
 

 

自然に「胎棲」するまちづくり：大畑まちづくりプラン（都市計画マスタープラン）の特徴と意義 
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Located on northern shore of Shimokita Peninsula, The Town of Ohata fights with 
decline of local economy, mainly fishery and forestry, population decrease and aging. In 
FY2000-01 the Town of Ohata sponsored series of citizen participation workshops and 
published the comprehensive plan. Through the planning process, where a non-profit 
organization played an important role, people have recognized their local assets and 
declared to renew their awe at the Mother Nature and revitalize themselves in harmony 
with the environment. This plan is unique because the description directly reflects 
citizens’ vital voices and is based on how they want their future.  
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１．はじめに 
 青森県大畑町では 2000-1(H12-13)の 2 年度に渡ってま

ちづくりプラン（都市計画マスタープラン）の策定を行

い、2002年3月に発表された。そのプロセスにおいては

全戸アンケート、計 11 回の住民ワークショップ及び住

民公開委員会など、広く町民の意見を取り入れた。また

地元NPO、まちづくりプランナー、大学、町役場関係者

などが事務局として協調体制を組んで策定に当たった。 
本稿では大畑町および地元 NPO 活動概要、まちづく

りプランの位置づけ、策定プロセス、特徴等について報

告し、今後のまちづくりの展開などについても述べる。 
 
２．まちづくりの理念 
 大畑町は圧倒的な自然に囲まれており、その自然に

「胎棲」して生きていくことが、本プラン中「まちづく

り宣言」として明記された。策定過程で「自然共生」と

いう用語の使用についても議論されたが、「共生」とい

うと自然と人間がその両者が対等であるかのような印

象がある。大畑では自然が母の胎のようにまち、ひとを

包み込んでおり、自然に対して謙虚に生きることを宣言

するため「胎棲」という造語を用いることとなった。 
『大畑びとは、「人間が自然に胎棲する郷」を目指し、

自然への畏怖感と人間の尊厳を重んじる｡森と水に風

（人）と火（産業）が宿る自然に深く根ざしたまちづく

りを、自ら考え実行していく。 
深遠な森、広大な海、森と海を結ぶ川に代表される自

然は、大畑びとの生活を育み、人の営為を超えたもので

ある。大畑びとはそれを最大限に尊重し、自然に胎棲（自

然の胎のなかに棲み、生きる）していくことを宣言する』。

（『 』は大畑まちづくりプランより引用、以下同）。 
 ここで「大畑びと」とは大畑に縁のある全ての人々を

指しており、古来のコスモポリタンである大畑の気質を

表現するものである。同時に、コミュニティを外部に開

くことによって、多様なる異人たちとの関わりのなかで

たえず街の意匠を変えてきたこの地が、本来持っている

変貌へのダイナミズムを回復するキーワードにもなる。 
 
３．大畑町の概要～地形、歴史、産業 
 大畑町は下北半島北辺中央部に位置し、北に津軽海峡

を臨み、南部は300～800m級の山々に囲まれている。総

面積235.59 km2のうち山林が95%（そのうち90%が国有

林）を占め、平野部は正津川の下流域の約７km2である。 

 

図-1 大畑町の土地利用構造 

* 正会員 ㈲ハーツ環境デザイン  ** NPO法人サステイナブル・コミュニティ総合研究所(SCR) 
*** NPO法人サステイナブル・コミュニティ研究所(RASC) 
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大畑川河口付近の 1.8km2 にコンパクトな市街地が形

成されている。人口は9,159人（H12 国勢調査）。 
大畑町には縄文時代から居住者があり多くの遺跡が

ある。縄文時代には現在よりも5～8mほど高潮位であり、

大畑を海から見れば佐藤ヶ平、燧岳を背景に上野（うわ

の）から湊にかけての入り江に誘い込むような地形にな

っており、丸木舟で海岸線をわたってきた縄文人を母の

懐のように迎え入れ、海、川、森が出会う台地に人が棲

み始めたものと想像できる。 

 
図-2 縄文時代の大畑 想像図 

 
室町時代頃になるとヒバ積み出し需要が増加し利便

性の高い平地部にまちが形成された。当時国内有数の大

豪商達の支店が出され、国内はもとよりロシアなどの海

外都市との日本海交易拠点、海を介した世界ネットワー

クの窓口として隆盛の時代を迎えた。 
海に開かれた大畑では３代以上棲みつづけている者

は比較的少なく、各地から想いを持って参集し、財を築

いてあるいは使い果たして去っていくノマド達のまち

である。このコスモポリタン気質は今日でも受け継がれ

ており、これからのまちづくりの方向を考える際に重要

な示唆を持つ。 
 漁業も古くから盛んであった。大正末期にはイカ漁の

一大拠点となり、昭和 30～50 年代前半は全盛期であり

全国各地から人が集まり大いに栄えた。 
 しかし近年では林業、漁業（特にイカ釣り中型船）と

もに落ち込みが大きく、商業も含めた地場産業の衰退、

人口減少及び高齢化（65歳以上の高齢化率21.4%, H10）
などの課題を抱えている。加えて町財政も非常に逼迫し

ている。 
 
４．地元NPO等の活動 

 大畑町では 90 年代からまちづくり、まちおこしや自

然環境回復などの活動が行われている。’94 フォーラム 
in 大畑（角本孝夫代表）は、イカの文化フォーラム開催

を機に設立された。地場産業であるイカと高度情報化と

結びつけたプロモーションイベントの開催、大畑川の近

自然工法(1)による改修、コミュニティが生きていくため

の原則を謳った「大畑原則」(2)発表などの活動を行って

きた。同フォーラムメンバーが中心となって行った木野

部海岸コンクリート護岸を改修した磯の復活(3)はこれま

での公共事業の枠を超えたものであり、また台風被害調

査報告(4)は学術的にも高く評価されている。今回のまち

づくりプラン策定において重要な役割を果たした NPO
法人サステイナブル・コミュニティ総合研究所（略称

SCR：角本孝夫理事長）(5)も同フォーラムを母体として

いる。そのような活動の積み重ねがあって、SCRが本プ

ラン策定に主体的に参加することとなった。 
 
５．大畑まちづくりプランの特徴 

(1) 総合的な行政計画としての位置づけ 
本プランは都市計画法上の「市町村のマスタープラ

ン」であると同時に、各分野別計画及び実施計画をコン

トロールするための重点的・戦略的「まちづくりプラン」

として位置づけられている。本プランは、2002年度に改

訂された町総合計画の中核となった。 
『大畑町の全ての土地利用は、このプランに描写される

方向に沿っていることを、常に確認しながら行われなけ

ればならない。土地利用に際しては建築や構造物のディ

テール（詳細計画）を重視し、またディテールの決定に

際しては隣接地や周辺の土地利用を考慮するというフ

ィードバックを常に行いながら、土地利用を実現する』。 
 
(2) 住民参加の策定プロセス 

【全世帯アンケート】 
計画の初期段階において、町のほぼ全世帯(3,243)配布

の町民アンケートを行い(2,223件の有効回答)、まちづく

りコンセプトづくりを行った。以下の４項目が60%以上

の町民の支持を得、それに基づいてまちづくりの基本方

向を検討した。 
①地域の自然を活かし、自然とともに生きるまちづくり 
②商店街の活性化 
③高齢者、障害者の方々が安心して暮らせる優しいまち

づくり 
④積雪時の道路状況の改善 
 
【住民ワークショップ及び公開策定委員会】 
 プラン策定開始当初から合計８回のオープン参加方

式の住民ワークショップを行い、コンセプトづくり、ま

ち歩きマップによる課題や長所の発見と意識の共有化、

プロジェクト抽出などを行った。第５回ワークショップ

で行った「まちづくり人生ゲーム」では、大畑に棲み続

けるため様々なライフステージに対応できるまちづく

りシミュレーションを行った。第６～８回ワークショッ
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プは、計画プロセスを経て事務局が作成した素案につい

て討議する時間が多く取られた。最終的なマスタープラ

ン表現には、ワークショップ等において出された住民の

生の声をできるだけ多く取り入れた。 
最終回ワークショップにおいては、より数量分析的な

手法によりプランを作成すべきとの住民の声もあった

が、他の町では出来得ない大畑ならではの表現が多数盛

り込めたと考えている。 
ワークショップ参加人数は、当初は 30 名以上の参加

がありTV 取材などもあったが、回数を重ねるに連れて

固定的なメンバーの参加となった。 
また第３回ワークショップでは漁業関係者からの意

見聴取及び討議を行ったが、遠洋漁業関係者から漁港の

多目的利用等についてのワークショップや広報での取

り扱いについて声高に不満が述べられ、会場が騒然とな

った局面もあった。これは、ワークショップがかつて大

畑町の基幹産業であったイカ漁業やヒバ林業が危機的

状況にありそれが町全体の停滞につながっていること

を浮き彫りにした結果とも言える。 
策定委員会は第２回目以降住民に公開、あるいはワー

クショップと合同で行われ、町長や町の幹部職員、学識

経験者と町民の意見交換の場ともなった。 
 
(3) 地域の力に基づいた構成及び表現方法 

 ワークショップで大畑の持つ地域資源を抽出し、それ

を活かして夢のある将来像を描き、そのためのプロジェ

クトを提案する構成及び表現とした。Ｃ．アレグザンダ

ーのパタン・ランゲージも参考にした。 
既存の行政メニューや課題を示すデータから発想す

るのではなく、地域の持っているポジティブな特性、力

を見出しそれを最大限に生かすことに留意した。ワーク

ショップ参加者には、「文学的な、現実性のない表現」

とのコメントもあったが、全体としては新しい試みとし 

 

図-3  大畑の地域資源 

て実現に向けて取り組んでいくことで合意された。夢の

ない、わくわくしないマスタープランを描くことにどの

ような意味があるのだろうか？ 
 

６．まちづくりプランの主な内容 

(1) 土地利用方針 
 『土地利用の基本的な考え方は、その土地が元来本質

的に有している「資質(nature)」を最大限に引き出し、活

かすものとする。資質とは、その土地の自然条件、そこ

での人間活動の歴史により形成されてきたものである』。

『土地利用規制は、都市計画法に示された「線引き」、

「地域地区」などの方法で行なうのが一般的である｡し

かしこの方法は、大畑町で目指そうとしている「地の記

憶」を留めることや、「資質」を増進させることには何

の係わりも持たない｡』 
上記の基本方針に従い、中心市街地については実質的

な地域区分を行い、それぞれの「資質」を明らかにし、

それに基づいて、町の将来の生活ができるだけ具体的に

想起できるような「土地利用描写」を行った。なお法に

よる土地利用規制については現行のままでまちづくり

推進が可能であると判断し、変更は提起していない。商

店街及びそこを流れる大畑川についての記述例を以下

にあげる。 
 『新町通りにはまちの人々の暮らしを支える商店が建

ち並んでいる。顔なじみの店員や客同士、言葉を交わし

ながらの買い物は、チェーン店やインターネットのオン

ラインショッピングでは得られない「地域体験」である。

八百屋にいけばその日の旬を教えてくれ、その隣の薬屋

にいけば家族を気遣う言葉をかけてくれるなど、心がほ

っとなごむ。多くの店には、「まちなか産直マーケット」

として漁師の捕った魚、おばちゃんが家の前で採ったコ

ンブ、家の脇の畑で作った野菜などの地元産品も並んで

いる。』 

 
図-4 商店街でのコミュニケーション 

 
『新町通りでは、大畑川の川面を流れる風を感じること

ができる。そこを歩いていると、ふと下大畑橋まで歩き、

橋の真ん中から森と川を眺めてみたくなる。そう思った

ら、何分もしないうちに、そうすることができる。新町

通りと大畑川を結ぶ多くの路地が、それを可能にしてい
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る。それらの路地は風の抜け道として、川のカマリ（匂

い）をまちに運んでくれる。大畑川は大畑の森と海を結

びつけ、自然とまちを結びつける、大畑の命の大動脈で

あり、それをまちなかで感じることの意味は大きい。』 
このように記述することで、商店街や町民の暮らしぶ

りのあり様、河川環境の保全、橋や街なか路地の活かし

方について方向付けている。寺社については以下のよう

に記述している。 
『恐山から北東の鬼門方向にあり、かつ周囲を森で囲

まれたコンパクトな河口にあって、海の神と山の神が激

しく交錯する場であることから、このように多くの寺社

が建てられたのだろうか｡ 
それらの寺社境内は、緑の少ないまちなかにあって貴

重な緑空間、オープンスペースであり、また大畑の深い

森に対する畏怖や更には恐怖の気配まで感じられる、緑

と精神の結節点とする｡また、「俗」の地である街路から

「聖」の地である寺社に至る参道や結界点に立つと、ふ

っと森の冷気と寺社の霊を感じられるような空間のし

つらえとする｡そのような体感の領域を広げていく』 
 このような記述によってその空間の持つ歴史や質的

な意味を保全し活かしていくこととしている。 

 
図-5 まちなかの聖なる空間：寺社 

(2) 部門別方針 

 部門別方針はまちづくりに重要な部門として、「中心

市街地」、「都市施設」、「自然に胎棲するまちづくり」、

「地域産業及び公共事業」および「地域循環型経済の育

成」について記述した。部門別方針は土地利用方針に従

って定められ、土地利用方針に記述されていない点の補

足を中心としている｡ 
 各部門に「～する」という能動態を多く用いた小項目

を立て、そのようなまちづくりを進めるという意志を明

らかにした。例として商店街については「連続性をつく

りだす」、「季節の花が咲く木を植える」、「歩行者が主

役であることを常に意識する」などが記述されている。 
 
(3) 地域別方針 

『大畑の精神源泉は森、恐山と異界に開かれた海にあ

る。とりわけ恐山とそこから鬼門の方角にある多くの寺

社とそれを取り囲む集落間に存する、隠れた精神的なつ

ながりを再認識することは、新たなまちづくりの指針と

なる (図-7)。また集落間の関係認識と地域経済循環の強

化は、本村と枝村間の生産品流通による相互補完的、ホ

ロニックな関係づくりと一体的に進められる。特徴のあ

る美しく生産性の高い枝村は、それぞれの色彩を際だた

せながら自立の可能性を模索することで、大畑全体とし

て多彩色なまちの形成に貢献する。』 
以上の方針により、地域別方針としては各集落の伝説

や歴史を踏まえ、色彩豊かでホロニックな大畑を築いて

いくための方向・ストーリーを描いた。 
具体的な整備方策や事業等は、この方向を踏まえ、各

地区ごとに住民主体で検討していくこととしている。

 
図-6 大畑のまちなかイメージ 
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図-7 大畑集落間の関連（曼荼羅） 
  記述例を以下にあげる。 
 『マレビトたちの座－湊、上野漁港地区～かつて湊か

ら上野（うわの）に至る海辺エリアは、天然の砂浜と磯

が連続する沿岸地先最良の漁場であり、イカの海である

と同時に、イワシや鯨も寄りつく、生きものの賑わいの

場であった(6)。（中略）  
今ではかつてないほどに海は閉ざされ、まちとの関係

を絶ってしまった。「湊」から「港」への移行とともに、

外部を迎える賑わいのステージであった海は失われ、ま

ちも人も海に背を向けて暮らしている。大畑線という鉄

路を失い、空路は望むべくもない大畑はもう一度、いの

ちの賑わいと世界に通じる「海」の脈動に触れ、それを

回復しなければならない。』 
 
(4) まちづくりの推進 

今後の推進方策については、プランに以下のように記

述されており、このプラン作成をひとつのステップとし

てまちづくり活動を推進すること、またこのプランが待

ちの総合計画としての位置づけを有することが明記さ

れている。 
『本まちづくりプランは、大畑びとによるワークショ

ップの積み上げで策定された。そこには、大畑で生きて

いる大畑びとの暮らしと憶いが鮮やかに映し出されて

いる。その憶いをひとつひとつ確認しあい、積み重ねる

過程そのものがまさにまちづくりである。プランの完成

は、まちづくりの次ステップの始まりでもある。そして、

まちづくりは永遠に止まることはない。』 
『今後、大畑町で策定、もしくは更新される全ての計

画と、実施される全ての事業は、このプランの方針に従

わなくてはならない。』 
具体的な方向としては、①改訂総合計画への反映（02

年度に作成） ②地区別詳細計画の検討 ③建築デザイ

ンガイドライン ④町民主体のプロジェクトによる推

進があげられており、さらにスマートグロースの概念に

基づく「市街地成長限界線」検討を含めたまちづくり条

例の策定も課題として示している。 
また根本的な問題として、中央集権システムから脱却

し、生活者・地域を基礎とし、それぞれの自治体が自己

完結しつつ、広域的に連携していくフラットなネットワ

ーク関係の構築を提唱した。右肩上りを前提とした中央

集権型の意思決定、富配分システムは、いまや地域の自

立を阻む大きな要因である。 
『自治体には、自然資源の保全・活用、福祉、防災、

医療、公共交通等の広域的対応と、それぞれの顔が見え、

小回りの利く、きめ細かな行政サービス、更には住民主

権を明確に謳った意志決定システムが必要なのである。

これら全てを一体として運営していくことの非合理性、

また全てを分散させることの非合理性を解決するため

には、必要な集中と必要な分散を合理的に組み合わせた

連携体とすることが望ましいと言える。その新しい枠組

みが、広域連合を発展させた自治体同志のネットワーク

により運営される地域政府である。』 
『これからの広域行政は、近隣自治体との物理的距離

としての広域圏だけではなく、遠隔地とのネットワーク

をも想定した新たな広域圏の可能性も考慮して進める

べきである。バーチャルな経済的連携については、それ

ぞれの自治体が役割分担をしながら、世界中の地域と自

由に連携すればよい。』 
以上のような基礎自治体の自立と広域連携により、大

畑町を含む下北半島全体の進むべき方向として、以下を

提唱した。下北半島の将来なくしては、大畑町の将来も

語ることはできない。 
『下北半島は国際海峡である津軽海峡に面し、四方を

海に囲まれた半島という物理的要因から、日本人の個性

形成の根本である稲作文化を経験することなしに、いき

なり物流の拠点、海洋ネットワークの拠点として世界と

の接点を持ってしまった。つまり他の日本の地方が歩ん

で来た道とは全く別の進化を遂げて来た異空間なので

ある。下北は、陸路の発達以降、閉ざされてしまった海

洋ネットワークの道をもう一度こじ開けて、日本の中央

ではなく世界へ通ずる道を歩んで行きたい。この連携体

の中で大畑町は、これから避けて通れない課題として森

林の管理運営を行い、水産業中核基地として再生し、更

にはそれらを活用して全く新たな産業を創出・誘導する

という役割をしっかり担い、力強い生命力に溢れた地域

を構築していかなければならない。』 
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７．今後のまちづくりの進め方 
 2000-01 年度にまちづくりプラン作成の作業を行い、

それがひとまず完了してから約１年が経過した。その間

国内経済は一層混迷を深め、中心商店街の不振や過疎化

は全国各地で進行している。市町村合併の動きも慌しい。 
 地域に根ざしたまちづくり活動や NPO 設立などはま

すます盛んになってきている。しかしどのようにして地

域が真に自立していくか、権限や財源の問題の多くは未

解決である。大畑町はまさにそのような状況の最先端に

あるが、本プランにおいて宣言されたとおり、現実を直

視しながらも、明るさと意欲と夢を持って進むしかない。 
 プラン策定後の主なまちづくり活動としては、下記が

あげられる｡ 
① 大畑町総合計画改訂 ワークショップ方式により、

まちづくりプランの骨格を受け継ぎ補充する形で

作成した｡ 
② 木野部（キノップ）海岸 傾斜コンクリート護岸を

改修（解体撤去）して磯を再生した。 
③ 「資源エネルギーを有効利用する循環型のまち」の

具現化に向け、町立中央保育所に太陽光発電や太陽

熱利用などの新エネルギー導入を行い、02 年度に

は地域新エネルギービジョン作成を行った。それに

際し、SCRが地域コンサルタントとして参加し、ワ

ークショップや事例見学会などを実施した。 
  
木野部海岸の環境再生事業は、漁業形態の沿岸地先へ

の転換を視野に入れた試みであり、近自然河川工法によ

る河川環境の再生と連動している。またおよそ130ヘク

タールにのぼる休耕農地の縄文試行農園としての活用

は、流域全体を活用した防災空間としてだけではなく、

海・山に賦存するバイオマスエネルギーと呼応して、あ

らたな地域エネルギーの実験へと向かいつつある。 
また、平準化した地価の動向をふまえ、高齢者グルー

プホームをより利便性の高い商店街区へ誘導する計画

なども民間レベルで検討され始めている。 
まちづくりのテーマやニーズは多様にあるが、今後継

続したまちづくり活動～地場産業と連携した地域活性

化、自然の修復、歴史伝統の継承、広域連携の検討等々

～を行うには、より広い町民層の参加が必要である。 
大畑町は海・川・山によって暮らしが支えられてきた

まちであり、そのまちの再生には原点に立ち帰ることが

必要である。海・川・山によってどのような暮らしが成

り立つかを考えるとき、みかけの経済効率だけではない

農業、漁業及びその域内流通を行う商業の構築が必要で

あり、それら産業の従業者のまちづくりへの積極的参加

が不可欠になる。 
 

地域産業の再生とまちづくり活動は一体的なもので

あり、今後とも一層、形に見える活動を積み重ねて行き

たい。 

 

図-8 大畑川河口付近の川湊 

～大畑らしい風景のひとつ～ 

 
 
＜補注＞ 
(1)大畑川近自然工法による改修：島谷幸広，雑誌

"FRONT”1999年12月第12－3－135，大畑川−サステイ

ナブルな地域のあり方と河川－，pp64−67 
(2) 大畑原則：’94 フォーラム in 大畑が 97 年に Ver.1-7
発表。大畑町におけるサステイナブルなコミュニティの

考え方を集約したものであり、序言、大原則「命を殖や

す～人間の活動を自然のストック資源を蓄積する方向

に変えていくこと」、コミュニティの原則、実現のため

の戦略、リージョン（地域）の原則 により構成される。   

角本孝夫,雑誌“BIO-City”1999年/no.16,遊動民（ノマド）

たちの幻郷「OHHATA」という街―サステイナブルな地

域づくりとコミュニティへの指針「大畑原則」－,pp34
－43。またSCRウェブサイト内の下記ページ参照。 
http://www.scr-jp.com/forum/gensoku.html 
(3) 木野部海岸の護岸改修：木野部（キノップ）海岸の

環境復元事業：コンクリート緩傾斜護岸を"転用"し、解

体したコンクリートブロックを基礎に用いて磯を復元

したもの。角本孝夫，太田慶生，澤藤一雄，坂井隆，駒

井秀雄，清野聡子：合意形成型海岸事業と環境復元の課

題−海洋開発論文集，第18巻，pp．19−24，2002． 
(4)台風被害調査報告：9805号台風に伴う青森県大畑川の

洪水記録 99年３月 9805号台風大畑調査委員会 等 
(5) SCR：大畑町に本拠を置くNPO法人であり、サステ

イナブルなまちづくり、自然環境の保全修復などの活動

を継続中。http://www.scr-jp.com 
(6) かつての大畑の自然やそれに根ざした生活について

は SCR 会員澤藤一雄さんや太田慶生さんの記述に詳し

い。http://www.scr-jp.com/forum/culture/hiroba.html 
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