風致形成建造物 重伝建地区内の特定物件 登録文化財

市 2/3 200万円まで
90/100

※10%嵩上げ
―

国
市支出分のうち1/2もしくは総事
業費の1/3のいずれか少ない額
を市に補助 （国土交通省）

市支出分のうち70％を市
に補助（文化庁）
※通常50%

県
国・市補助金を除いた額の3/4

※通常なし
7.5/100
※通常なし

3/4
※通常なし

所有者 国・市補助金を除いた額の1/4 2.5/100 1/4

東日本大震災における修理費助成

例）歴史的風致形成建造物に指定した登録文化財で総事業費300万円のとき
国100万円、市100万円、県75万円、所有者25万円

歴史的風致形成建造物に指定した登録文化財で総事業費600万円のとき
国100万円、市100万円、県300万円、所有者100万円

重伝建地区内の特定物件で総事業費1,000万円のとき
国630万円、市270万円、県75万円、所有者25万円

地震翌日 土の古い瓦は滑り落ちたが、手入れされていた瓦は残った。

谷口家 桜井地区

平成２６年（2014）１月末、災害復旧工事竣工。

地震翌日 土壁にひびが入り、一部は落下した。 壁工事竣工 土や耐震壁で修理。後日、屋根工事も実施した。

地震で柱がずれ、長屋門の門扉にずれが生じた。 完成ジャッキアップにより、柱の位置を修正した。

建造物の復旧事例

藤川氏

真壁は重伝建に選定されてすぐに震災に遭ったので、文化財の修理の経験が無い状態でしたが、災害を乗り越えて、この10年の間
に技術と経験を蓄積しました。そして、問題が起こる前に対策を講じたことで、復旧を適切に行っていけたのだと思いました。
次にお話をしていただく川島氏は、重伝建地区のメイン通りである「御陣屋前通り」でお店を構えています。「住民であり被災者として
の、震災当時どういった苦労があったのか」を、お話していただきます。

川島氏

真壁が重伝建に選定されて、「真壁のひなまつり」も好評で継続して開催されてきている、そんな中で震災に遭いました。正直に言う
と、あの時は被害を受けた土蔵（登録文化財P30⑱参照）は終わりだと思いました。しかし、すぐに寺崎氏から連絡がきて支援を受け
て修理ができることになりました。蔵の修理は神奈川県の職人に来ていただき、3年半かかりました。震災前までは蔵を活用することな
ど考えていませんでしたが、登録文化財や伝建地区に選ばれたことで、これは貴重なものなんだと再認識しました。震災後に開催さ
れた真壁のひなまつりでは、ブルーシートをかけた状態でしたが、お客さんが沢山来てくれたので、何とかなりそうだと思うようになりま
した。それから10年間、この蔵をイベントなどで使用し、とても役立てることができています。

地震後 復旧後
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伝統的建造物の取り壊しがとても少なかった真壁

厚い補助が
取り壊しの
抑止力に

「歴まち計画」により
重伝建地区外にも
補助金が交付された

小田部鋳造 田地区

細谷家 西町通り
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藤川氏

次に、今回の町並みゼミの中心になってまとめていただいている、「ディスカバーまかべ」会長の吾妻氏からお話を伺います。
震災後に「まちづくりに対してどんな影響があったのか」、「どういうふうにそこから復興してきたのか」をお話しいただきます。

吾妻氏

「ディスカバーまかべ」の結成

「ディスカバーまかべ」の会が結成されたのは、平成2年（1990）に河東先生（P7参照）が中心となって、真壁の伝統的な建造物の
調査を行い、平成4年（1992）に『真壁の町並みと景観』（P11参照）という企画展を行ったことがきっかけですが、会を結成する前
から「この町を何とかしよう」と動いていた町づくりの仲間がたくさんいました。そんな中「この町並みを題材にして、まちづくりをやった
らどうか？」と声があがり、今から26年前の平成5年（1993）に「ディスカバーまかべ」として活動を始めました（P12参照）。

町並み保存活動

様々な活動を行なってきましたが、大きな活動の一つとしては、平成11年（1999）に「登録文化財制度の活用」を当時の真壁町町
長に提言し、導入したことです。そうして、文化財の登録件数が日本一になり、その後、104棟に達しました。新聞やテレビなどのメディ
アでも取り上げられ、町に人が訪れるようになりました。平成14年（2002）には「真壁のひなまつり」が始まり、年々、来場者が増えて
全国的にも有名になりました。それには「真壁の町割りと歴史的な建造物」の背景があり、さらに「住民のおもてなしの心」があったか
らこそ、成功したのだと思います。その後、平成21年（2009）に「歴史まちづくり法」に認定され、平成22年（2010）に全国で87番
目の「重要伝統的建造物保存地区に選定」されました。

東日本大震災

重伝建になって一年も経たないうちに、震災に遭ってしまいました。町は壊滅的な状況で、これまで一生懸命築き上げてきたものが、
一瞬にして壊れたように感じて「この町は終わった」と思いました。その後、国や県の絶大的な財政支援により、町はかつての姿を取り
戻しました。

町並み保存のこれから

重伝建で、これほど短期間にほとんどの建物が修理された事例というのは、全国でも真壁が唯一だと思います。通常は、重伝建にな
ると、年に数棟ずつ修理をしていき、10年、20年単位の時間をかけて綺麗な姿に復原していきます。しかし、真壁は重伝建になってす
ぐに震災に遭った為、短期間でほぼ全ての建物を復原しました。現在、真壁はそれに甘んじてしまい、本来の伝建制度の目的、制度を
活かした「まちづくり」というのは、まだ成されてない、これからだという感じがします。今、真壁はスタートラインに立っており「この制度
を生かして、これから、どういうふうにまちづくりをして行こうか」という時期に来ていると思います。

藤川氏

「ディスカバーまかべ」が結成した頃に「登録文化財制度」が出来て、その後「歴史まちづくり法」が出来ました。20世紀の終わりに出
来た、「新しい制度と新しい考え方」で町並み保存を展開して来られたのではないかと思います。
次は建築士の立場から実際の修理の実務などに深く関わってこられて、ヘリテージマネージャーとしても活動されている武村氏に、こ
の10年間の活動や経験を話していただきます。

武村氏

応急危険度判定

震災当時は建築士会の副会長兼、桜川支部の支部長をしていました。建物の「応急危険度」を調査するために、本部を役所に設置し
ました。県内の「応急危険度判定士」に5日間、毎日約20名に来ていただき、2千数百棟の調査をし、判断に応じて赤紙や黄色い紙、
緑の紙を建物に貼りました。

補助金制度と修理工事

補助金制度が決定しないと修理工事に入ることが出来ませんでした。9月にやっと申請書の様式等が決定し、修理が開始できました。
重伝建は97.5％の補助金（国+県）が出たので、建物を取り壊すより費用がかかりませんでした。補助金は年度決済なので、一度に
工事が出来ず、修理に何年もかかるというデメリットもありましたが、10年を迎えて、9割以上の建物の修理を終えることができました。

ヘリテージマネージャーとして

地震直後からヘリテージマネージャーの育成事業が茨城県で始まり、約3年間行われました。歴史的建造物の修理・修景をしていく
中で、知識、技術を習得する必要性を感じて始めた事業です。茨城県内の文化財などの修理・修景にあたる建築士を育成しています。
今後も、建築士である以上勉強しながら、古い建物を修理・保存していかなければならないと、この災害を期に改めて思いました。

藤川氏

震災の前から、制度を導入していたり、建築士会の方々で、修景の作業を進めてこられたこと等があったから、震災後の復旧を適切に
行うことができたのだと思いました。

藤川氏

続いては、後半になります。「地域の人口の減少」、「少子高齢化」、「空き家の増加」というような現状の問題をそれぞれの立場からど
のように感じているかを、お話しいただきます。

川島氏

普段、商店街に外から人が来ることがない状況で、現実はとても厳しいです。人口減少はもちろんですが、空き家も増えています。コロ
ナが流行ってからは、住民も町を歩かなくなり、商店街を持続していくのが大変になってきています。最近になって店を断念するところ
もありました。私は商店会の会長をしていますが、会員数も減ってきており、基本的な商業活動も出来ていないので、残念ですが、ここ
は商業地域とは呼べなくなってきてしまいました。

武村氏

茨城県全体でも空き家が増えており、これから考えていかなければならないのは、空き家の活用です。ヘリテージマネージャー等の団
体や、各地域でも、伝建地区だけでなく多角的視点で歴史的建造物を保存しようという動きが出てきています。真壁でも、空き家を活
用する運動を進めていきたいと思います。真壁は、震災で特定物件の建築物を修理しましたが、使われていない建物がたくさんありま
す。補助金をかなりいれて修理していますので、そういう方にも、協力していただきたいと思います。

藤川氏

外から新しい人に入って来ていただいて使って貰ったり、あるいは、住んで貰うことが増えていくといいですし、もしかすると、コロナ禍と
いうことが、そういう一つのきっかけになるのではないかと思います。

寺崎氏

震災後は色々な制度で、行政的に支援をすることが出来ましたが、ここから先のことは、「町の人達と一緒に考えて、一緒に取り組ん
でいく」必要があると思います。

吾妻氏

伝建制度の理解

歴史的建造物のハード面では90%が直ったということなので、ほぼ完了しつつあります。しかし、住民の方々の伝建制度についての
理解がまだ不十分だと思います。何故なら、平成27年（2015）に伝建地区の住民にアンケートをとったところ「建て替えや修復の際
の手続きを知らない人が7割」、「手続きの方法の説明会をして欲しい人が５割」もいて、実際に、伝建地区に新築の建物を建築する
ときに、様々な制限があり問題が起こっています。なので、高齢者だけでなく、その次の世代に伝建制度を理解してもらう必要がありま
す。伝建制度は保存だけが目的ではないので、この制度を活かしてどのように住民が町を作っていくのか、それが一番大きな制度の
目的だと思います。まだ、真壁ではそういう制度を生かした「まちづくり」が成されていないと思います。

実は真壁は凄い町

先日、奈良県橿原市今井町の町並み保存会長をしている若林氏が真壁を訪れました。今井町は、江戸初期からの建造物が立ち並び、
重伝建制度が出来たのも、今井町の為に作ったと言われている程の見応えのある町並みです。その保存会長が真壁の町並みを見て
「今井町には無い特徴が数多い、恵まれた町です。こんなに広い道があり、家の門が凄すぎる。」と話されました。その時の模様を、ディ
スカバーまかべで制作している「かわら版」で「真壁は外から見ると凄い町なんだ」と、市民にお知らせしました。さらに、川越や佐原
の伝建地区に住んでいる方からも、真壁の町並みにお褒めの言葉をいただいています。真壁の町並みの素晴らしさや価値を、まだま
だ、住民は認識していないので、もっと誇りに思っても良いと思います。

まちづくりで恩返し

真壁の復興は「全国伝統的建造物群保存地区協議会」の支援、「国と県から最大で97.5%の補助金」、この支援があったからこそ、
真壁の建造物は復旧が成されました。だからこそ、支援に対してここに住んでいる私達としては、恩返しとして「活用を図るべきだ」と
考えています。真壁は外から見ると非常に魅力を秘めた所です。町並みだけでなく、豊かな土地、農業、周囲の山々も非常に真壁に
とって良い所です。茨城県で唯一の伝建地区であり、他の伝建地区とはまた異なった魅力があると思います。「重伝建地区」、「歴史
まちづくり法」、「登録文化財制度」という「制度を生かしたまちづくりが必要」だと思っています。そのためには「住民と行政が一体と
なったまちづくり」を推し進める必要があると思います。

これからの保存活動

コロナ禍ということで、今回の町並みゼミはWEB配信になりましたが、こういう状況の中でも方法を考えて町並み保存活動を行ってい
く必要があると思います。先人たちが作った、千年以上の歴史がある真壁を、一体我々はどのように未来に繋げて行くのか、この機会
にもう一回、考える必要があるんではないかと思います。

藤川氏

真壁は、伝建地区や建造物だけでなく、山が良く見えるとか、全体的に落ち着いた感じがあるとか、そういう魅力を今後、活用して豊か
な町にしていこうと、徐々に考え方も変わってきたのではないかと思います。また、川島氏のお話で、町に活気がなくなってきているとい
うことですが、「町としてその活力を何とかして取り戻すことが、今後の課題」だと思いました。

現状の問題と今後の展望 パネルディスカッション後半
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大会旗継承・次回開催地挨拶

2021年の秋、おそらく11月頃になるかと
思いますが「1300年の歴史を誇る奈良の
都」をベースにした奈良町で全国町並みゼ
ミの大会を開催したいと考えております。
歴史的な建物、それから、そこでの生活、こう
いった町の資産を如何に活かしていくのかと
いうことをテーマにして、色々議論を進めてい
きたいと思っております。
ぜひ、2021年の秋は奈良へお越しください。

VIEWER'S VOICE

アンケートに回答してくださった皆様 ありがとうございます

町並みゼミをご覧いただいて

⚫ 現地のご紹介ビデオ、ご講演、パネルディスカッションなど興味深く、大変参考になりました。ありがとうございました。ディスカ
バーまかべの皆様方も、復興後の新たな展開に向けて、ご尽力されているご様子がよくわかりました。

⚫ 基調講演が解りやすくて良かった。登録有形文化財が１００棟余もあるとは驚き、感動。地域への愛着と誇りを持つ女性のボラ
ンティアガイドが多い。

⚫ 町並み保存の意味やあり方を先生方が意見交換しているところが参考になった。建物が歴史的建造物等であっても空家では
意味がなくいきいきと使われている状態を生み出す、まちづくりが必要との強い思いを受けた。真壁地区は、まちづくりに関する
人間関係が確立しており素晴らしいと思った。

⚫ 町を案内して下さった皆様と、そしてお話をお聞きしたことで、町も、町の方々も「品格」をもっていらっしゃると本当に思いました。
先日、NHKBSで赤坂の迎賓館建設のことが紹介されていました。その中での迎賓館の外壁が真壁石だったことを知りました。
現在も真壁石は切り出されており、石工も活躍されているとのことで、何人かの石工の方が出演されていました。今に残る、文化
産業だと思っています。大都市の核をも生み出された石工も、真壁町の人だったと知り、一層真壁の町が輝いて見えます。

⚫ 今回、コロナ禍の中で初めての試みであるオンライン開催を苦労して実施された真壁の皆様に敬意を表します。リアルタイムで
の視聴はできませんでしたが、後日、YouTubeで拝見しました。長年真壁の町並みに携わってこられた河東先生の基調講演は
とてもわかりやすいお話でした。特に国登録有形文化財を増やして伝建につなげて行ったというところは、伝建選定を目指す私
たちにとって大変参考になりました。町並み紹介も、とても親しみが持てて良かったです。

⚫ 登録文化財の数に驚きました。地震から災害復旧の現場での苦労を肌で感じることが出来ました。復旧を断念された建物も
あったそうで、自然の恐ろしさと悔しさを感じ、実際に直面した時の行動を考えさせられました。立派な門がたくさんあり、実物を
見たいと思いました。ひな祭りの雰囲気が気になりました。

WEB配信で行う大会について

⚫ オンライン開催の良かった所は後で何度も繰り返して見ることが出来ることです。しかし、私の感じる全国町並みゼミへ参加する
ことの良さは、日頃なかなか行くことの出来ない場所へ行き、現地の空気や雰囲気を肌で感じ、そして何よりも現地の人達や全
国各地の人達との交流が出来るという点ではないかと思います。今回は誰も予期できない事態でしかたなかったと思います。ぜ
ひいつの日か、真壁を訪ねてみたいと思います。皆様のご健勝とご活躍をお祈り致します。

⚫ 現地の素晴らしい町並みを、全国の皆様に体験していただけなかったのはコロナというやむを得ない事情があったにせよ、残念
でした。しかし、シンポジウム、事前取材による町並み紹介など、最大限の工夫をされ、ネット配信を活用して、真壁の町並みの素
晴らしさを伝えていただいてありがとうございました。ただ、交流会のネット開催は無理がありそうですね。また、近いうちに、真壁
の町並み見学会を企画していただければ幸いです。

⚫ やはり現地参加がベターだと思うが、コロナ禍の状況下では仕方がない。

⚫ 多くの方が参加できる可能性があるように思います。

⚫ Ｗｅｂ開催は見ない。止むを得ないと思うけど、私のような高齢者の中には対応しない方もいるのでは。

⚫ コロナ禍のもとでオンラインで今回行ったことは「まちづくりの思い」が結集した大会となったのではないか。貴重な意見交換で
あったものと思われる。現場を見てその状況と感想について全国の人々と情報を共有し語り合いが出来なかったことは残念で
すがコロナ禍のなかでは安全安心面で適切な開催であったと思う。

⚫ 現地が少人数での参加がとても良かったと思います。時々、現地のみなさまのお話を伺えたことが良かったです。配信の場合、
パソコン操作が必要になりますが、今後必要なことだと思っています。

⚫ 現地見学、皆様にお会いできないのは残念ですが、 移動時間がなく、仕事を休む必要がないことなどから、今回のような開催
形能も有難いです。

⚫ 現地を歩いて、見てみたいと思いました。ディスカッションは画面越しですが距離感が近く感じ、リアルに話を聞けました。

謝 辞

第43回全国町並みゼミ桜川市真壁大会の閉会にあたり、全国町並み保
存連盟を代表して、謝辞を申し上げたいと思います。
桜川市の実行委員会の方々、そして、真壁の住民の方々、今回本当にありが
とうございました。
本来ですと、河東先生のお話やパネルディスカッションで議論にあった「真
壁の町並みが災害をどう復旧してきたか」を体感しながら、皆さんと議論し
たかったのですが、このような事態になり、一時は大会の開催さえ危ぶまれ
る中で、リモートという形になりました。
大会を決断してくださった真壁の方々、本当にありがとうございました。
こういったリモートの大会が今後の大会に一石を投じたかもしれません。参
加したいけれど、現地へ行けない等の方々には、こういう形での参加の仕方
というものが議論されるようになるかと思います。今後、この大会を検証して、
私達、町の保存連盟も次の大会の在り方を考えていきたいと思います。しか
し、この町並みゼミの良いところは「人と会って議論をし、美味しいものを食
べ、現地を体感する」が一番最高のベストな状態です。ぜひ、奈良大会はそ
ういった形で開かれることを祈念いたします。
本当に今回は真壁の方々ありがとうございました。

二十軒 起夫 TACHIO NIJYUKKEN

公益社団法人奈良まちづくりセンター理事長

荒牧 澄多 SUMIKAZU ARAMAKI

NPO法人全国町並み保存連盟常任理事
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真壁のひなまつり
お店や家に約１6０件、お雛様を展示しています。
真壁の町を歩きながらひなめぐりできます。

写
真
提
供

竹
蓋

年
男

真壁祇園祭
400年の歴史を持つお祭り。

昭和６１年（1986）に「五所駒瀧神社の祭事」として記録作成等
の措置を講ずべき、国の無形民俗文化財に選択されています。

大会当日

町並み案内撮影

実行委員会

47

大
会
風
景
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全国町並みゼミ大会履歴 1978-2020

第４３回全国町並みゼミ桜川市真壁大会

主催 第43回全国町並みゼミ桜川市真壁大会実行委員会

共催 NPO法人全国町並み保存連盟

後援 茨城県、桜川市、桜川市教育委員会、桜川市観光協会、ヘリマネいばらき協議会、茨城新聞社

国土交通省、農林水産省、文化庁、観光庁

公益社団法人全国国宝重要文化財所有者連盟、全国伝統的建造物群保存地区協議会

一般社団法人日本イコモス国内委員会、一般社団法人日本建築学会

公益社団法人日本建築士会連合会、公益社団法人日本都市計画学会、公益社団法人土木学会

公益財団法人日本ナショナルトラスト、公益社団法人日本ナショナル・トラスト協会

公益社団法人日本ユネスコ協会連盟、公益財団法人文化財建造物保存技術協会

歴史的景観都市協議会

第４３回全国町並みゼミ桜川市真壁大会実行委員会

大会名誉会長 大塚 秀喜（桜川市市長）

特別顧問 河東 義之（国立小山高専名誉教授）

顧問 稲川 善成（桜川市教育長）

大会実行委員長 吾妻 周一（ディスカバーまかべ）

大会副実行委員長 福川 裕一（NPO法人全国町並み保存連盟）

石塚 文彦（真壁まちなみ保存会）

監査委員 増田 豊（真壁まちなみ保存会）

大会実行委員 全国町並み保存連盟常任理事 荒牧澄多

ディスカバーまかべ（代表：吾妻 周一会長）

真壁街並み案内ボランティア（代表：鈴木 孝子）

街あかりプロジェクト（代表：村上 頼子）

真壁まちなみ保存会（代表：石塚 文彦）

桜川市建築士会（代表：鈴木 賢和）

登録文化財を活かす会（代表：三輪 巴）

ヘリマネいばらき協議会（代表：武村 実）

郡司 一男（VTR、写真撮影）

萩原 陸（桜川市地域おこし協力隊）

星 いづみ（パンフレット、報告書担当）

会計 村上 頼子（街あかりプロジェクト）

事務局 田中 宣寛（ディスカバーまかべ）

動画配信 Vチャンネルいばらき（VSC株式会社）

第 1 回 1978 愛知県名古屋市有松・足助町 町並みはみんなのもの

第 2 回 1979 滋賀県近江八幡市 明日へ活かそうわれらの遺産

第 3 回 1980 北海道小樽市・函館市 あたらしい町自慢の創造を

第 4 回 1981 香川県琴平町 息づけ!町並み町の顔

第 5 回 1982   東京都 語ろう明日の町並み町づくり

第 6 回 1983   大分県臼杵市 町並みに誇りと息吹と未来とを

第 7 回 1984   長野県飯田市大平宿 町ぐるみ語れ、町並みこそふるさと

第 8 回 1985   兵庫県龍野市 残そう、町並みの心と形

第 9 回 1986   福島県会津若松市・下郷町大内宿 町並みと商人文化の創造

第10回 1987   三重県松阪市 生活文化としての町並みを考える

第11回 1988   沖縄県竹富島 語ろう町並み、広げよう“うつぐみ”の輪

第12回 1989   栃木県栃木市 生かそう蔵の町

第13回 1990   京都府京都市 町並みはんなり、歴史都市

第14回 1991   秋田県角館町 町並みはお祭りのこころ

第15回 1992   福岡県吉井町 町並み再発見・ゆとりと調和

第16回 1993   埼玉県川越市 語りあおう町並みの未来

第17回 1994   長野県須坂市 明日にはぐくむ町並みの輪

第18回 1995   長野県南木曽町妻籠宿 町並み保存の原点を、みんなで喋り考えよう

第19回 1996   愛知県犬山市 みんなで考えよう保存・育成・創造の町づくり

第20回 1997   新潟県村上市 ひとなみ・まちなみ・まちづくり

第21回 1998   東京都 日本の町並み 東京の町並み

第22回 1999   大分県臼杵市 まちなみ・環境・まちづくり 今ふたたび臼杵から

第23回 2000   宮崎県日南市 文化財保護法50年 -伝えよう文化財の町並み

第24回 2001   北海道小樽市 21世紀・新しいまちづくりの手法と展望

第25回 2002   広島県福山市鞆 見ようや ! ふるさとの文化 -文化で生活がくえるかのう

第26回 2003   奈良県桜原市今井町 再び町並みはみんなのもの

第27回 2004   石川県加賀市大聖寺 ゆったりと行こう あったらもん

第28回 2005   岐阜県美濃市 とりもどそまいか 町並みの賑わい

第29回 2006   福岡県八女市 未来へ継承するぞ 町並み文化

第30回 2007   三重県伊勢市 伝えよう 心とかたちのまちなみ文化み

第31回 2008   愛媛県西予市卯之町 だんだん学ぼう よもよも人づくり

第32回 2009   千葉県香取市佐原・成田市 歴史を生かしたまちづくり

第33回 2010   岩手県盛岡市 「城下町」再生のまちづくり

第34回 2011   岐阜県飛騨市 つなごう歴史のまちづくり -飛騨の匠の技と心を伝えよう-

第35回 2012   福岡県福岡市 地域遺産の再発見とまちの魅力創出 -福岡から活かそう 町並みとアジア文化-

第36回 2013   岡山県倉敷市 つながる地域文化の伝統と創造 ～備中の風土力の発信

第37回 2014   佐賀県鹿島市嬉野市 つなごう歴史遺産 みがこう町並み文化 -有明海で栄えた塩田津と浜宿

第38回 2015   兵庫県豊岡市 ふるさとよみがえりへの想い ～コウノトリ舞う豊岡にて

第39回 2016   福島県下郷町大内宿・南会津町前沢集落 町並みを次の世代へ ～保存と暮らしの共存〜

第40回 2017   愛知県名古屋市有松 町並みは私が守る ～みんなのものから40年

第41回 2018   長野県長野市松代町・善光寺 町並みを守って歴史文化のまちづくり ~次世代へ・未来へ、伝える・つなぐ〜

第42回 2019 埼玉県川越市 歴史都市のこれから～過去に学び、今を見つめ、未来を思い、ともに歩む～

第43回 2020 茨城県桜川市真壁町 これからの町並み保存とは？ -度重なる災害からの復旧と、新しい生活様式の中で-


