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◆はじめに ～開催趣旨～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時代を刻む家屋や棚田など、暮らしの営みが時間をかけて創り出した景観は、生活の知

恵や工夫が詰まった皆の財産です。地元の人々が誇りに思い、多くの人を惹きつけるのも、

見た目の美しさだけでなく、その土地の生活文化をそこに感じとるからではないでしょうか。 

 今回の日本再発見塾では、これまでの開催地で行われてきた「知られざる日本の姿」とい

った従来のカタチから見方を変え、「これでいいのか、飛騨高山」と題した新たな視点から出

発しました。 

商品化された景観や失われつつある伝統文化に警鐘を鳴らし、『飛騨高山』という地域固

有の文化や風土の魅力を今一度見つめ直したい。「暮らしの豊かさとは何か」「その豊かさ

を持続させるために守るものは何か」を呼びかけ人の皆様と地元の人々が共に考える場に

したいと思っています。 

個々の気づきが飛騨高山を変え、そして日本を変えることへの第一歩となれば幸いに存

じます。 

 

日本再発見塾 飛騨高山実行委員会一同 
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◆塾開催に向けた準備 

≪2012年 1月 26日～27日：キックオフミーティング≫ 

1月 26日、高山市漆垣内町の「飛騨産業」本社会議室で、地元呼び

かけ人の挾土秀平さんと飛騨高山実行委員会による「キックオフミーティ

ング」並びに地元報道機関を集めての「キックオフ宣言」が行われた。 

キックオフ宣言では、挾土秀平さんがスライドを交えながら、「今回の『日

本再発見塾』では、皆が知っている地域だが、価値や魅力をもっと大切

にしていった方が良いのではという視点から飛騨高山を見つめ直す」と

いう企画意図を報道陣に伝えた上で、「金銭では買えない価値ある文化

を守るのは、地元に住む一個人が自覚して意識を高める事に懸かっている。崩壊していく飛騨の文化をこのま

ま放っておくとどうなっていくのか。それに対する方策を、この機会に皆で一緒に考えていきたい。決してシャン

シャンでは終わらせない。痛みを自覚させるような意味のあるシンポジウムにしたい｣と話した。実行委員長の飛

騨産業･岡田贊三社長は｢どんどん変わっていく飛騨に対して問題意識を深めていけるようなものにしたい。今

回の開催後、『あの時やって良かったな』と思えるようなきっかけになれば｣と語り、キックオフ宣言を締め括った。 

 

≪2012年 3月 21日～23日：高山まちめぐり合宿 （作家･塩野米松さん来高）≫ 

呼びかけ人で作家の塩野米松さんと東京の学生実行委員、地元実行委員メンバー

等で、高山市内各所をめぐり、地元住民との対話をしつつ、高山の風土がつくりだす

生活文化を探った。塾当日の「高山市内のまちめぐりコース」の検討や「石切り場」を

見学、地元情報誌のインタビューなどを行った。 塩野さんは合宿を振り返り、「人間と

いうのは本来、『自分が暮らしやすい生活の場所』をつくるもの。そのまちの人が感じる

幸せの方向はその地に住む人が決める事」と話した上で、「高山は日本の観光地が持

っている問題点が見えやすい場所。今回の塾をきっかけに、このまちに住む人がどん

な方向に幸せを見いだすのか興味がある」と語った。 

 

≪2012年 5月 4日～5日：郷土料理の合宿 （料理人･野﨑洋光さん来高）≫ 

呼びかけ人で料理人・野﨑洋光さんが来高し、飛騨高山郷土料理の合宿

が行われた。野﨑さんと実行委員メンバーは、高山市内の漬物工場などを見

学した後、高山市西之一色町の「飛騨高山 森のエコハウス」に場所を移し、

地元在住の女性史・郷土料理史研究家の神出加代子さんを中心に、地元の

主婦や同塾関係者ら 30人と「飛騨高山の郷土料理を学ぶ会」を行った。この

日の料理を担当した神出加代子さんは「今回、食材調達で予想以上の苦労

をした。これは、裏を返せば郷土料理の衰退を物語っている。『地産地消』と

よく耳にするが、いかに空洞的な言葉か。郷土料理は元の伝統食材あってこそ」と語る。 野﨑さんは「景観や文

化崩壊の一番先端は、実は食文化だと思っている。水は源流と下流ではどっちがうまい水か、本当はみんな知

っているはず。地元の人が遅れた文化だと思い込んでいるものは全然遅れてなんかいない。むしろ、とても裕福

な文化」と語った。 
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「第八回日本再発見塾 in飛騨高山」 全体スケジュール 

 

 
6月 2日（土） 

 

13:00    開講式     【日下部民藝館】 （国指定重要文化財） 

     
  

14:00    まちめぐり   ・川尻邸訪問（漆垣内町） 

        ・石切り場訪問（滝町） 

        ・小グループで古い町並みを歩く 

          

18:00    夕食  【日下部民藝館】 （国指定重要文化財） 

19:00    寄り合い     【日下部民藝館】 （国指定重要文化財） 

          

     

 

6月 3日（日） 
 

8:00    朝食  野﨑さんの朝粥  

11:30    昼食  【飛騨・世界生活文化センター】 
       

12:30    公開シンポジウム 
 【飛騨・世界生活文化センター】 

        ≪プログラム≫  
  ・第一部：呼びかけ人対談 
  ・第二部：地元住民と呼びかけ人 

パネルディスカッション 
  ・第三部：呼びかけ人からのメッセージ 

      

15:50    閉講式   
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 6月 2日（土） 

◆開講式：日下部民藝館 

6 月 2 日、高山市大新町の国重要文化財「日下部邸」座敷広間で「第八回日本再発見塾 in 飛騨高山」開講

式が行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡田贊三高山実行委員長は今回の日本再発見塾開講のきっかけや趣旨を説明し、最後に「高山の変化に

対して本音で語り合う貴重な機会が地元の勇気となる」と意気込みを語った。 

呼びかけ人代表の黛まどかさんは開講式の中で「初めて一人旅で訪れたのが飛騨高山。その一人旅で、千光

寺の五本杉と出会って以来、自身の守護木としている」と話し、「日本の宝であり、日本人の誇りである高山をど

のように継承していくか、地元の方と同じ目線で高山を見つめ、高山の今後を一緒に考えていきたい」と開講の

あいさつを述べた。 

 

「第八回日本再発見塾」に参加した呼びかけ人等は以下の通り。（敬称略・五十音順） 

河村晴久（能楽師）、隈研吾（建築家）、近藤誠一（文化庁長官）、佐川旭（建築家）、塩野米松（作家）、 

辰巳琢郎（俳優）、野﨑洋光（料理人）、挾土秀平（左官職人）、藤原誠太（養蜂家）、 

エバレット･ブラウン (epa通信日本支局長)、黛まどか（俳人）。 
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◆町めぐり  

前半は、飛騨高山の趣を感じる民家（川尻邸）や、高山の石を切り出す石切り職人の技を見学。後半は小グ

ループに分かれ、高山の観光の中心部、古いまち並みを歩いてまわった。 

 

「川尻邸」 （漆垣内町） 

高山市漆垣内町にある「川尻邸」は 1903（明治 36年）建築の個人宅。元教員で、この家の 17代目当主・ 

川尻雄一さんは小さい時から本物の職人技への関心が高く、父や祖父から自然と家の守り方の手ほどきを受け

てきたという。現在でも自らの手で、飛騨古来の自然素材による家の手入れや保存方法を実践している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伝統的な家に住む上で一番重要な事は「家を守りたいという思い」と語る川尻さん。「最近では、この家を残し

ていく事は自分の理想だが、次の世代に対しては守る事を強制したくないとも考えている」とつぶやく。「今後こ

の家をどう残し伝えていくのかという事が課題」と川尻さんは話す。見学したメンバーは、「本物の素材を使い、本

物の技術で歴史のあるものを守っていく事の難しさや素晴しさを目の当たりにした。いろいろと考えさせられる体

験だった」と話していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川尻家１７代目当主の川尻雄一さん（写真左） 
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写真左：楔（くさび=中央）と、両脇

の羽の部品が石を押し広げる。こ

の羽の部品を使うようになってか

ら、石がより割りやすくなったという 

 

 

 

手際良く石に楔を打ち込み、大きな石を割っていく新田さん親子 

「石切り場」 （滝町） 

高山市滝町にある「岩滝石材」は、現在飛騨でたった一軒の「昔ながらの石材店」。今は民宿を経営しながら 

74 歳の新田忠夫さんと 46 歳の息子の 2 人で「石切り場」を守っている。高さ 20 メートル以上ある石山から石を

切り出し、加工や石積みまで一貫して職人の手仕事で行う石切り職人の現場を見学した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石の材質は「砂岩」の一種で、耐久年数は 200～300年。かつては飛騨中の普請に使われていたという。現在

でも上三之町の側溝や宮川の護岸、家や寺社の石垣などに使われているがその数は少ない。一回に切り出す

石の大きさは直径約 2メートル。石の目を読んで岩山に「せり矢（くさび）」を打ち込み、一人でこじ落とす。重機も

使うが足場を組むような事はほとんどなく、命綱は腰につけたロープ 1本のみ。落とした石は半日から 1日かけて

注文の大きさに切り出す。石にドリルで穴を開け、差し込んだくさびをハンマーで打ち込む。割れ目に楔（くさ

び）を入れて力を加えると、見事に石が割れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昔は飛騨中にいたという石切り職人も今では新田さん親子のみ。「風雪に晒されると独特の風合いを持つ飛

騨産のこの石も、今ではコンクリートや輸入産の安いパネル石材に押され、この石の良さ知る目利きにしか理解

されない」と新田さん。「後継者不足と価値観の変化がどうしようもなく止められない。見積りでは完品納品を要求

され、大きめに石を切り出し臨機応変に現場で対応するという職人の技術力が評価されないという現状。現在行

っている千光寺（丹生川町）の仕事が最後かもしれないとさえ思っている」と語る。 
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町並み散策 

高山中心部の町めぐりに先立ち、古い街並み在住の方から現在の商店街や町並みの現状を聞く。「高山が

観光地として認知されてゆく一方、地域を知らない外からの企業が多数出店し、地元民の地域に対する思いや

考え方にも差が出てきた。大型観光バスによる滞在時間短縮も地元にお金が落ちない要因に拍車をかけてい

る」と話す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《さんまち通り～鍛冶橋～宮川朝市通り～弥生橋～八幡神社参道》 

引き続き行われた中心観光市街地の町めぐりでは、呼びかけ人、これまでの開催地ゲスト、実行委員を含め

たそれぞれが 4つのグループに分かれ、地元実行委員が「随所に存在する景観の崩れ」をポイント解説しながら、

「薄れ行く飛騨の風景」を案内した。 
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漬物の「煮たくもじ」や「胡桃の味噌からめ」など高山の郷土
料理が箱いっぱいに詰まっています 

デザートの「五平餅」。甘辛
いあぶらえみそがたっぷり
使われている 

 

朴葉のさわやかな香りが食
欲をそそる「朴葉飯」 

 

神出加代子さん 

◆夕食：日下部民藝館   

まち巡りを終えた一行は日下部民藝館に戻り、飛騨高山の郷土料理を味わう夕食会を行った。中でも、手製

の「あぶらえ汁」（すり鉢ですった「あぶらえ=えごま」を入れた香ばしい味の汁もの）は皆から大好評だった。 

夕食会を監修した、地元在住で女性史・郷土料理研究家の神出加代子さんは「“人あまり、食足らず”江戸時代

は大変な時代で、全国の中で人口が増えたのはこの地域だけだった、先人の知恵と工夫が活かされた郷土料

理を、健康のためにもおいしく食べてほしい」とこの日のメニューを説明した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あぶらえ汁」はたく
さんのおかわりが出
た 
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◆寄り合い：日下部民藝館   

夕食の後の寄り合いでは「飛騨高山に要るモノ」「飛騨高山に要らないモノ」についてアンケートをとり、「外の

目」「内の目」の比較をしながら、「何が高山らしさなのか」忌憚ない意見交換を行った。 

 

加藤秀樹（運営委員）：「要るモノ」では外の目の方が具体的で、呼びかけ人を中心にいろいろな所に行った経

験から、もっとここはこういう風にすればいいと具体的な提言や提案が多かった。一方、「要らないモノ」はさすが

に地元のほうが具体的で、外の目は全体的に抽象的なものだった。このアンケートをもとに、議論していきましょ

う。（アンケート回答の詳細は別表参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高津尚志（運営委員）：私は要るモノに、高山の美意識を行政

判断に反映させる仕組み、デザイン担当副市長、デザイン室、

デザイン憲章というのを書きました。昨日、飛騨産業に伺った

のがヒントになっています。皆さんの話を聞いていると、この柱

や条例がどうとか、すごく個別具体的なことは出てくるけれど、

それを一つ一つの抗議活動にしていくと、なかなか埒が明か

ないので、平和都市宣言のように「高山市は美をこういう風に

考える」というものを明確に作ったらいいんじゃないかと思いま

した。そして、憲章を守る役割としてデザイン担当あるいは美観担当副市長のようなものを設け、その人ができれ

ばアートディレクターの経験があり、高山のことをよく知っていたり、知ろうという覚悟のある方がそういう役割を果

たしていったらどうかなと。さらに、行政の中にデザイン室というものをきちんと作り、そこにはこの高山でこの町の

美しさの仕事をやっていきたいという高山出身の若者、あるいは外からの若者、ここも美術学校や文学や哲学な

んかを学んだ人たちを持ってきて、憲章をきちんと作る、そしてそれを行政の判断に反映させていく、なぜならば

そういった大きな背骨のような判断がないと一つ一つの条例や事例というのは必ず利害調整とか利害判断とい

ったものになってしまうので、利害調整を超えた理念のようなものが必要なのではないかと思いました。 
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近藤誠一（文化庁長官）：日本人の多くは何か困るとすぐ行政を批判する。

厳しい財政事情に縛られている行政は対応できず、バッシングにあって

段々下を向いてしまう。それでは埒があかないと思うのです。私は「要るモ

ノ」に「条例」と書いたのですが、今ある条例は必ずしも十分に守られてい

ないと思います。例えばヨーロッパは元々自分たちで文明を作り上げてき

たのだから、文明も文化も地元から発信するものだという意識が非常に強

いですし誇りもある。今流行（はやり）の能率性、効率性に動じたり、流され

たりしないで踏みとどまるだけの地元への誇り、自分の文化への誇りがずっと残っている。そういう思いを掲げて

それを形にする努力をすることが大切です。ちょっと抽象的ですが、それは条例でも憲章でも宣言でも何でもい

いんですけれど、どんどんそういう動きを形にしていくってことが大切なんじゃないかと思います。高山で批判さ

れる「外資」とは、短期成果主義で、文化を無視して金儲けだけを狙ってくる投資家っていう意味だろうと思うん

ですよ。外国であろうと、地元であろうとね。だからそういうものに対し、それを拒否する強い決意が街の人にない

とダメだ。だから経済的にいえばちょっと高いけれどもやっぱり地元の石を使う、そうすれば議会も市が庁舎を建

てる時に割高だけれども地元の石を使うことをアプルーブしてくれる、そういう雰囲気をつくる、それが私が申し

上げている社会運動であり、システムであり、意識の統一です。それがなければ国に突然頼まれても何もできな

い。要するに経済合理性で支配されていることを食いとめる強い意志が地元の人になければ物事はどんどん流

されていくということ。ほかの地域でも本当に悩んでいるところはたくさんあります。伝統芸能や工芸の後継者が

いない等の問題を抱えていますけど、最後は地元の人が経済性、効率性、合理性を乗り越えて伝統文化を維

持することが俺たちの生きがいなんだと思うかどうかで勝負がつくような気がします。 

 

挾秀平（左官）：僕はもうちょっと具体的、直接的に目を向けていかないと遅いと思

う。石のことを言ったのは、素材に重きを置くことが大切だと思ったからで、例えば

ヨーロッパの町の建築を高山にヒノキで全部作ったとしたら、５０年経つと全部高山

の風景になっていると思う。構造体は鉄骨でもコンクリートでもいいけれども、地元

の石、地元の木、地元の素材を重視していけば、どんなものを作ったとしてもそれ

はいい枯れ方をして、土地の風土が出てくるし、さらに、素材を指定したら工業製

品は使えないし、職人は生きるってことになると思う。そういう具体的で直接的なこ

との方がまちを作るには早いんじゃないかなって思う。 

 

 

 

 

佐川旭（建築家）： 高山は周りを３０００メートル級の山に囲まれ、古く

から、とにかく厳しい中で生きており、鎖国的に成り立ってきたところ

がある。そこで作り上げた伝統の原点にもう一度立ち返ってみてはど

うか。この風土の中で培われた人や物事のつながりから、豊かさとは

何かが見えてくるのではないか。今観光で食っていけているのは、先

人の残してくれたもののおかげなのだから。 
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塩野米松（作家）：秀平君が言っているのはそうだと思う。だけどそうなっていないこ

とが問題だと思う。それは地元の素材で地元の腕のある人たちを使って構造物とま

ちを作り上げていくことや、建造物を地元の素材にするかどうかが問題なのではな

いと思う。まちって風土そのものでしょう、歴史も風景も自然もあり、そこに人もいて

風土そのものがつくられていく。風土というものは多分出来上がってきたもので、こ

れから何かをしようとかという問題とは違う気がするんだな。それよりも、まず、自分

達が今どこにいるのか、今のまちになった理由を、高山の人たちは愚痴を言う前に

考えるべきだと思う。ここは愚痴が多過ぎると思う。アンケートの要らないモノに「愚痴」と「行政に期待するな」と

書いたのは僕です。 

 

國島芳明（高山市市長）：僕は鎖国という言葉がすごく好きなんですけれど、できれ

ば日本から独立したいんです。日本国とか岐阜県とか頼りにならないんです。まだま

だ実力がついていないけれど、独立国家になりたいくらいです。 

 

 

 

 

 

岡田贊三（地元実行委員長）：鎖国っていうのは、私は反対です。風土と

は土が地元でよそ者の風が種を運ぶというように、地元の土と栄養でそ

の種が芽生えていくからこそ文化が発展してきてるわけです。そういった

意味で今日のこの会も、外から来たよそ者の種を我々が受けて発展させ

ていきたいと私は思っています。あと、地元の文化に、地元の素材でな

ければならないのかと言われると、私の会社、飛騨産業の家具は今アメ

リカから材料を買っています。地元にはないんです。ですが、地元で育

った技術で作ることで文化を継承していっています。最近地元よりも県外から当社に応募してくる方が増えてお

り、飛騨の技術を学び、その技術で家具を作り、それが大変好調に推移しています。そういった意味で、愚痴ば

っかりでなく努力をしていることもあります。 

 

小林善輝（第六回塾開催地：長崎県波佐見町）：九州だと同じような話を湯

布院で聞きます。結局人が寄ってくるところにしかそういうお店って来ない

んで、高山もある意味上手くいっていると捉えることもできますよね。ただ湯

布院が今やろうとしているのは、外から来た人も一緒になってまちづくりを

考えようと、世代が変わり、若い人達が表に立って今やろうとしてる。これか

らの湯布院をどうつくろうかっていうのをやってるんだと思うんです。若い人

がここに帰ってきた時とか、地元の中でもまた違う意見がでてきたりすると思うんですね。その時に、これはいい

悪いじゃなくてやっぱり地域全体がもうちょっとそういう話をする場を作ることで、いい方にいくと思うんですけど、

高山でいろんな話を聞いてると、ここのまち自体はもうちょっと全体で話す機会をを作る方がいいのかなっていう

気がします。 
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海東英和（第二回塾開催地：滋賀県高島市）：僕も塩野先生と一緒で批判とか

グチが多いなと思って気分悪なりました。例えば橋が悪いんやったら、この橋

をこのようにしたいっていうプランをインターネットにあげて、高山市内の人や全

国の人に一千万作りたいってことを呼び掛ければ、動き出すことがいっぱいあ

るのは若者は知ってますよね。だから誰かのせいにするのはやめた方がいい。

高山市の外からの資本による商店の展開にだいぶ文句があったけど、私等か

らしたら来てくれるだけましやんって。働くことができて若者が定着できて、そのプラスとマイナスをちゃんと冷静

に考えたら、やっぱり「ああ息子が高山市内で働けるようになってよかった」っていうお母さんいるやろうし。高山

市って幸せに生きる全てのものが揃ってるようにも思える。良い方に転換していく何かしらの知恵とか方法とか仕

組みとか、そういうものが加わったら今からそういうこと始められる人は醍醐味にあふれたような人生の時間が始

まるんちゃうかなと思うんです。他人事のような顔しててすみません。他人でしたけど。 

 

日比野舞（学生実行委員：青山学院大学 3 年）：私もそうでしたが、もっと

地元の若い人に発信をしていけば、こういった活動に参加したいという若

手の人はいると思います。私は今回高山の郷土料理にふれ、ただ美味し

いだけではなく、風土を活かした調理法や、保存の知恵や工夫等を含め、

いろいろな意味で心が豊かになる食文化があることを学びました。改めて、

自分が住んでいる地域のことも知りたいと思っています。 

 

田中維之（地元実行委員）：方法は使い方ひとつで毒にも薬にもなるので、

「これが正しい」という方法はないと思います。要はシンプルに、「モノを大事

にするのか、しないのか」ということです。例えば家を作るのに百年もたせるた

め十年ごとに海外からの部品を使うのか、まあ少々高いけど百年もつものを

初めから使うのか。当事者が、同じ百年、その家をもたせたいと思うか、思わ

ないかが重要。方法の選択肢はそれほど無いので、「良いと思うモノそのもの

全部を大切にするのかしないのか」と、それだけだと思います。 

 

山田貴敏（地元実行委員）：本音で言うと、高山に住むのは大変だなと思う

ことが多いです。隣近所のことなど、田舎では、いろんなことが気になる。

行政の責任にするなと発言もありましたが、行政に抑え込められたところが

あり、行政は結構威張って僕らに接してくるので、それが行政の本質のよう

に見えてしまうことがある。そういった中でも、やっぱり私は話をしていくっ

てことと、高津さんがさっきおっしゃったデザインということに、もっと住民も

市もきちんと話す場をつくっていくことがいいのかなと思います。 
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池田徹（新潟県十日町）： どうしたらいいかわからないってことですが、丁寧

な暮らし方を取り入れてみてはどうでしょうか。今、原発の影響で全村民が

避難となってしまった、三回目の開催地、福島県飯舘村の方言に「までい」

という言葉かあります。昔は洗濯物にも時間がかかりますし、そういう意味で

は昔の方が時間がなかった。それでも丁寧な生き方をしていたと思うんです。

なのに今は、自分で勝手に忙しくして、忙しい、時間がないと言っている。便

利になると思いやっていることが、実は自分を苦しめているということもあるのではないでしょうか。料理もひと手

間かけたり、いい素材使うとか、ちょっと高いけどいいものを手に入れて丁寧に使う、そういう心がだんだんなくな

っているようなので、大変かもしれないけれど、ひと手間かけるっていうことから始めてみると、見えてくることがあ

るのではないでしょうか。 

 

黛まどか（俳人）：私は今抱えている問題のすべてに関わる大元になるのが文

化の教育だと思います。今日私のテーブルでは、特に家庭での教育が話題

になりました。今は世界的にグローバル化で均一化、均質化していますよね、

そういう中で何が高山らしさなのか。今日のお弁当もそうですが、何でこういう

料理ができたか、そこに高山の風土に根ざした歴史とか暮らしとか文化とかそ

ういう背景があるわけですよね。そういうものを各家庭、あるいはまち単位で教

育していく、伝えていくことが、このまちに対する熱い想いや誇りを育んでいくのだと思います。私は「要るもの」

に四季折々の祭り、家庭での行事を挙げました。昔はやっていたけれど段々やらなくなっていった行事がありま

す。そういうものを家庭の中でできるだけ伝承していくことが大事だと思います。 

 

奥原茂（地元実行委員）：僕は仏壇職人であります。モノづくり

の目からみて、川尻さんの家や古い街並みにある町屋建築など、

長い年月手間をかけてつくりあげたものが、外の人にあっさりと

壊されるのは、やっぱりちょっと辛いですし、今から作ろうと思

っても作れないものがでてくるのは情けなく思うところです。景

観についても、いろいろな決めごとがかなり細かく決められてい

るのですが、結局はそのルールが全然機能してないところがある。

まずは、そういったことを話せる場がみんなでもてれば、高山は変わっていくかなと思います。 
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加藤秀樹（運営委員）：挾土さんは高山の条例は京都

なんかと比べて緩いと言う。壁を鼠色に塗れとは書い

てあるけど、色がペンキであっても漆喰であってもその

材料はちゃんと指定されていないと。これはちゃんと指

定している方がいいとも言える。しかしルールっていう

のは厄介なもので、例えベンガラを使えと仮に書いて

あったとしても、じゃあベンガラを 1％混ぜりゃあいいの

かっていうことのように必ず抜け道があるんです。10 個

ダメって言ったら 11 個目を考えるやつが必ず出てくる。

ですから私はルールっていうのはある種必要だが、あまりそれに頼らない方がいい、最後はモラル、型だと思う

んです。それをみんなが守らざるを得ないようにするにはどうするかっていう方が多分長続きするし本物が残るん

ですね。行政には限界があるものです。だからあんまりお役所とかルールに頼るよりは、むしろ自分達でまちの

人間の中の愛着とか誇りとかを育てる方がいいのかなと思います。また、町の側になるべく大人数、高山全体で

はなく、地域ごとにある種の民間人の委員会を立ち上げ、そこに行政も入るとか、なるべく民の側でこういうパブリ

ックなことをやったほうがいいのかなと思います。 

 

日下部勝（地元実行委員）：私は日下部家十三代目当主です。こういう家

を持っていると負担になりますが、たまにいくらで売れるのかなと思います。

お隣の吉島さんは「日下部さんは 10億、うちは 5億だよ」って言うのですが、

私も吉島さんもいまだに売っていません。たぶんこれはお互い旧家に生ま

れた DNAのなせる技なんじゃないかなと思います。何年か前にテレビのニ

ュースで、美智子皇后のお家が売られ壊されるという報道を見ました。その

時思ったのが、例えばジョン・レノンの生家はイギリスのナショナルトラストで守られ、世界中のロックファンの聖地

となっているのに、かたや日本の美智子皇后の家が簡単に壊されることに、その時、軽いショックを受けました。

自分は戦後の教育を受けた一人なので本当に何を守らなければならないのかは、まだわかりませんけれど、こ

の国で歴史的価値のある家に存続の問題が起きた時には、簡単に壊すとかではなく、それを守ろうという議論が

できる国に、そういう国に、国民の一人としてしていきたいなと思います。この塾を私も皆さんも自分の中にある大

切なものを思い起こさせる機会にしていきたいです。 

 

 



高山に要らないモノ・コト（本質的に同じことを指しているものでも言い方が違うものは、基本的にそのまま記載）

内の目
（地元実行委員等）

外の目
（呼びかけ人、運営委員、これまでの塾開催地実行委員等）

（１）暮らし ・（駅前の）パチンコ、ビル（木造らしく見える建物にできないか）
・コンクリートの駅舎、駅前駐車場（あまりに風情がない）
・ファストフード、大型スーパー（主婦としては有難いが、古きよきものが壊
れる）
・電柱、高圧電線  ・使わなくなった電波塔  ・橋の色
・ビニールハウス  ・原発、放射能汚染物
・大量生産・大量消費のモノ
・壊してもすぐ同じものがつくれるようなモノ

・パチンコ、カラオケ
・（景観にマッチしない）コンクリートの側溝/橋の欄干
・大手資本のファストフード、コンビニ、自動販売機
・東京を本店とした支店  ・高速道路
・道路標識、大きすぎる看板、工業製品としてつくられたパネル
・明るすぎる照明  ・ペンキ塗りの橋、箱っぽい大きな建築
・小さな虫（町歩きの時に沢山飛んでいた）、川面に見える鯉
・祭りの時のお神輿のテープ  ・鉄塔

（２）観光 ・売り上げだけのテーマパーク土産物店、夜になると無人になる店
・全国どこにでもある（地域のものではない）土産物、他地域の名物
・古い町並みの外資による物販、外資のテナント（古い町並みに限り）
・カラフルな看板、景観に合わない土産物店、色のついた電球
・おいしくないソフトクリーム
・大型観光バス
・一時の客のためにつくるモノ

・高山産でない土産物、地元に合わぬ土産屋、海外の小物屋
・外資系ショップ/タレントショップ/全国（資本）チェーン店
・派手な色、原色の（カラフルな/色のキツイ）看板、ネオンサイン
・道路にはみ出すノボリや商品

（１）人々の
意識・営み等

・国や地域を愛せない人（文化伝承の意味を理解しようとしない人）
・まちづくりは誰か他の人がやるものと考えている人
・理念のない表面の意見
・噂話、陰口

・祭りへの理解に乏しい人  ・表向きのかたちに囚われること
・将来への悲観、今を嘆くこと、グチ、行政の悪口
・行政など見えぬものへの過大な期待、補助金頼みの町並みづくり
・余計なお節介
・美しい/醜いに関する枠決め、色眼鏡をかけて事実をみること

（２）観光 ・過度な商業主義、短期的な視点
・三之町の食べ歩き
・高山に来られた方へのクラクション

・目前の経済効率を第一とする考え方、過剰な商魂
・歩きタバコ、食べ歩き（ソフトクリーム、コロッケなど）
・浮かれた観光客  ・修学旅行

（３）行政 ・余計な工事、改築（そのままでいいじゃないか！）
・伝建地区での市の公共事業のやり方（見積りの取り方、工事期間）

・画一的な規制（建築、消防など）

１．要らないモノ
（有形物）

２．要らないコト
（無形、ヒト）

カテゴリー



高山に要るモノ・コト（本質的に同じことを指しているものでも言い方が違うものは、基本的にそのまま記載）　1/2

内の目
（地元実行委員等）

外の目
（呼びかけ人、運営委員、これまでの塾開催地実行委員等）

（１）暮らし ・今あるモノ（時間がたてばホンモノになる）
・長い年月をかけて創られた景観と建物（三之町、寺町、コケの生えた側溝）
・若者の遊ぶところ・高齢者、特に男性のたまり場
・山、川（江戸子川、宮川、大八賀川）、水（清潔な水路）、森
・何十年も使い込んで、なお美しいと思えるもの（建物、生活道具）
・作る人の配慮があり、使う人の心配りと愛着が生まれるモノ・作り直せないモ
ノ  ・新しい町並み（古い町並みを守るための）
・地元の食材を使った料理の本・木でつくられた食器や調理道具

・古民家、飛騨家具、側溝 ・造り酒屋 ・しつらえもの
・手仕事の体験所 ・職人の工房・宮川のきれいな流れ（水の音）
・新しいピクトグラム（絵文字）
・過去、現在、未来のドラマ（DVD：技術編、自然編、政治編・・・）
・大学

（２）観光 ・名古屋⇔高山の木目張りの特別列車
・センスのいい店  ・小さな食堂
・車の乗り入れができないエリアの拡大

・みたらし、五平餅の串を捨てるゴミ箱
・ホンモノの宿泊施設（チェーンではなく地元の手で）
・美味しいワインを飲めるレストラン

（１）風景 ・美しい自然 ・川の音・香り、木の香り  ・蔵の白壁など高山らしい情緒
・伝建地区での生活のにおい（医院、図書館）
・景観づくり（古い町並みの保存をしっかり、宮川の橋に統一観がほしい）
・周辺部の田園風景  ・屋根の美しさ（人を迎え入れる高さがある）
・中庭の景色の維持、修繕

（２）人々の
意識・営み等

・人が住み生活し続けること（人が住んでこその「まち」、商売だけの店は生き
ていけない）、生活力
・高山ならではの習慣（悪いものもあるが）
・市民が高山の伝統やよさを知ること（今回のように）
・高山の生活に自信をもつ、いい町だという誇り、愛する心（エゴではなく）
・高山の文化を市民に教育すること、小中学生への伝統文化の授業（継承）
・近所の悪ガキを怒鳴りつけるがんこじいさん
・イベントではない祭り（祭りの意味/精神面での位置づけを掘り起こす）
・自然エネルギーをもっと使うこと（エコシティを目指せる素材が沢山ある）
・質の高い木づかい（その技をもっている人）
・市民力/民活力/自立（市民がリーダー、行政は後押し）、町並み保存の財政
強化への努力運動
・町屋全体を守ること（匠＝人的資源、祭り、屋台、町屋、町並みは一体）
・どうしたいのかの意識・意志の集約、コンセンサス
・アイデア、発信力  ・畏敬の念  ・美意識  ・飛騨の人情
・わび、さび的な渋さをもっと深めること  ・若い人、子どもたち

・高山のまちに熱い思いを持つ人々、挾土秀平
・過去の暮らしを知る（誇りに思う、次世代に伝える、受け継ぐものを暮らしや観光に取
り入れる）
・土地、伝統、文化、町並みに対する愛情、誇り（祭り、朝市を大切に思う心）。
・品格、教養（学校や家庭の教育）
・地元の素材の良さの再認識
・自然とともに生きること、木の文化
・景色は皆の財産だと思う心（自ら景観保全に立ち上がる気持ち）
・自らの豊かさが分かる目を養うこと（幸せに生きる必要なモノは十分にあるのでは？）
・伝統建築とその暮らし  ・各家庭での四季折々の行事
・冷静で具体的な議論、対話（住民同士、住民と行政）、
  寄り合い、再発見塾のようなコミュニティの形成
・夢のある前向きな話  ・批判ではなくアクション（効果に向かう行動）
・地域の和、相互理解、一体性、コンセンサス
・よい空間を使いこなすこと  ・ナマの伝統音楽
・飛騨産業が「デザイン・エクセレント・カンパニー」になったプロセスを学ぶ
・アイデア  ・城下町と城の関係性強化  ・歴史を表現すること
・鎖国  ・中心価値を決め、それに基づいた町デザイン  ・子どもたち

カテゴリー

１．要るモノ
（有形物）

２．要るコト
（無形、ヒト）



高山に要るモノ・コト（本質的に同じことを指しているものでも言い方が違うものは、基本的にそのまま記載）　2/2

内の目
（地元実行委員等）

外の目
（呼びかけ人、運営委員、これまでの塾開催地実行委員等）

（３）仕組み・場 ・「高山らしい」委員会
・誰もが納得のいく町づくり/景観のルール（色のコントロール）
・飛騨高山の風土、景観、文化を守り活かすための条例、施策
・子育て支援の施策
・ホンモノを発見する機会（再発見塾）
・高山らしさを掘り下げた産業の活性化を考える市民会議
（地場産業の活性化・職場増⇒若者増⇒伝統文化の担い手増）
・仕事、職人が飯を食える環境（町は手によって生まれる）

「伝統的なものの保存の重要性を住民が認識し、次世代へ伝えるシステム」
・学校・家庭での教育、市民講座、スピーチ作文コンテスト
・新規店の開設・改築をウォッチする市民団体。それを支援する行政システム（条例強
化等）と十分な予算。
・市民の認識を深めるための祭りや習慣の維持。
「高山ならではの美意識を行政判断に反映させる仕組み」
・デザイン担当副市長職（経験豊富なアートディレクターで、高山をよく理解している/す
る覚悟がある人）
・高山デザイン室（文学・哲学・歴史等の素養があるメンバーを集め、景観等に影響す
るすべてを判断）
・高山デザイン憲章（条例等の思想的根拠とする）
・民の力で改善する仕組み（市民ファンドで橋の改修）
・戦略的まちづくり（通りごとに指導・規制・誘導）
・学生の活力の導入（例：デザイン塾、特に海外の学生のワークショップ）
・色の基準・憩いの場

（４）観光 ・古民家を活かすこと
・ホンモノの特産品、周知の努力

・「さるぼぼ」をマスコットキャラクターとして広めること
・上之町のコンシェルジェ  ・地の食べもの（材料）を現代風に料理する人
・浴衣姿のカップル  ・安易なバスツアーではない、ホンモノのわかる観光客
・来訪者にマナーを教えること

（５）その他 ・全国的な理解、協力、助け
・行政の理解、協力

・大局観のある政治家、プロデューサー
・職人の総合的なプロデューサー

カテゴリー

２．要るコト
（無形、ヒト）
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6月 3日（日） 

◆朝食会 

6月 3日の朝は、呼びかけ人で料理人の野﨑洋光さん調理による「朝食会」が催された。爽やかな空気のもと、

輝く新緑に豊かな自然を感じながら、五穀米を使った朝粥と飛騨高山の旬の食材をふんだんに使ったおかずは

大好評を博した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湧水を使って調理中の野﨑さんと学生実行委員 

地元職人の方々も準備や手伝い
を行った 

美味しい料理に、自然と笑顔もこぼれる 

http://ameblo.jp/saihakkenjyuku/image-11305333146-12085020066.
http://ameblo.jp/saihakkenjyuku/image-11305333146-12085163600.
http://ameblo.jp/saihakkenjyuku/image-11305333146-12085163599.
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◆公開シンポジウム：飛騨世界生活文化センター芸術堂 

 

 

 

 

6 月 3 日 12 時 30 分からは、地元民に広く参加を呼び掛けた公開シンポジウム「第八回 日本再発見塾～こ

れでいいのか、飛騨高山～」を開催した。あいにくの雨模様の中、会場には、「飛騨高山の文化や風土の魅力

を改めて見直し、暮らしの豊かさとは何か、その豊かさを持続させるために守るものは何か」といった問題に関心

を寄せる地元住民 500人以上が集まり、立ち見も出るほどの盛況ぶりとなった。 

  

岡田贊三 飛騨高山実行委員長 挨拶 

飛騨高山がどんどん壊れている。これじゃいかんという強い思いで今日を迎えた。高山の町をどうするか。そ

れを決めるのは高山に住む私たち。100 年後に残せるものをどう残していくのか。自分の問題として議論が起き

てほしい。自分たちの力で高山の町を守っていきたい。 

 

第一部：日本再発見塾呼びかけ人の対談 

司会…村尾信尚   パネリスト…近藤誠一（文化庁長官）、挾土秀平（左官職人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村尾：高山は客観的に見れば「勝ち組」。だけどこれからの高山はこれでいいのかというとそうはいかない。今批

判が出なくなってくると、高山の未来はどうなるのか、私はそれが心配。今回「これでいいのか高山」と、秀平さん

から話を聞いた。だけど会場には「これでいいのだ高山」という人もいるかもしれない。だったらシンポでは両面

激突して、私が中立な立場で司会を務めれば面白いシンポになると思う。このシンポが終わる時、「ああ良かっ

たね」と思われたら失敗。「私は納得しない。もう一度この場で決着つけようじゃないか」という思いでこの会場か

ら皆さんが離れれば、よりよい高山を考える一歩になると思う。 

 

挾土：東京で仕事をすると、ナンバーだけでも「かっこいい」といわれ、全国でも知名度や憧れが高い飛騨高山。

http://ameblo.jp/saihakkenjyuku/image-11301423016-12076487904.
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鳥取での国民文化祭、伊豆の松崎、栃木の益子など、町おこしのフォーラムなどに呼ばれると、地域と行政が一

体となり情熱あるまちづくりをやっているのがビシビシ伝わってきた。でも高山に帰ってくると「アレッ」と思ったの

が今回の始まり。 

 

近藤：高山は 6 月 2 日に半日かけて拝見したのが唯一の勉強で、昔との比較ができな

い。ただ、非常にストレートに申し上げれば、私が期待していた高山と、昨日見た高山に

はギャップがあった。文化庁が指定した伝建群の中に「えっ、どうしてこんなものが」とい

う所がいくつかあった。高山の問題は、全国津々浦々で抱えている問題で日本の問題

の縮図が高山にある。それはどういうことかと言うと、150 年前に明治維新で開国して西

洋の近代仕様を取り入れて、産業革命し、近代国家になり、素晴しい国になった。間違

いを犯して戦争に負けて、経済復興で大成功して、経済大国になった。生活が豊かに

なり、便利になり、安全になった。しかし最近じわじわと出てきたのが、日本古来の伝統的な精神、日本人魂、日

本人が本来持っていた美徳とか思いやりとか、それらを表している文化財、あるいは伝統芸能がだんだん失わ

れていく、後継者が減っているということ。これでいいのだろうか。150 年間の近代化のプラス面は十分に吸収し

たけれども、その間に忘れてしまったものがあるのではないだろうか。これから考えていきたいのは、利便性、安

全性、経済性、効率性を最上位に置くのか、それらを若干犠牲にしてでも伝統とか本物を維持する、経済に置き

換えられない価値に重きを置くのか、皆さんが考えて結論を出し、行動を起こしてほしい。ただし、伝統の価値を

知った上で仕方ないからそれを犠牲にしてもいいんだと判断しているのか、それとも本物の良さを知らないでな

んとなく目の前の経済主義に流されて判断してしまっているのかを、しっかり見極め、後者であれば若者から老

人までが本物とは何かや良さを改めて勉強して、本物と経済合理性とは両立はしないわけだから、うまく調和さ

せるよう選択する時期にきているのではないか。 

 

村尾：具体的にどこがおかしくてどこがいいのか。 

 

挾土：百聞は一見にしかずで見れば分かる。一つの板に着目すると、生地のまま風雪に枯れた木の肌がある。

ところがこれらに、飛騨では古い町並みだから古色で統一すればいいと、油性のような水性のようなペンキを塗

ってしまう。本当の木の素材の肌を、色をペタペタと塗ればもうそれで町並みなんだと、古色であればそれでい

いと。時間が経つと、油性のペンキがバリバリ割れてもう修正が効かない、木が死んでしまった状態になる。実は

古い町並みのほとんどで、このペンキが塗られている。新品で塗ると、もうプラスチックか木かわからない。古い町

並みが付近に建つ建物の外観は、セメント形成板をスレート板で打ってある。こうなってくると、枯れるっていう風

景が飛騨の自慢なのに、これは枯れることがない。他にも飛騨はもともと切り石で側溝が作られている。切り石の

側溝が水の町として唯一の自慢。石工の職人が手でトントンと叩いた石。表参道ヒルズの森ビルの社長が、この

側溝が美しいと、表参道ヒルズに側溝を作ったくらい。それが最近高山では、新しく整備され、中国製の御影石

の側溝になってしまった。古い 150 年前に家の前に、東京丸の内のような白い御影石で整備してしまう。僕はこ

れを見た時にダメだなと思ったのが今回の始まり。風景こそが飛騨高山、だから高山の景観条例で決まりがある

のかと思って調べてみると、色は古色なら鉄でもプラスチックでも塗ってあればいい、となっていた。要は本物の

雰囲気なら偽物でもいいとなっていた。今回僕は、ダメなものはダメと具体的に直接指摘し直していきたいという

のが狙い、そういうことを話し合いたい。 

 

村尾：この問題は高山だけではなく、日本全国で起こっている問題ではないか。 
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近藤：日本中津々浦々の都市や地域が同じ問題を抱えている。未だに明確な結論は出ていない。成熟した経

済の日本で、今後各地域が再生していくには、魅力ある町を作って若い人々を呼び戻すことが重要だが、その

ためには文化の力が必要だ。既にこうした観点に立って文化芸術、その地に伝わる伝統を掘り起こし、うまく発

信しようという動きがいくつかの都市に広がっている。その半分くらいは魅力をこれから探す段階。でも高山は素

晴しい物があり、そのプロセスがいらない。高山が一番前に進んでいるので、今後どうしていくのか、本物が大事

か、本物に似ていれば経済的な利益を優先させるべきか、住んでいる皆さんが判断すべき。小学生の学校教育

からみんなで議論を巻き起こし判断することが必要。 

 

村尾：挾土さんに質問。本物がいいとはわかる。だけど経済的に余裕がない場合はどうすればいいか。 

 

挾土：申し訳ないが反論したい。僕は伝統だけ守ればいいと言っているわけで

はない。景観として表向き一皮だけ本物を残せたらいいと思う。中も残してくれ

たら素晴しいが、近代的な生活をしてもらって結構。でもどうして皮一枚、市と市

民が本物の風景、本物の素材を使った柔らかい景観がつくれないのか。近代と

過去を併せもった景観は、表面の皮一枚保つ努力で簡単にできると思う。出来

ていないのは、意識がないからだと思う。 

 

村尾：一方で高山は観光地で、観光収入は大きな財産。文化を守りながら経済効果の増度を図ることについて

文化庁はどのように思っているのか。 

 

近藤：文化財をただ守るだけでなく活用すべきだというプログラムは国でも始めている。持っている文化財をフル

に活用し、魅力をアピールすることで観光客が来る、それにより地域が活性化することは重要で、それを助成す

る予算もとっている。他方、文化財は観光客が増えることで痛むリスクがあるので、それは防がねばならない。 

 

村尾：日本の人口は減少している。国内の再発見だけでなく海外への再発信といった努力はしているか。 

 

近藤：もちろんそういう努力もやっている。地下資源は有限だが文化資源は減らない。日本には素晴しい無限の

文化遺産が各地に眠っていて、それをいかに使い続けるか。ちょっとした工夫で伝統や歴史を生かした街づくり

ができ、そうした地域には文化庁長官表彰や助成もしている。それは海外からの観光誘致にもつながる。高山は

誰もが知っている町であることに安住せずに、将来の事を考えてもらえばチャンスはある。 

 

村尾：では挾土さん、高山は「これでいいのか」か「これでいいのだ」か、正直どっちの意見が多いと思うか。 

 

挾土：高山では今、経済が大事だし、人さえ来れば何でもいいと思っている。観光客を見ていれば分かる。高山

に来てもらうのは大変なこと。最低でも二泊三日する町。日本人の目利きが集まる町をつくったら、おのずと諸外

国の人たちが「ここはジパングだ」と集まってくるはずなのに、外国人ばかり集めると薄っぺらになって目利きはど

こかへいってしまう。日本人の目利きを集める町が、すなわち、世界の人が集まる町になると僕は思う。 

 

村尾：風景以外に食文化やファッションなど文化全般の危機についてはどう感じるか。 

 

http://ameblo.jp/saihakkenjyuku/image-11301423016-12078941088.
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挾土：伝統は、縄文の時代から革新を繰り返して進化して出来ていったと思う。今生きている自分から過去のこと

は変えちゃいけない。伝統は革新していくから、自分から未来はどんな風にでも変えていける、そういうメリットが

ハッキリしていれば、素晴しい町になると思う。 

 

近藤：日本人の生活において、文化芸術が占める割合は非常

に低い。日本人は幸せな国民ではないという統計があるが、そ

の一因がそこにあるのだろう。文化や芸術が持つ力、文化は人

を元気にし、明日への夢を与え、コラボレーションを生む力があ

り、その力をフルに生かせば、日本はもっと元気になれる。では

どうしたらいいか。家庭、学校、職場、コミュニティーにおいて、

文化芸術にどういう意味があるのか、人生にどういう意味がある

のか、もっとじっくりと議論して勉強してほしい。それが定着すれ

ば、おのずと伝統がいいのか、本物に似ていれば経済的な方

がいいのか、という判断が出来ると思う。伝統というのは、今あるものをそのまま氷漬けにして保存せよと言ってい

るのではない。文化というものは生きているもので、生活の中に根ざして初めて生きてくるもの。挾土さんがおっ

しゃったように、何も変えなくていいわけではない。これからの生活の中で、今まで先人たちが何百年も苦労して

残してきた良い物をどうやってその一部として残していくか。そういう発想で、これからの生活、学校教育、家庭

教育をやっていただきたい。 

 

挾土：そういう教育とか、これから議論すればいいとか、そんな遠い話はもう困る。今、目の前の事を一歩一歩ど

う直していくのか。直接的にやっていかなきゃ間に合わないと思う。僕、勉強してわかった。市民が悪いんですよ。

その先を考えると、やっぱり市が悪いと思えてくる。最後に行き着いたのは、文化庁長官が一番悪いと思った。

なぜかというと、去年パリに行って感じたこと。21 年前に訪れたパリの町の石畳は、排気ガスで真っ黒だった。と

ころが 21年ぶりに訪れたパリはライムストーンの美しい石畳があるきれいな町になっていて、大感動した。それは

フランスという国の文化庁が「こうしなさい」と徹底的に法律化し、地方自治体から市民まで下げているから。涙が

出るくらいきれいだと思った。ということは、俺、長官が悪いと思う。文化庁長官は、日本の景観をなぜ日本人の

美意識として守らないんだと、ガチンと言わないのか。僕は市長に文句が言いたいけれど、究極は、文化庁長官

が一番悪いと思う。 

 

村尾：僕は司会者だけど、ものすごく反論したい。今まで挾土さんが言ってきたのは、挾土さんがいいと思ってい

る文化。だけど僕たちは、僕がいいと思っている文化もある。ここに来場している方々がいいと思っている文化も

ある。文化の押しつけは困るんですよ、という人も絶対いる。だから、文化の価値を守るというのは、両立するの

かわからないが、どこかで文化と民主主義というものをやらないといけない。主観的に挾土さんの感性にはビビッ

とくるけど、僕の感性には全く響かないこともあるのだから。その時にどっちをとるか。それは民主主義しかないの

かもしれない。そこのところの限界をよく考えながら議論しないと、結局挾土講演会で終わったら、僕も嫌だ。そこ

こそまさにシンポジウムの激突するべきところだと思う。 

 

挾土：しかし、平等、平等と言っている間にダメになってきた 30 年なんじゃないですか、一度偏ってみなきゃあ。

「高山の景観はこうなんだ！」って偏ってみたら、逆にいい結果が残るものなんじゃないかと僕は思う。 
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近藤：フランスが素晴らしい文化政策を持ち、素晴らしい法律で文化を守っているのは、フランス国民がそれを

望んだからです。フランス人は「フランス政府は自分たちで作った」という意識がものすごく強い。フランス革命で

すね。政府は中央集権で、アングロサクソンから見ればすごい強大な権力を持った政府だが、フランス人は「あ

れは俺たちが作った政府だ。だから俺たちは信頼している。だから間違った事をやれば直す」。彼らは文化が大

事だし、ライバルだと思っているイギリスやアメリカと違うのは文化だ。文化は生活に根差していなきゃいけない。

だから、それを政府に言い、新しい文化大臣が出るとそれを注文する。こうして文化大臣が市民の力を背景に法

律を作って、場合によっては嫌がる個人―文化政策や文化財保護というのは、もっている人にものすごい規制

をかけるので、それを嫌う所有者が反対することがある― がいても、市民がバックにいて保護の為の規制をサポ

ートしているからこそ、それができる。だから、フランスの文化大臣は偉いですけど、文化大臣の独裁でやったん

じゃなくて、市民の力をバックにしてやった。日本の民主主義はそこまでいっていない。私も正直わからないとこ

ろがある。もっと文化財保護を強化し、自治体にも条例をもっと作れと言って保護した方がいいのか。しかしそれ

は個人の自由を害する事になる。それで皆さんは本当にいいのか、そこを知りたいのです。 

 

挾土：文化庁長官や村尾さん、呼びかけ人の皆さんが来てくれた「素晴しいフォーラム」で、それで終わってきた

30 年。だからどうするという具体的な事がいつもない。きれいな話でシャシャンで終わってしまう。そうじゃなくて、

今回はコレを直そうと一つ一つ積み重なっていかないと本当の町づくりはできないと思う。それが、偏ったカタチ

で 1 回やってみるということ。飛騨は「独立国家」だからと、他の地方は「飛騨高山は、われわれの地方と比べて

文化がこんなに豊かじゃないか、贅沢なことを言うな」と言われるが、そんな地方の話じゃなくて、飛騨は飛騨とし

てのレベルをもっと高めていくというのが、世界に対する飛騨になるわけで、それを「他の地方よりいい」なんて、

そんな話ではない。じゃあ 1個、こういう事をやり変えてみようぜ、という話がほしい。シャシャン会議は嫌です。 

 

村尾：これでは、とてもシャシャンで終われる会議ではない。 

 

近藤：私も具体論、アクションだと思う。明日からアクション、何をとるか。高校生や大学生でもいい、スピーチコン

テストをやって、今のような議論を何回もやって結論を出す。市民の意見を決めたら宣言として出して、次の市長

選挙で市民に問う。そうすれば物事は動くと思う。 

 

第二部：高山市住民と日本再発見塾呼びかけ人とのパネルディスカッション 

司会…村尾信尚 

パネリスト：高山…岡田贊三（高山実行委員会委員長）、國島芳明（高山市長） 

日本再発見塾呼びかけ人…河村晴久（能楽師）、隈研吾（建築家）、佐川旭（建築家）、 

塩野米松（作家）、黛まどか（俳人） 
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村尾：呼びかけ人の皆さんから意見を聞きたい。隈さんは高山の建築や素材にどういう感想を持っているか。 

 

隈：僕はかなり客観的に見られると思う。というのは、世界の中で高山的なとこ

ろで仕事をしているから。スペインのグラナダ、イタリアのナポリ、フランスのマ

ルセイユとかでも同じような会議をやっている。伝統的な町をどうするか、経

済と文化の問題とか、いろんなことを見てきた。客観的に見て高山はここ 30

年か 40年か、低下しているんじゃないかと思う。一つは、東京に対するライバ

ル心。中央に対するライバル心は、今挙げた町はどこでも持っている。例えばマルセイユだったら、パリのことを

何だコケにしてやるってくらいに思っている。ナポリはローマに、スコットランドはロンドンに負けないぞと思ってい

るから、ロンドンの人間とやるくらいなら、日本のわけのわかんない隈研吾とやっている。そのために、この 30 年

間ですごく変わった。マルセイユは、町にお金をかけて磨きをかけ見違えるように 30 年間で回復した。行ってび

っくりした。高山は、建築では日下部邸とか吉島邸などがあって昔から注目されていた。学生の頃から高山は憧

れの場所で、その頃に比べると、アレ？高山って進歩したかなという感じがする。世界的にはこの 30 年間ぐらい

でまちづくりとか町の景観文化に対してのレベルがものすごく上がっている。見る目が厳しくなって、「こんなのダ

メ」「こんな偽物イヤ」と、普通の人のレベルが上がってきた。それに合わせて宿泊施設のレベルも上がり、店でも

変な店舗をやるヤツが出てきたら、町のみんなが「何この看板やめろよ」とか、「この照明やめろよ」と言ってレベ

ルがどんどん上がってきている。本当に町の景観レベルは世界中で上がっているのに、高山は本当に上がった

かなという気がした。挾土さんが木にペンキ塗るなんてありえないと言っていたけれど、あれは世界的常識。挾土

さんが厳しいんじゃなくて、世界から見たらペンキ塗るなんてありえない。当たり前の事が、こんな日本の中でトッ

プであるべき町で行われていないなんて、僕はありえないと思った。中国の町、麗江のストリートや町の整備、小

川の整備等びっくりするくらいキレイにしている。世界のファイブスターのホテルがここ数年間に麗江にバンバン

進出しているが、高山にファイブスターのホテルなんか誰も出してくれない。そのくらい高山はちょっと遅れてい

ると思った。 

 

村尾：高山のライバルは、市長、どこですか。 

 

國島：ライバルは京都。小京都なんて高山が言ってるからおかしい。小高山が京都だと言われるくらいになりた

い。飛騨特有の文化を持ってくれば、世界がライバル。隣りの都市、隣の国、みんなライバル。 

 

村尾：市長、世界がライバルとはあまりにも抽象的過ぎる。当面、あそこだというのがないと行政も市民も動かな

いのでは。 

 

國島：おっしゃる通り。しかし、そんなところにレベルを持ってきたら全然ダメ。自分たちで作らなきゃいけない。あ

そこに負けたくない、と思っている感覚じゃダメ。自分に自信がないからあそこに勝たなきゃと思うもの。自分に自

信があれば、どこだって関係ない。我々のものは我々の手で作るんだというチャレンジ精神がないと全然ダメだと

僕は思う。 

 

村尾：京都のご出身の河村さん、今の話を京都から見てどうでしょう。 
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河村：大いに結構な話だと思う。私自身は 20年ほど前に観光でごく短い時間、

高山に滞在しただけ。しかし、昨日町中を歩かせていただき「ああ、変わった

な」と。町並みが変わっているのを感じた。京都も嵐山なんか、みやげ物屋が

ずいぶん景観を乱すようになってきているが、いずこも問題は同じなんだなと

感じた。京都は歴史がある町、文化が生きている町、能、織物、工芸、いろん

な人たちが生きている。生きているとは、使われていること、能ならみてくださ

る人がいることが、生きた形で残っているということ。古い物があるのが存在価値だが、それを京都の人が潰して

いく、とても悲しいことです。知らないで潰していくのが一番残念。知っていて必要ないと判断されたら、仕方が

ない。私の仕事は、600 年前に作られた能を舞台の上で演じる事と、人にそれを教える事。私がプロだと言える

のは観客があるから。感動がなければ観客は来ない。1000 年前のものを題材にして、650 年前の人が作品を作

る、それを以降 600 年間やり続けて、今私が身体を通じて表現する。だから能は古典芸能、伝統文能といっても、

あくまでも勝負するのは今、今の人がどう感じるか、だから私は現代劇だと思う。今いる必要があるかないか、だ

から変わり続けている。能は不変のものという人がいるが、違う。600 年前の能というものは全然違う。私が子ども

の頃とも違う。変わっていいのです、変わり続けなければ、その世の中で存在できない。ただし、600 年前に世阿

弥が考えたことは、世阿弥の時代には実現できなかった。能面も能装束も能舞台だってない。無い物ずくめ。そ

の中で世阿弥は土の上でやっていた。650 年やり続けて洗練したものを、私たちは今受け継いでいる。だから世

阿弥が目指してきた方向を進んできたものが今の能。この方向性だけは絶対に離れたらダメです。150 年前の

人がちょんまげ無しでやっている私の舞台を見たら卒倒すると思う。なんという邪道なことをやっているのかと。ひ

ょっとしたら100年後の人は、洋服を着ているかもしれない。そんな事したらいかんと私は思うけれど、100年後の

人は当たり前かもしれない。能の方向性を見失わなければ、変わっていいと思う。知らずに滅ぶ、という事だが、

高山の川尻家は、当主がおじいさんから話を聞いて家のことを大切に思っているという。家庭で、学校で、価値

を伝え、高山には立派なものがあるという誇りを皆さんがお持ちになったら、おのずとどうするかが見えてくる。

「よそ者」からでなく地元から議論が沸き起こるとよい、そこで暮らす人が知ること、知った上で判断することが一

番大切なことだと思う。 

 

村尾：私も「知らずに滅ぶ」というのは一つのキーワードと受け取りました。塩野さんはどうお考えですか。 

 

塩野：僕は世界中のあちこちの町や村を歩きますが、去年高山へ来て僕の

最初の言葉は「帰ろうかな」でした。妻と 40 年前に結婚した時に、時間がで

きたら一番最初に高山へ行こう、と僕は言った。その時には行けなかったが、

その後近くに来るたびに高山に寄った。僕の胸の中には高山の像ができて

いて、憧れや行ってみたい気持ちがあったのだが、去年来た時に「あ、こん

なもんだったらもう帰るか」になった。それぞれの頭の中にある「高山像」と、

今、高山の人が思って秀平君が吠えまくっている高山への不満とがあるが、あくまでも僕たちは「よそ者」というこ

とから考えていきたい。僕の故郷は、秋田県の角館という小京都で、僕の町も同じような事を抱えながら、武家屋

敷だけはできるだけそのままにしよう、元へ戻そうとして全ての電信柱を埋めた。僕が子どもの頃は舗装道路で

はなく、学校へ行く道すがら、学校が武家屋敷の中にあったので、両脇から水が湧いている静かな町の中を歩

きながら学校へ通っていた。その後に近代化が始まって舗装道路を作った。下に掘らずに、そのまま上に重ね

たので道路が 30 センチほど上がり、武家屋敷の中を歩いていても、歩く人から塀の中が見えるようになってしま

った。その道路のおかげで水はけが悪くなって、350 年前に植えた枝垂桜の勢いがなくなってきた。そこで「もう
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一度地面を元に戻して電柱を撤去しよう」と、僕の町は伝統保存の

一号だったと思うが、元に戻す努力をしてきた。そうして武家屋敷

の通りだけには観光客が来るようになったが、観光地として成り立

つ頃には、商店街の景観はすべてシャッター街に変わってしまっ

た。生きている町と死んでいる町が逆になってしまった。数十年前、

僕が子どもの時は、武家屋敷は昔のままで、商店街は勢いがあっ

ていい町だった。武家屋敷は取り残された町だった。ところが今は

商店街が死んでしまった。両方が成り立たないと生きている町にはなれない。秀平君は「外側一皮だけでいいか

ら景観をつくろうよ」と言った。もっと言うと、今すぐ変えてこの試みをしようじゃないかと言ったけれど、僕は文化

の枠決めは、本来他人に頼むべきではないと思う。僕のような職業では、好き嫌い、美しい醜いものについては

本人に任せ、外から枠組みは決めてほしくないと考える。今の高山は、僕が行きたいと思った高山ではないけれ

ど、この高山は長い時間をかけて、高山の人達が選択し、観光客が選択して作ってきたものだと思う。行ったり来

たりしながらここまで来たはず。いっぺんに変えたら、いっぺんにまた元に戻ってしまうのではないか。秀平君の

いう「一番極端な町」にするのなら、今のこの町を議論の定義にして、ここから戻すのか戻さないのか、今の町に

なぜなったのかを話し合わなければ、ただの愚痴にしか聞こえない。高山の皆さんは観光客を含めてこのままで

いいのか、いろんな人を集めて街角で議論できる雰囲気を作り、まずは今を確認する作業から始めるといいので

はないか。 

 

村尾：文化と経済は対立しかねないという議論もある。岡田さんは観光都市高山で生きてきてどう思うか。 

 

岡田：創業から 90 年以上の「飛騨産業」という家具の工場を引き受けているが、伝統と

いうものを重要視しなきゃならんと強く思って経営している。伝統の心と技術を大切に

受け継ぎ、顧客施行のものづくりを追及する本物の家具メーカーを目指すのが会社方

針。伝統は大事、心も大事、しかし今の顧客に対してどうなんだといつも問いかけをし

ながら伝統技術を守っていく、伝統の心を大切にしていく、そういう生き方こそ我々の生

き方ではないかと思っている。目先の経済効果よりも、長続きするものを。あと 8 年で

100周年の会社になるが、先人が残してくれた会社を次の 100年につながるような、そう

いう会社にしたいと全社員で考えている。経済効率よりも、先を長い目で見た経営が、今後の経営ではないかと

思う。今やらなきゃどうなるんだという話と、教育が大事という話があるが、言葉の教育よりも、背中で見せる教育

が大事。我々がマズイなと思ったことは、たった今すぐ直していく、それを若者が見ていて、じいさん、父さんがあ

んな事をやっていたな、俺も町を壊したらいかんな、そんな思いを持ってくれたら、これが本当の教育ではない

か。もう間に合わない部分は、今、手をつけていく。それを子どもたち、若者が見て、次を引き継いでくれるので

はないか。 

 

村尾：大富豪が文化を保持維持してきた部分が世界中にあるが、現実に財力で文化を保っていかなければい

けないことを、市長、どう思うか。 

 

國島：おっしゃる通り。逆に、「お金を出されると自分たちが制約を受けるから、もっとフリーに自分たちの伝統的

な文化とか伝習、芸能を続けさせてもらいたい」という考え方の人もいる。生活そのものの考え方と、物の保存と

の 2つの関係が出てくる。物にはお金が必要になってくる。我々が目的として、3年間なら 3年間、これだけ皆さ
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んに負担していただくと、これだけの物がこうなります、というものを提示して合意してもらい、やっていただくのが

いい。今まだ 1 年半しか市長をやっていないので、そこまでいかないからダメだが、今は市民の皆さんが法律、

条例、規則を変える組織を作った。そこで議論し、市民に投げかけることが必要。 

 

黛：飛騨高山の町には特別な思いがある。25年前、生まれて初めての一人旅が高山で、

日本にこんな素晴しい町があったんだとびっくりした。その後何度か足を運び、ある頃か

ら何か違和感を覚えるようになった。ますます観光地化してきて以前と違ってきた。私自

身も旅を重ねるうちに見る目が変わってきたのかもしれない。元々ある伝統的なものと今

の風俗というか流行りものが混沌とし、本当にこのまま行っていいのかどうなのか、町自身

が抱える迷いのようなものを感じた。京都には舞妓のコスチュームをさせてくれるところが

あるが、あれと似ている。本物の舞妓と偽者の舞妓とは見る人が見れば明らかに違う。偽

者の舞妓には何か違和感がある。飛騨高山は本来、本物の舞妓であるはずなのに、偽者の舞妓に見えてきて

しまう違和感があった。昨日、川尻家や石切り場に行き、現場の声を聞いた。個人レベルでは懸命に古い家をど

うやって守っていくか考えていらっしゃる。それにはお金も手間もかかる。石切り場では、次の注文が来るか来な

いか分からない状況の中で、それでも親子で必死になって石を切り出している。個人にものすごい負担がかかり

ながら、支えようと踏ん張っている人がいる。そこがつながっていかない。町もそう、中心街の古い町、周囲を取り

囲むようにある普通の町、行政、それらに間があって埋まっていない歯がゆさを感じた。 

 

隈：町の整備を具体的にやらないと間に合わない感じがする。京都はマンション規制をして高く建てないようにし

た。高さ規制を進め、磨きをかける道へ方向転換したことで、ものすごく先に行ったのだと思う。もう一つ具体的

に提案したいのは、宿泊施設が弱すぎること。スペインにしろ、ポルトガルにしろ、公がお金を出した宿泊施設が

すごく観光客を変えている。町並みレベルや観光客の質をも変えた。僕は、高山に来て泊まる気がしない。泊ま

る気がしない町は、浅はかな観光の方へ行ってしまう、ソフトクリームの食べ歩きの方へ。ちゃんと泊まる気がす

る町にしてほしい。市長には宿泊を重点的に整備して町を変える具体的な方策を望みます。 

 

村尾：佐川さんは同じ建築家として高山の町をどう感じるか。 

 

佐川：昨日、上三之町を通った時、他の通りと比べて軒下が低い感じがした。多分、

飛騨高山の人たちは自然と人間が生きていく境界のギリギリのラインで厳しい生活を

生きてきた気がする。そうすると、100％物を食べると冬を越せない、じゃあ 10％残し

ていこう、といった品をもたせた考えが、上三之町の風景を包む要素になっているの

ではないか。また、そこにはもてなしの心があって、人を優しく包む先人の想いが、

あの建物を作っていったのではないかと思う。それが今見ると、町の風景がつるっと

しているというか、通り過ぎてしまうというか、引っかかるものが何もない。30年前はざらっぽい感じがしたのだが。

挾土さんが言うのは、ペンキ1つは大したことがないかもしれないが、風景というのは 1つ壊れると、どんどん崩れ

ていくものだということ。風景の大事なところは重層的になっていくことで初めて出来上がるということ。壊れてい

けば壊れていくほど修復する時間がかかる。30 年かかって壊れたら、30 年かかって戻していく力、やはりそれは、

役所にお願いするのではなくて、市民力、地域力が問われる部分ではないか。人のせいではなく、自分達がどう

いう町にして、どういう暮らしをするのか、この町があることは「心の価値」なんだと、そこで豊かさを作ってく。残念

ながら観光で食べていくと、一部だけが繁栄して周りがダメになっていく傾向がある。生きている町と生活する町
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とが互いに連携をとっていくべきなのに、みんなバラバラな気がする。近代から現代に豊かさを求め、日本は発

展したが、豊かさの裏側で、みな分業化されてしまった。我々人間の生き方も分業化されてしまった。今こそ繋

いでいく、人と人とを繋いでいくことが必要なのではないか。食文化も全然なっていない、建物だけ残してもダメ

だと思う。ギリギリで生活したところには食文化があったはず。暮らしと景観は全部繋がっている、それが「生活」

だと思う。 

  

村尾：呼びかけ人の皆さんのご意見は、「よそ者」の意見。ありがたいと思う一方で、観光客の目線としては、わ

からなくもない。ただ飛騨高山に生まれここに骨をうずめようという生活者の目線の風景はどうか。生活者の目線

から見ると、今、絶望した、ダメだったと思うようなそういう生活スタイルになっていくうえで、合理性もあったと思う。

その辺は、生活者としてはどう受け止めたらいいのか 

 

塩野：僕の住む角館にある武家屋敷では、たくさん雪が降り冬はとってもつらいので結果的にはそこに住んでい

る皆さんは暖かいアルミサッシの家に住みたがる。ところが皆は武家屋敷は昔のままであってほしいと思う。ある

一時期にアルミサッシが入ったりした。でも皆の意見は、できるだけ元の通りに戻してほしいとなり、そこで、もう一

つ別の住宅を作って残すか、どうしても出て行きたい人のために、残すために町が屋敷を買い上げて保存する

か、ということになる。今、ここに至った高山の変化というのは、便利さや暮らしやすさを求めてきた変化の結果な

のだと思う。生き延びるための商店や経済の問題もここに表れている

のが現状。皆さんが長い時間かけて選択した結果の形だと思う。秀

平君があれだけ怒り、古い町並みの住民も訴えた。皆、僕たちに何と

かしてほしいと訴える。それに対して、僕から質問があります。秀平君

や皆さんのご意見について市長は具体的にどう考えるのかを聞きた

い。なぜなら、これは僕たちの問題じゃなくて、皆さんがまず市民とし

て行政として考えていくことだから、行政は市民の悲鳴をどう考えてい

るのかを知りたい。 

 

國島：挾土さんの意見は最高に認める。私もその方向で行きたいと思う。ただ、

現実問題としてそこに住んでいる人がいる所有物に公的な制約をかける場合、

私は民主主義の中での決定が必要だと思う。市長として民主主義の決定を

促すために、こうあるべきでないですかという権利は持っている。選挙で選ば

れたわけですから私は。不都合なところを少し我慢していただき、公共の空

間は自分のものではなしに、社会のものなので、一時的にお借りしているとい

う感覚を持ってもらうために説得する時間をいただきたい。合意を作っていきたい。市民政策検討委員会を作っ

て、そこでおかしい条例があったらおかしいと、市民の声を出してもらいたい。私は元に戻していくというか、今あ

るものを是か非かというと本物に戻していくことをしたい。空白の 30年間で、日本は日本人としての心を忘れてい

るんじゃないかと長官もおっしゃったが、それが今の家、物、形、風景に象徴されていると思うので、それを元に

戻すことを先頭に立ってやっていきたい。 

 

黛：市長から市民に我慢してもらいたいことがある、という話だが、パリを見て思うのが、市民の人たちがこの町で

生きていくんだという覚悟があるのだと思う。私は初めて 6 年前にパリでアパートを借りて、父や母を連れて来た

いと思ったが、すぐにこれでは連れて来れないと思った。なぜなら、地下鉄のエレベーターなどが整備されてい
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ない、セーヌ川のほとりの遊歩道に柵がない。皆酔っ払って歩いているが、落ちる人がいないのかと聞いたら、

「よく落ちてるよ」と言う。もし日本だったらすぐに行政に文句がいくと思うが、それは自己責任だと。ここに柵があ

ったらパリの街が綺麗じゃない、私たちは観光で食べているんだから、過去の遺産に手を加えて転ばぬ先の杖

だらけにして、街の景観を損ねてはいけない。少々不便だけどそれは我慢しなくちゃいけないと。私が借りたア

パートもものすごく古いアパートで、しょっちゅうトラブルが起きる。停電、断水等、一度はシャンプーをしていて、

一番泡が付いている時に突然水が出なくなったことも。大家に電話すると「あなた、水の買い置きはないの、それ

でゆすぎなさい」と言われ、ペットボトルの水で洗った。パリでは皆そういう暮らしをしているが、誰も文句を言わな

い。それはパリという街に誇りと愛情を持っているからだと思う。あるいは観光地として生きていくんだという覚悟

があるからだと思う。高山の人たちは「観光で生きていく」という覚悟を確認し合う必要があるのではないか。 

 

村尾：呼びかけ人の皆さんは、高山市民の皆さんにある意味、覚悟を迫っていると思うが、岡田さん。 

 

岡田：その通り。高山の町は我々の次に繋いでいくべきだと思う。もちろん行政の協力も必要だとは思うが、全て

の人に覚悟がない、受け身で生きている感じがする。私自身も覚悟を決めた潔い生き方をしなければと思う。 

 

村尾：挾土さんのメッセージは僕もすごくよく分かる。自分の心が彼の言葉で震えることがある。一方で、市民は

鈍感なのか、私はどうもそうとは思えない。しがらみだらけの地域社会の中で意見が言えない人もいる。しかし本

当に変わるためには、そういう声を挙げていない方たちを説得しなければいけない。それは高山に住んでいる人

たちの責任。それにはどうすればきっかけがつかめるのか、アドバイスがほしい。 

 

河村：私のやっている能には修業をする必要がある。26歳の時から 5

年間、私は師匠の家で内弟子修業をした。内弟子修業とは、休みは

5年間で年に 2日、24時間スタンバイ、先生のことを全て言われた通

りやる、まったくの丁稚修業で、今まで能の主役をやれていたのが、

舞台で舞うことはほとんどなく、朝の掃除から始まって先生の身の回り

の世話、着物をたたむ、カバン持ち、荷物の運搬、じっと我慢

の生活です。自主的に自分で考えることは否定され、言われた

通りやる。不自由な「しがらみ」です。でも 5 年間の年季が明け

て外へ出た時、自分の意思で道を歩けることのありがたさ、世の中が輝いて見えた。昔の人は、かなりのしがらみ

の中でしんどい思いをして暮らしていたんだなと思う。不自由な経験をすると、自由のありがたさが分かってくる。

ただし、現代の生活は変わってきた。昔の人、特に女性の暮らしは本当に苦しかったことを飛騨高山の女性史

の本を読んで知ったが、そっちへ戻る必要は全然ない。不自由をした後に得た自由、今があるというのは、家の

建て方、この町のつくり方、この産業の方法が一番ふさわしい方法で進んできて、また人が望むから変わってき

ているということ。古いことから考えてみると、あるべき姿が見えてくるのではないかと思う。あと、ちょっと我慢する

ことは、ちょっとくらい高くても、これをやる方がこの町の産業全部の為にいけるんじゃないか、少しよそより高くて

も、高山の大工や左官なりの高山の産物を使うことで高山全部が元気になるじゃないか、という視点、目先の経

済効率だけに追われない余裕が必要だと思う。 
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村尾：観光客と住民が対立の構図で描き出されたり、文化と経済は

両立しないんじゃないかと描き出される。地元の産品を使うことは地

産地消であり、地域活性化にも繋がる。対立構図からひとつ超えた

ｗｉｎｗｉｎの構図をどう模索していくか、具体的に「高山モデル」を創

っていくような提言がこの場から生まれるといいなと思い始めている。

その中で一つ、「知らずに滅ぶ、知っていてそれでもいいのならしょ

うがないが、高山の良さを知らないまま滅ぼすのは惜しい」という言

葉は私も腑に落ちた。だとしたら教育の場で、若い人に高山の文化や生活の良さを教えるという試みはやってい

るのか。やってなければ市長に提言したい。 

 

國島：積極的にやっています。例えば、小学生が陣屋や高山の町を案内してくれるまでの郷土学習をやってい

る。しかし、それとは別の必要性はものすごく感じる。さらに子どもたち同士で議論をするような場を作り、それを

大人が聞くという場は作ったことはないので、そういったものが必要だと思う。 

 

村尾：行政、住民、我々自身が我々の良さを知るという方法について、どなたかご助言いただければ。 

 

塩野：これはロンドンの話ですが、ある人が友人の家を直そうとしたが、そこはレンガ造りの古い 4 階建ての建物

で、アパートのようにずっと続いている。これを直すには、彼の権利はあるのだが、歴史のある古い建物なので、

彼は自分の家の前に、自分の家を直したい旨を掲示板で出さないといけない。それに対して反論が出て、直す

ことに反対の人がいた場合は、役場が来て「こういう意見が出ているがあなたの意見はどうだ」と照らし合わせが

あるという。秀平君は高山の町を案内するたびに、「この橋はカンカンいうんだよ、この鳥居は鉄板で囲まれてい

るんだよ」と僕たちに様々な苦情を言った。「僕らに言うなよ」と思いつつ聞いてきたが、秀平君の声はこの場に

いない人にはなかなか届かないと思う。そこで、例えば鳥居の前に意見書を貼ってみてはどうか。皆の意見を聞

きたいと。この鳥居に関して皆で議論をしようと、賛成の人もいるかもしれないし、反対だと思う人もいるかもしれ

ない。とにかく、入口を一個見つけて、様々な部分で議論を始める場所、それも市民レベルで議論をする場所を

作ったらいい。それに観光客も加わればいい。大人たちが議論している姿が子どもに伝われば、その意思が伝

わっていく。そんなふうに議論を踏み出せる場所を作ったらどうか。 

 

佐川：町の表と裏、至る所を見て気付いた「外の目」「内の目」を各層に置いて、小学生の目、中学生の目、高校

生の目、昔はこんなに良かったという懐古主義でなく、みんなが議論して話し合える場を作る。50年かかるかもし

れないがこんな町にしたいなという話ができる場を、まず今日からスタートしていくのがいいのではないか。 

 

村尾：声をあげられる人はいい、言いたくても恥ずかしいという人が大半。高山の人はみんないい人だけど、な

かなか声に出して言える人がいない。そういった声をすくい上げるためにはどうしたらいいのか。 

 

國島：挾土さんも一回僕のところへ来て吠えて帰っていった。でもそれからもう来ない。彼は僕のこと諦めたのか

もしれないが、決して僕は彼のこと一人にするつもりは全然ない。「市長が言ったから」と、世の中がシャンシャン

と終わっていく世界はよくない。だから私の責任で、私の権限で、私の持っている手法で、市民の皆さんに投げ

返していくということを責任持ってやらせてもらいたい。 
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岡田：声をあげるということで最近体験したのだが、3.11 の時に脱原発デモをやろうと誘いを受けた。「今さらデ

モなんて」と思ったが、今、声をあげておかないと子どもたちにすまないんじゃないかと思い、やろうと一声あげた。

その声を皆に伝えたら、1週間で 200人が賛成するから署名するよと言ってくれた。そういう声を待っていた人が

いたんだと感じた。デモ当日、500 人が集まり、市長も来てくれた。声をあげればこんなに反応があるんだと実感

した。私はこれからも声をあげていこうと思った。何か発言し行動するという勇気を皆さんにも持ってほしい。 

 

黛：声をあげる勇気がなくても、できることはいっぱいあると思う。そ

の一つに、家庭での教育がある。いかに日常の中できちんと活かし

ていけるか、立ち居振る舞いやご飯の食べ方、挨拶の仕方、そうい

う中に「高山らしさ」があるのだと思う。美しい町とは、景観とか自然

等、見える部分もあるが、見えない部分にもある。それは先人を含

めたそこに住んでいる人たちの意識。いかに大事に伝統を守って

きたか、今活かしているかという意識。暮らしぶり、言葉も然り。旅で

近江に行った時、電車で偶然居合わせた地元の方から「北しぐれ」のお話を伺い、そのことが忘れられない思い

出になっている。私はそれが文化だと思う。世界中がグローバル化に進んでいるからこそ、ローカル、高山でし

かないものを大事にしていかねばいけない。高山の歴史、高山って何だろうということを家庭で教えていく必要

がある。昨日訪問した川尻さんも、なぜこんなにしてまで家を守っているのかと聞いたら、祖父からいろんな話を

聞いて、守らねばという気持ちになったと。石切り場の新田さんも、父が働く姿を見て、息子さんも何とかして継ぎ

たいと思ったと言う。町として具体的な政策を作る一方で家庭での教育が重要だ。 

 

村尾：家庭や生活に深く根ざした問題について、日本に暮らしているエバレット･ブラウンさんの外国から見た視

点や考えを聞きたい。 

 

エバレット：一つは本当に観光地を目指していいのかということ。観光地を目指すとただの偽物になる危険性が

ある。高山の良さは、昔からのご先祖様が伝えてきた文化だと思う。その文化が今どこにあるのか、偽物の文化

になってしまったところがかなり増えているのでは。町を歩きながら感じたのが、町の雰囲気や心がちょっと「貧し

い」ということ。それをどうしたらいいかなと思っている。この地域の人に聞きたいのは、自分の生活の中に文化を

どこまで持っているのか、毎日毎日の日々の暮らしの中で、いつ文化を感じているのかということ。 

 

村尾：「貧しい」という日本語が出ましたが、頭の中に浮かんだ英単語は何ですか。「プアー」ですか 

 

エバレット：すぐ思い浮かぶのは「ディプライブド」。「与えられなかった」という意味。それは国の政策もあるし、地

域の宗教観とかもあるが、一番根本的なのは家族や家庭の中でどこまで伝わっているのかということ。 

 

村尾：やはりこの問題は、生活や文化に根差した部分から行政レベルまで、総力戦でやってかないとダメだと感

じる。観光客のためだけでなく、ここに住む私たちのために意識改革が必要。高山に住んでいる岡田さん、市長

からまとめの感想をお聞きしたい。 

 

岡田：自分ができることはやっていこうという思いが強くなった。仲間を増やして議論していきたい。このフォーラ

ムがそのきっかけになれば。ご参加の皆さんと手をつないで未来をつくっていけたらいいなと思っています。 
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國島：まずは、他人事なのにこんなに真剣に考えてくださりご提言くださった皆さん

にお礼を申し上げたい。お伺いしたことは全て、私たちが考える材料。フランスが政

府の予算の 1％を芸術文化に充てると決めているのは、心の豊かさ生活の豊かさ、

自分たちの民族の誇りを守り続けるためには、芸術文化が一番の力だと思っている

から。私も共感する。高山市の予算の 1％は芸術文化に確保しているが、お金があ

るから文化が育つのかというと必ずしもそうではない。お金も必要だが、人の力や周

りの意見が必要。会場にいらっしゃった方々は、家族の人に今日の事を話してください。500人の方々のうねりが

今日スタートした。僕も岡田さんや挾土さんと共に先頭に立って声をあげていくという決心を与えてもらった。感

謝している。 

 

村尾：会場の皆さんからも意見を聞きたい。 

 

会場の参加者より質疑、意見、感想 

会場の参加者：先日、見に来てもらった石切り場の者です。千光

寺の仁王門の改修工事と階段工事を今、親父と 2人でやっている。

来年夏までには完成する予定なので、地元の石で作ったものを、

是非一度見に来てください。そしてよく考えてほしいと思っていま

す。 

 

会場の参加者：高山市内で建築設計士をしています。今の議論で 30 年前という話がずいぶん出たが、私は観

光と町並みの中心部に住みながら保存の事を一所懸命にやっています。そこで変わったかというとそんなに変

わっていない。私はブリキの看板を木に変え、高い軒を低くし 30 何年間、地元もきちっとやっている。ただ今の

話を聞いて自分たちも、もっと細かくやる必要があるなと思った。またしっかりと意見を言わせてもらいたい。 

 

会場の参加者：今日の会は期待して拝聴したが少しギャップがある。生まれも育ちも伝建地区で上三之町で商

売をしているが、この 2～3 年で全国チェーンの店などが古い町並みへ出店する動きが加速している。でもこれ

を止める事がなかなかできない。京都でもそうだったと思うが、高山では急激に進んでいる。それをどうしたらい

いのか、具体的に教えてほしい。守るほうとして具体的な提言をいただきたい。 

 

國島：今、発言された二人は本当に努力していて、訴えられかけているが、そういうことも自分の責任として、そ

れも乗り越えて頑張っておられる。その声を僕は皆と議論したいと思っている。それをいいのか悪いのか議論す

る場をこれまで作ってこなかったが、もはや作らざるを得ない、その場を作らなければいけないと思っている。皆

も声をだしてほしい、一緒になってやりましょう。 

 

会場の参加者：かつて上一之町に住んでいた者です。30 年前当時は、上一之町、上二之町、上三之町、人の

いないガラガラの通りで遊んでいた思い出があるが、観光にシフトしてからどんどん観光客が来るようになり、映

画のセットみたいになり、中橋もコンクリートの橋が赤いペンキで塗られた。最近町の中を歩いても、何だか町が

カサカサした感じになっている。秀平さんが言われたように、なるほど木というものはペンキを塗ると痛んでしまう

んやなと思った。ここへ来て本当に良かった。 
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村尾：今日のフォーラムをなんとかしてアクションに繋げていかないといけない。市長から

は市民の間で具体的な問題を提起しようという発言もあった。議会の場などで行程表を

作っていただき、何月までにこういう委員会を作ってこれをやるんだ、という具体的な段

取りをぜひお願いしたい。その時に必要であれば、また呼びかけ人の皆さんにもご意見

をいただければありがたい。私も高山には非常に執着を持っている。これからも高山の皆

さんとともに歩んでいきたい。今、世界経済の大きな課題の一つは、ギリシャの問題。ギリ

シャの危機が、株安や円安という形で私たちの暮らしにも響いている。そのギリシャにこ

んな諺がある。「なぜ人間は、その大きく育った木陰でたたずむことができないとわかっていながらも木を植える

のか。それは人間には未来を見る力があるから」。自分はその木の木陰では憩えないかもしれないけれど、自分

の子孫のことを思うから木を植えることができるのだということ。それを実践してほしいと私はギリシャの国民に思

います。未来を思う力が私たちにあるのかどうか、今それが問われている気がする。ニュース番組で世界各地を

見て思うのは、異なった意見、違った意見を排除する、そういう社会は間違いなく滅亡へ歩んでいるということ。

異なった意見を排除ではなく、「包含の論理」で採用していく地域だけが生き残ると私は思っている。モンゴル人

を入れた相撲や日本人を入れたメジャーリーグが世界に発信できていくのもその例。高山が生き延びる一つの

道としては、異なった意見、耳の痛い意見も我慢して聞いてそれを取り込んでいくことが大事。その姿勢が私も

含めて、高山の市民の皆さんに問われていくのではないか。変えるためには行動しなければいけない、行動す

るためには決意しなければいけない、決意するためには夢を持たなければいけない、その夢をどう持つか、市長

が作る委員会で、その夢が実現するような討論ができればいいと思っている。この場でそういった委員会ができ

るということを一つの成果として第二部を終わります。 

 

第三部：日本再発見塾呼びかけ人他からのメッセージ 

司会…加藤秀樹（日本再発見塾運営委員） 

パネリスト…河村晴久（能楽師）、近藤誠一（文化庁長官）、佐川旭（建築家）、塩野米松（作家）、 

辰巳琢郎（俳優）、野﨑洋光（料理人）、挾土秀平（左官職人）、藤原誠太（養蜂家）、 

エバレット･ブラウン（ｅｐａ通信日本支局長）、黛まどか（俳人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加藤：まずは、4人の呼びかけ人の方々の感想からお聞きしたい。 
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野﨑：私は料理を作る仕事をしています。今回、ちょっと難しいなと思ったの

は、観光と建築しか話をしていないところ、住民の生活を考える時に、これだ

けではちょっと難しいですよね。今年の 2月に鳴子というところへ行き、「鳴子

の米」の問題で、とてつもなく農業が崩壊していく様子を見た。例えば茶碗一

杯のご飯の値段がポッキー2 本分と同じ。これは農家が農協に出す値段で

す。私たちはそれをポッキー5本分で買っている。しかし、それでは鳴子の町

が崩壊すると、地元観光協会が 4 本で買おうという運動をした。それは鳴子の観光と農業が守られていくことに

つながる。そこで例えば「高山の水」を考えた時、野菜を洗う姿などもまとめていくことができるけど、建築と観光

だけでは家庭の事などがどうにも追いやられてしまう。まずは、高山の良いものの柱をいくつか作り、議論して上

に持っていった方がいいのではないか。この柱をまとめていく方向性がないと、この町はまたひずみが起きてし

まうと感じた。郷土料理が良いからといって、急には変われない。何が良いのかの柱をもう一回考えるといいので

はないかと思う。 

 

辰巳：前に高山に来た時は、文化レベルの高い良い町という印象があった。昨

日はマイナス志向の案内だったからかもしれないが、町にいい感じがしなかっ

た。僕は日本でも海外でも観光地の夕方が大好きなのだが、高山は夕方にな

ったら人がいなくなって、店は一斉に閉めて後片付けを始めていた。なぜかと

いえば、みんな日帰りの観光客で町を素通りしていくから。この状況で本当に

観光の町と言っていいのか、年間 300万人の観光客の幻想に浮かれてはいけ

ないと思うし、危機感を感じている。何が悪いのかを考えると、議論に時間をかけて先延ばしにして決まらない政

治やそれを煽るマスコミが一番悪いと思う。そんな中、挾土秀平みたいな男は大事。斬新で新しいアイデアや今

の崩壊を止める具体案をたくさん出してすぐに動かないとダメ。高山は知名度もあるから、「高山モデル」の提言

をすればいい。例えばフィレンツェのように町に入ってくるバスから入場料を取るなど、財源を確保する方法もあ

ると思う。問題は、こういうシンポジウムに来る人は大丈夫だが、来ない人に危機感と覚悟を持たせるにはどうし

たらいいか。市長には強烈な個性とリーダーシップを持ってやっていってほしい。 

 

エバレット：自分が好きな飛騨高山を想像して、家族や友達と議論することは大事だと思

う。僕自身は日本の永住権を持ち、仕事と生活の中で自分が理想だと思っている日本の

暮らしを目指している。手本となるのは明治初期の暮らし。いろんな文献を読んでいるが、

特に来日した外国人が当時見ている日本の文献が参考になる。面白いことに、当時来

日した外国人が結構共通して、「ひょっとしたら日本人は世界一幸せな国民である」と書

いている。今国民の幸せ度は 90番目と言われているが、明治期の豊かさは何だろうと調

べると、飛騨高山にはその様子が潜んでいるなと思っている。ただそれが十分活かしき

れていないと感じる。僕は明治初期までの日本の様子を自分の生活に取り戻すために

はどうしたらいいかと、自分でも家族や仲間と米を作ったり発酵醸造食品を作ったり色々やっている。そこで気が

ついたのは「しつらえ」ということ。「日々毎日の生活の中でしつらえる物」が非常に大事。それが自分や家族の

心を養うことになっている。僕が経験で掴んだ一つの解だと思っています。 
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藤原：私は養蜂家なので、自然環境と人間の関係がよくみえていると思う。高山に来て

重厚な建物を拝見し、石油が大量に使われる前からの建物は、奥深い山や川の恵み

があったからこそ出来ているのだと改めて思った。私の故郷の岩手県盛岡は目の前に

川があって、今は自然に卵を産んだアユも釣れるが、実は一度ダメになってしまった時

がある。そこで思ったのは、やはり挾土さんのようにこだわって頑張る人がいないとだめ

だなということ。今のご年配の方々が想いを持って大事な建物だから残そうよと言っても、

孫たちは昔みたいに厳しい規律を守ってまで、なかなか受け継いでいけないと思う。高

山の町の難しいところは、観光群というか棟続きに一人ひとりの形や暮らしがあるので、一つの会社の社長さん

のような思い切って立て直しに成功するような采配がふるえないこと。ただ、原子炉や石油などエネルギー問題

が迫っている今、雪などに耐える高山の重厚な住居や、今も使える井戸のある川尻家の価値が復活し、見直さ

れる時が近いと感じる。初めて来た高山はすごいなと思う反面、前から知っている人の話を聞くと傾向的には俗

化しているのかなと思う。挾土さんみたいな人にもし財力があって、いろんな人ともう一つの町のような、昔の建

物のようにきちっとやって、全部ペンキもやめて、そんな町が隣にあったら、観光客は挾土さんがつくった町に皆

行ってしまうかもしれない。建物が違っても、本当に素晴しい建築をやっているところが他にできたら、歴史をど

んなに重ねていたとしても、高山は忘れ去られる可能性があると感じた。 

 

加藤：高山は観光地として大事。しかし観光地として人を惹きつけようと思えば、観光だ

け考えていてはダメ。いい生活がないといけない。景観の中に、何を食べるか、言葉と

か、行き交う人のあいさつとか、全部込みで外から来た人にすごく魅力があると思わせ

るかどうか。もう一つは、長い目で見ないといけない。長い目で見ると、中国の花崗岩は

30 年後も同じ値段で調達出来るかの保証は全くない。石油、電力、原発、エネルギー、

食糧、何でもよそ者に依存していることは非常に不安定。今の衣食住、高山の近くで採

れたもので満たせることが大事で、それは長い目で見れば安定している。今は簡単、安いかで判断しがちだが、

たかだか数十年の事ではないか。数十年で判断していると、長い目で痛い目にあう。ちょっと我慢しないといけ

ないんじゃないか、我慢することが逆に言えば余裕じゃないか。川尻家の話を聞いていると、みんなで家にベン

ガラを塗れば「上手に塗れた」「今回はちょっと赤すぎたな」など、手間でもそこに喜びが出てくるんじゃないかと

思う。学校の授業料を払わない親がいる。そのお宅に行くと、戸を開けるとまず家の中で犬を飼っていてキャン

キャンと出てくる、その後ろから茶髪のお母さんがジャージ姿で出てくる、ガレージには外車が停まってたりする、

要するに優先順位が違うんじゃないかと川尻さんはおっしゃっていた。ペットもいいが、何で授業料や給食費が

払えないのか。何を我慢するのか、逆にすれば余裕だって出てくる。イタリア、フランス、ギリシャ、スペインなど

外国人と比べて日本人は余裕がないという事はない。経済力が落ちてきたとはいっても余裕はある。具体的な

提言については皆さんが考えるべき。一億人、百万人の民主主義は確かに難しいが、1000 人の民主主義や

500 人の民主主義は十分出来る。少人数になれば、当事者意識が出て自分の事だと思う。一億人だとほとんど

の人が他人事になる。 

 

近藤：行動として、今日から一人ひとりが毎日何かをひとつやることが必要。例えば、今日の話を家族に話す、

高山で作られた工芸品をちょっと高くても買う。高山の魅力を家庭や学校、職場で伝える。チェーン店の進出を

止めようとすると訴えられるので恐くてできないとのことだが、訴訟問題対策としては、条例をつくれば良い。まず

どういった条例が必要かを話し合い、早急に進めてはどうか。文化財保護については、所有者を保護、サポート、

助成する等、行政も経済的な手当てをし、所有者だけが損をしないようにする必要がある。また、スピーチコンテ
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ストをやる等、ちょっとした仕掛けで若者がまちの魅力に目覚めることが大事。さらに、国内外で同じような問題を

抱えている市と交流してはどうか。成功例、失敗例を共有し、そして、一人ひとりが一日一つ行動してみる。ケネ

ディ大統領が引用した、あるフランス将軍の有名な話がある。将軍は庭に大きな樫の木がほしいので、庭師に種

をまけと命令した。庭師が「でも将軍、樫は種から大きな木に育つには 100年かかります」。将軍は言った「そうか、

だったらすぐやれ」と。時間がかかるからやらないと永久にできない、だから、すぐに取りかかることが必要なので

す。 

佐川：人間は 60歳で還暦を迎えるが、築 60年以上の建物にも表彰状をあげてはどうか。日本の家の平均が 26

年、大事に長持ちさせたという視点で、こういった考えも面白いのでは。 

 

加藤：近藤さんの「交流」という話で思い出したが、福島県の飯舘村ではそこに住むお嫁さんたちが夏の間、村

の費用でロンドンなどにホームステイに行く。帰ってくると女性の意見に男衆は太刀打ちできず、世代が一周す

る頃には雰囲気がどんどん変わっていって、新しいことをいっぱい始めていったという村づくりもある。お金を節

約するところがあれば、そのお金でどこかの村と交流会とかもできるのでは。 

 

挾土：今回のフォーラムで「挾土秀平が吠えた」とか、何か犬みたいながさつな感じで皆さんが紹介されるので、

ちょっと違うなと思っている。11 年前に会社を作ったが、なかなか高山で仕事ができない。ところが、他の地方は

僕を必要としてくれて東京などへ行くと、職人社秀平組＝飛騨高山といわれ、高山を僕から拭い去れない。それ

くらい飛騨高山の名前が強い。でも高山であまり良い仕事をやったところがなくて、ジレンマを感じる。お前は飛

騨高山の風土から生まれたんだと皆さんからいつも言われるし、自分自身どうやっても飛騨高山とは切っても切

れないのに地元の仕事と結びつかない。とにかく飛騨高山という町がそれほど注目されているわけなので、今回

のフォーラムでは、ちょっとだけ物を言わしてもらおうかなと思った。「吠えた」というわけでもないんで、そのへん

だけはちょっとしん酌して捉えてほしいと思う。 

 

加藤：「吠えた」でいいじゃないですか。今の世の中、なかなか吠える人がいない。今日はみんな、挾土秀平の

飛騨高山に対する愛情とか職人に対する思いに賛同して来ているので、そんなに気にされる必要はないのでは。

今回、条例や法律という言葉が何度か出たが、法律や行政の仕事に携わっている者として一つ提案したい。市

長が「公共のスペースというのは皆のもの」と本質的なことを言ったが、日本という国は、看板や町並みを作ること

に関して、先進国の中では最も好き勝手やりたい放題やっている国だと思う。アメリカやヨーロッパでも、もっと規

制がある。個人の自由を抑えることは個人のマイナスになるということではないと思う。みんながてんでバラバラや

ったとしても、どこまでいってもみんなと自分は表裏ワンセット。そういう意味では看板や家について大いに意見

を交わした上である種の規制をする、補助金を出す、税金の議論など

もしていければいいと思う。例えば事業仕分けも同じで、現場をよく知

っている人が議論をしてみんなの前でどうかと提案し、判定人と一緒

に議論する裁判員制度のような制度。具体的な提案として、町並みに

ついても、専門家、町の人、利害を持っている人がいくつかの論点で

もって議論した上で、利害を持たない周りの人に見てもらう。そうして

一緒に判定をしていこうという仕組みができるんじゃないか。仕分けの

手法を使った委員会という仕組みは、より市民の人に参加していただ

ける手法なのではないかと思う。 
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辰巳：事業仕分けと聞いてメディアの切り取り方を連想したが、「日本一町並み規制の厳しい町」といった、ある

意味メディア受けする方向性を示す方法もいいんじゃないか。 

 

加藤：大事な視線だと思う。テレビの使い方、怖さと強さを利用するのも一つの手だと思います。 

 

野﨑：先ほど外資のお店が来て困るという話があったので、具体的な考えを一つ。外資も全てが悪いわけではな

いと思う。自分たちの売り値を決めてくれる要素はあるのではないか。昨日、町並みで五平餅を食べたが最後に

安っぽい木材の味が舌に残り、飛騨の香りを感じなかった。これでは 300 円のアイスクリームに負けるだろうなと

思った。例えば飛騨の杉で作った香りのする木材を使うとかすれば、同じ 300 円でも観光客はこっちを食べるだ

ろうなと。「相手が値踏みをしてくれたら、俺たちにはこれくらいの物が作れる」というのが分かった感じがした。飛

騨のお酒やみそ汁は無料試飲でなくお金を取っていい。そのかわり、ビニールコップでなく、味の良さをちゃん

と伝えられる器で飲んでもらう。それにより、同じことをしていては利益に合わないと分かれば外資も撤退していく。

価値観を見せることで、利益追求の外資が出す物が「飛騨」というブランドの目印になるのではないかと思う。 

 

～総括～ 

黛：私の尊敬する哲学者、大峯顕先生が「生きるというのは、

変化の変を受け入れていくことだ」と言っています。これは町

にも当てはまると思う。地震などの天災、近代化、グローバ

ル化。そういった変化の中で何かを諦め、何かを捨て、何か

を取り入れ、何かを守り、うまく対応しながら賢明な選択をし

ていく。それが生き残っていくことなのかもしれない。日本の

伝統文化の全てに共通していえることは「型」。日本の伝統

文化がみんな健全な状態で生き残っているのは、ひとえに型があるからだと思う。俳句も有季定型、絶対に譲れ

ない型がある。伝統文化の多くがいろんな変化を経て今日に至っているが、なぜ変化に耐えられたのかというと、

型があるからこそ。変化に耐え、進化している。高山の町の「型」はなんなのか。「絶対に譲れない高山の型は何

か」を、皆さんで考えていけばその中に答えが見つかるのでは。これからは高山の人だけの高山ではなく、日本

の高山、世界の高山として、皆で当事者意識を持って考えていきたいと思っている。 

 

閉講式 

シンポジウム終了後、飛騨世界生活文化センター内で「第八回日本再発見塾 in飛騨高山」閉講式が行われた。 

岡田贊三飛騨高山実行委員長は「終わったというより、始まったという思いが強い。絶対にやらねばならんという

決意を新たにした。非常に内容の濃い意味のあるシンポジウムだった」と振り返り、第八回日本再発見塾を締め

括った。 
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◆公開シンポジウム 参加者アンケート結果（ポイント） 

 

 

 

 

 

 

 

１.印象に残ったコメント 

性別・年代を問わず、ほとんどの方が以下の 3 つを回答。 

 

（１） 「知らずして滅ぶのはよくない」能楽師・河村晴久さんの言葉（以下、主な回答） 

 自分の暮らしの中に文化があるのに、それを知らずに失うことは怖いと感じた。 

 無知の結果は取り返しがつかない。 

 知らずに滅ぶのは悔しい。家庭で（子どもに）教えていきたい。 

 

（２）「なぜ今の状況になったのかを話し合う」作家・塩野米松さんの言葉（同上） 

 なぜこうなったかの確認は人生にもいえる。自分にとって大事なｷｰﾜｰﾄﾞになった。 

 若い世代、外の人たちも入った話し合いの場を定期的にもつことが大切。 

 

（３）「高山の型を知る」俳人・黛まどかさんの言葉（同上） 

 型があるからこそ変われるということを学んだ。 

 高山が譲れない型は何か、考えたい。 

 基本があるからブレない。基本があるから正しい変化につながる。 

 

【事務局の視点】 

上記コメントは相互に関連。高山にとって大事な 3 点セットではないか。 

まず知ることが大事（何を知る？） 

→現在の町に至った過程を具体的に知る（それでどうなる？） 

→高山の「型」が見えてくるのではないか。 

 

２.お住まいの地域で守っていきたいこと（以下、自分の問題として受け止めた主な回答） 

 年上を敬い、神仏に感謝し、おもてなす心を守っていきたい。 

 祭りをはじめ、草取りや川掃除などの町内行事を通した地域の方々の交流。 

 今までもそうですが、地域のものを使っていきたい。 

 

３.お住まいの地域で変えていきたいこと（同上） 

 守っていかなければという意識ゼロでした。ひとつひとつ見つめ直しです。 

 まずは、自分の家の庭、周辺くらいはきれいにしたい。 

 高山文化の良さなど、家族で話し合う場を持ちたい。子どもに伝えていきたい。 

 

回答数：238 名 

 性別  男性：133 名（56％）、女性：105 名（44％） 

 年代別 20 代：17 名（7％）、30 代：60 名（25％）、40 代：37 名（16％）、 

50 代：57 名（24％）、60 代：43 名（18％）、70 代以上：24 名（10％） 
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その他（大事なこととして多くの方が挙げた「次世代に伝える」ための提案） 

 小中学校は祭りに対する理解があるが、高校にはない。地域の祭りに高校生も 

参加するようにしてはどうか。 

 高山のような問題を抱えている地域に、子どもたちが修学旅行で訪ねてはどうか。 

自己を知るためには他者を知ることも必要。そのような交流から自己のとるべき道 

が見えて来るはず。再発見塾のネットワークが活かせるのでは。 

以上 
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◆協賛・協力・関係者一覧                             (敬称略・五十音順) 

 

◇主催 

第八回日本再発見塾飛騨高山実行委員会 

 

◇協賛 

株式会社ARIGATO／株式会社荒川製材機製作所／大垣共立銀行／ 

株式会社柿下木材工業所／笠原木材株式会社／ギャラリー飛騨コレクション／ 

株式会社紀文／日下部民藝館／健栄住宅商事株式会社／公益財団法人十六地域振興財団／ 

職人社秀平組／株式会社駿河屋魚一／株式会社高橋商店／株式会社高山市民時報社／ 

高山信用金庫／大和リース株式会社／株式会社なべしま／飛高運送株式会社／ 

飛騨経済新聞／飛騨産業株式会社／飛騨信用組合／飛騨高山テディベアエコビレッジ／ 

飛騨農業協同組合／富山建材株式会社／有限会社ブレス／有限会社仏壇工芸ほりお／ 

北陸銀行／株式会社萬宝／株式会社三川屋タンス店／未会／山一商事株式会社 
 

田之下千穂／西田公恵／溝上景子 
 

アサヒビール株式会社／株式会社空／久米繊維工業株式会社／株式会社大伸社／ 

東海旅客鉄道株式会社／三菱製紙販売株式会社 

 

◇協力 

アディダス ジャパン株式会社 

 

◇後援 

高山市 ／ 東京財団 

 

 

 

◇参加呼びかけ人他 

河村晴久（能楽師）、隈研吾（建築家）、近藤誠一（文化庁長官）、佐川旭（建築家）、塩野米松（作家）、

辰巳琢郎（俳優）、野﨑洋光（料理人）、挾土秀平（左官）、藤原誠太（養蜂家）、 

エバレット・ブラウン（epa通信社日本支局長）、黛まどか（俳人） 

 

◇情報提供および地元協力 

神出加代子、川尻雄一、瀬戸山玄、新田忠夫、新田重樹 ほか関係各位 

 

◇シンポジウム司会 

村尾信尚（関西学院大学大学院教授、NEWS ZERO メーンキャスター） 
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◇高山実行委員 

実行委員会会長 岡田贊三、 

荒川美文、浦西正幸、奥原茂、日下部勝、日下部暢子、瀬戸山えい子、 

田中維之、長瀬達三、細井卓美、向井公規、村尾泰行、森野敦、山田貴敏 

 

◇学生実行委員 

石塚真梨（立教大学 3年）、日比野舞（青山学院大学 3年） 

  

◇運営委員 

加藤秀樹（東京財団理事長、構想日本代表） 

高津尚志（IMD日本代表、早稲田大学国際教養学部非常勤講師） 

田中淳夫（株式会社 紙パルプ会館 常務取締役） 

松永勉（映像プロデューサー） 

 

◇事務局 

飛騨高山事務局 

       住所： 岐阜県高山市漆垣内町 3180 飛騨産業株式会社営業企画室内 

Tel: 0577-32-1004   Fax：0577-34-9185 

E-Mail：info@kitutuki.co.jp 

  

東京事務局    

冨永朋義（東京財団）、田中伸子（東京財団） 

 

 

 

平成 24年 12月発行 

発 行   第八回日本再発見塾実行委員会 

事務局  日本再発見塾事務局 

        〒107-0052 東京都港区赤坂 1－2－2 3階 （東京財団内） 

Tel: 03-6229-5499  Fax: 03-6229-5508  

E-Mail: saihakken@e-janaika.com 

 

本書の無断複写、複製および転載を禁止します。 
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