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Abstract In the Kiso region, the protection and restoration of portions of the historic post towns on the old 
Nakasendo and Kisoji highways has preserved the townscape of the Edo period down to the present. Moreover, this 
area corresponds to the upper reaches of the Kiso and Shinano rivers, one of the largest river systems in Japan. In 
these river basins, citizens' participation in river basin management and cooperation between upper, middle, and 
downstream regions has taken place across prefectural boundaries. From the viewpoint expressed above, this study 
takes up the Kiso region, which unites the historical characteristics of the post towns (cultural environment) with the 
river basin (water environment) conservation and management activities, in an effort to better understand these 
characteristics. 
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１．研究の視点と目的 

近年，人々の景観への関心が高まり，個性ある美しい街並

みや景観の形成が求められるようになってきた。このような

社会的風潮を受けて，2003年には「美しい国づくり政策大綱」

が発表され，2004年に景観法が施行された。特に地域の歴史

的特性を活かしたまちづくりが全国各地で活発に行われてお

り，かつての街並みの復元・整備が進められている。このよ

うな地域の中には，たとえば，小京都と呼ばれる古い街並み

や名刹が今でも残っているまちや，佐原や川越などの小江戸

と呼ばれるまちがある。さらに世界遺産登録されている岐阜

県の白川郷や富山県の五箇山などのように，農山村の風景を

生活しながら守り続ける地域もある。そしてこれらの地域で

は，それぞれ地域固有の文化環境としての歴史や伝統を活か

したまちづくりが行われており，このことが地域の観光資源

の創出・確保にもつながっている。 

一方水環境分野においては，「環境―自然」,「参加―社会」

を謳う1997年の河川法改正を契機として,「河川の問題を河

川の範囲内で解決しようとする」から「河川区域の限定を行

わず,分水嶺を含めた流域全体を視野に入れて捉える」という

「流域主義」の考え方が表出するようになった（六宮ら，2003）。

そのため琵琶湖・淀川水系や琵琶湖流域のように，河川の上

流域，中流域，下流域が連携し，お互いの実情や問題点を理

解しあうことにより，河川の流域管理を推進する地域が多く

みられるようになった（山本ら，2003；山本，2004）。 

以上の視点から木曽地域についてみると，この地域では中

山道・木曽路の宿場町としての歴史的街並みを保存・修景す

ることにより，江戸時代の街並みを現在に伝えている。また

この地域は，わが国の大河川のうちに数えられている木曽川

及び信濃川の上流域にも該当しており，これらの河川では住

民参加型の流域管理や，上流域，中流域，下流域の連携事業

が都道府県の境界を越えて行われている。そこで本研究は以

上で述べた視点から，宿場町としての歴史的特性（文化環境）

を持ち，河川流域（水環境）の保全・管理活動を行っている

木曽地域を取り上げ，その地域的特性について把握すること

を目的とする。 

 

２．研究の枠組みと方法 

本研究は，文献調査，インターネットを利用した調査，現

地調査及びヒアリング調査（2005年８月～11月）の結果をも

とに行う。第３章において研究対象地域の概要について整理

したうえで，第４章では文化環境を活かしたまちづくりの特

性，第５章では水環境の保全・管理活動の現状を把握する。

これらの成果を踏まえ，最後に第６章では本研究の結論と今

後の研究課題について示す。 

 

３．研究対象地域の概要 

本報告の研究対象地域は，五街道（東海道，中山道，甲州

道，日光道，奥州道）の中山道のうち，信濃国木曽の部分に

該当する木曽路と呼ばれる街道の沿線地域である。木曽路は

道筋が必ずしも一致していないが，古代の東山道が基本とな

っており，日本橋から北武蔵・上野国・信濃国・美濃国と諸

国を通過した後に近江国草津宿で東海道と合流し，京都に至

る街道である。中山道のうち木曽路は，島崎藤村の｢夜明け前｣

では｢木曽路は全て山の中である｣と記されているように，主

に森林地域を通る街道である。また図１に示すように，木曽

路は名古屋市の熱田神宮から長野市を結ぶ国道 19 号線にほ

ぼ相当している。中山道の沿線地域は，明治時代以降の鉄道・

道路交通の発展に伴って，宿場町としての機能を失って衰退

した。 

前述のように，中山道は東海道とともに江戸と京都を結ぶ
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街道であるが，江戸時代には東海道の方が交通量も多く，宿

駅も大規模であった。具体的には，東海道の53宿，126里余

に対して，中山道は67宿，139里と距離も長く，さらに木曽

路をはじめとする山道や峠道が多いため，人馬の往来が非常

に困難であった。 このため，参勤交代における中山道の利用

は東海道よりも少なかったものの，お茶壷道中や和宮の将軍

家お輿入れなど姫宮方の通行には中山道がしばしば利用され

ていた。 

木曽路には図１に示すように，北から南にかけて，贄川宿，

奈良井宿，薮原宿，宮ノ越宿，福島宿，上松宿，須原宿，野

尻宿，三留野宿，妻籠宿，馬籠宿という木曽十一宿の宿場町

が立地していた。これらの宿場町のうち，特に奈良井宿，妻

籠宿，馬籠宿は当時の姿がほぼそのまま残っているため，第

４章において文化環境を活かしたまちづくりの特性を把握す

る際に主対象とする。またこれら３ヶ所の宿場町では，現在

も宿泊可能な旅館が残っている。 

 

 

 

 

なお図１に示されるように，奈良井宿は木曽路の北方にあ

り，木曽路最大の宿場町であった。奈良井宿が立地する旧長

野県木曽郡楢川村は，2005年４月に隣接する塩尻市と合併し，

塩尻市となった。この周辺地域以北は木曽地域のその他の地

域が木曽川流域であることとは異なり，信濃川最上流域の奈

良井川流域である。一方妻籠宿と馬籠宿は木曽路の最南端に

位置しており，馬籠宿が立地する旧長野県木曽郡山口村は

2005年２月に岐阜県中津川市と越県合併した。また木曽地域 
では，行政，民間企業，観光協会，NPO/NGO や住民団体など

の様々な主体の協働により，インターネット上に木曽ポータ

ルサイト注２）を構築し，この地域に関する情報発信を行って

いる。 

 

４．文化環境を活かしたまちづくりの特性 

４－１.奈良井宿（長野県塩尻市） 

奈良井宿はかつて｢奈良井千軒｣と謳われたように，多くの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 木曽路における各宿場町の位置 

木曽ネット・観光マップのホームページ注１）より引用 

- 58 -



（社）日本都市計画学会 都市計画報告集 No. 4 2005 年11 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No. 4, November, 2005 

 

 

 

旅籠や茶屋が軒を連ね，木曽路一の賑わいがあった宿場町で

あり，写真１に示すように約１kmにわたり奈良井宿独特の出

梁造りの家並みが続いている(文化庁，2000)。現在は350軒

余りの町屋が残っており，｢生きている宿場町｣といわれてい

る。1975年には，妻籠宿とともに国の重要伝統的建造物群保

存地区の指定を受けた。 

またこの宿場町の周辺地域では，森林資源を活かした漆器

や天然ヒノキの曲物などの伝統工芸が伝えられており，これ

らは土産物屋で販売されているだけではなく，観光客向けに

これらの伝統工芸を作成するための体験講座が開かれている。 

 

４－２.妻籠宿（長野県木曽郡南木曽町） 

妻籠宿は，木曽川上流域の蘭川に沿って形成された宿場町 

であり，現在でも写真２に示すような約 500ｍの宿場町の街

並みが続いている。妻籠宿では全国に先駆けて街並み保存に

取り組み，1968年には町をあげての街並み保存事業を開始し，

「妻籠を守る住民憲章」を発表した(文化庁，2000)。この憲

章に則って，街並みを守るために家や土地を「売らない・貸

さない・壊さない」の三原則のもとに，妻籠宿の住民がここ 

 

 

写真１ 奈良井宿（2005年８月撮影） 

 

 
写真２ 妻籠宿（2005年８月撮影） 

で暮らしながら，宿場町の街並みを守るようになった。そし

て1975年には，奈良井宿とともに国の重要伝統的建造物群保

存地区の指定を受けた。 

 
４－３.馬籠宿（岐阜県中津川市） 

馬籠宿は木曽路南端に位置した宿場町であり，十国峠を超

えると美濃国に入る。この宿場町は写真３に示すように坂道

沿いに発達した約 600ｍの宿場町の街並みが続き，奈良井宿

や妻籠宿とは異なり，宿場町の中心の街道には土砂の流失を

防ぐために石畳が敷かれている注３）。この宿場町は軒の低い格

子造りの家並みを特徴としており，1895（明治28）年の大火

で江戸時代の街並みは焼失してしまったが，現在は地元の

人々の努力でほぼ当時の姿が復元されている注３）。また馬籠宿

は明治の文豪・島崎藤村の生誕地として有名であり，代表作

「夜明け前」の舞台となった。 

 

４－４.その他の宿場町 

木曽路北部の贄川宿，福島宿には，関所が開設されていた。

特に福島宿は江戸時代の四大関所のうちの一つであり，木曽

地域の政治経済の中心地であった。木曽路中部の野尻宿は，

かつては奈良井宿に次ぐ規模の宿場町であったが，大火でか

つての街並みは消失してしまった。また野尻宿は，外敵から

の進入を防ぐため道を左右にうねらせた「七曲がり」と呼ば

れる道が特徴である。 

 

５．河川流域（水環境）の保全・管理活動の現状 

５－１.河川流域としての地域的特性 

第３章でも述べたように，木曽十一宿のうち北部の贄川宿

と奈良井宿は奈良井川流域であり，これ以外の９ヶ所の宿は

木曽川流域に該当する。奈良井川は鳥居峠から木曽駒ヶ岳山

麓を水源とし，信濃川（千曲川）の上流域の支流であり，日

本海に注ぐ川である。なお信濃川は日本最大の大河であり，

長野県内では千曲川と呼ばれている。写真４は，奈良井宿付

近の奈良井川とそこに架かった木曽の木橋を示したものであ

る。一方木曽川は，長良川，揖斐川とともに木曽三川の一 

 

 

写真３ 馬籠宿（2005年８月撮影） 
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つであり，太平洋に注ぐ大河である。写真５は，奈良井宿の

南隣に位置する薮原宿付近の木曽川上流域の様子を示したも

のである。 

このように木曽路の沿線地域は，北部は日本海に注ぐ信濃

川（千曲川）流域，中部から南部にかけては太平洋に注ぐ木

曽川流域に該当していることが大きな特徴である。このよう

な点は，河川流域管理の点において十分に考慮する必要があ

る。これらのことを踏まえて，以下では信濃川流域と木曽川

流域における水環境の保全・管理活動について説明を加える。 

 

５－２.信濃川流域 

信濃川水系は長さ 367km，流域面積 11,900km2，流域内の

人口約330万人，世帯数約110万世帯，市町村数132市町村

の長野県と新潟県を流れる日本一の大河である注４）。信濃川流

域では国土交通省の河川事務所が中心となって 1992 年以来

毎年「河川水辺の国勢調査」 が実施されており，水質・水量，

生物などの調査が行われている。 

また信濃川を上下流一貫した視点で考えることを主眼に，

長野県，新潟県で歩調を合わせ，2004年には図２に示すよう 

 

 
写真４ 奈良井宿付近の奈良井川に架かる木曽の木橋 

（2005年８月撮影） 

 

 

写真５ 薮原宿付近の木曽川上流域（2005年８月撮影） 

に河川文化フォーラムが開催されていた。信濃川流域は信州

（長野県）と越後（新潟県）の二つの地域から成り，古くか

ら信濃川（千曲川）を通じた結びつきが強く，共通した歴史

や文化を育んできた地域である。この流域では信州（上流）

に降る大雨が越後（下流）に水害被害をもたらすことが従来

多かったため，河川文化フォーラムではこれまでに行われた

治水事業などについて議論が行われていた。 

さらに信濃川の自然や歴史など，その魅力を広く地域の住

民に伝えるために，「信濃川自由大学」が開校されている注４）。

これは，信濃川にゆかりのあるゲストを毎回招き，受講者と

ともに信濃川について考えていくことを目的としている。 
なお信濃川の最下流域は新潟市であり，かつては八千八川，

堀が縦横無尽に走る水の都であったが，堀や河川，潟の多く 
は埋め立てられてしまった（新潟日報特別取材班，1993）。し

かし近年の新潟市では，水と緑のネットワークを活かしたま

ちづくりや，写真６に示した信濃川を軸とした｢水の回廊｣に

よる水辺空間の再生が行われている。 
 

 

図２ 信濃川河川文化フォーラム 

信濃川水系・河川文化フォーラム越後・信州のホーム 
ページ注４）より引用 

 

 

写真６ 新潟市内の信濃川最下流域（2005年11月撮影） 
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５－３.木曽川流域 

木曽川，長良川，揖斐川の三本の河川は，広大な濃尾平野

をとりまく山岳地帯を水源地とし，流域面積は合計91,000km2

であり，長野県，滋賀県，岐阜県，愛知県，三重県の５県に

またがっている注５）。５－１節でも述べたように，木曽三川は

これら三本の河川を示す呼称であり，古来この三川は一つの

川として乱流していたが，明治時代の改修事業により三川の

分流がなされ，現在の河状となった注６）。この流域では洪水被

害が従来から多く発生し，治水・利水対策を重ねてきた。 

木曽三川のうち木曽川は，長さ227kmの一級河川であり，

長野県から岐阜県，愛知県，三重県を経て伊勢湾に注ぐため，

木曽川上下流域のこれらの県内の行政および民間団体の協働

により，水環境を守るための様々な取り組みが行われている。

具体的には，「川づくりは森づくりから」という考え方に基づ

き，上流域の 11 町村，下流域の８市町，木曽川の水を利用

している愛知用水流域の22市町により，木曽川流域連携事業

が行われている。そしてインターネット上では，図３に示す

ように木曽川流域連携オープンハウスという取り組みが行わ

れている。この取り組みの目的は，木曽川を通じた活動内容

の紹介や活動主体間の連携・交流の支援であり，広く一般に

理解され，参加されるような情報発信と交流の場が設けられ

ている。 

木曽川流域連携事業においては，上下流域の交流活動とし

て教育交流や産業交流が行われている。このような交流活動

として，上流域の森を整備するために下流域及び愛知用水流

域の市町との森林整備協定，ひのきの里親ボランティア，保

全基金の設立が挙げられる。 
 

６．結論と今後の研究課題 

本研究は，宿場町としての歴史的特性（文化環境）を持ち，

河川流域（水環境）の保全・管理活動を行っている木曽地域

を対象とし，その地域的特性について把握することを目的と

した。第４章では文化環境を活かしたまちづくりの特性，第 

 

 

図３ 木曽川流域連携オープンハウス 
木曽ネット・木曽川連携事業オープンハウスのホーム 

ページ注７）より引用 

５章では水環境保全・管理活動の現状を把握した結果から，

木曽地域ではこれら二つ異質な活動を合わせて行うことによ

り，地域的特性の環境資源としての質を向上させることと，

観光資源としての価値を高めることが可能になるといえる。 

また水環境の視点から文化環境を捉えると，５－２節の信

濃川流域の事例でも示されているように，各河川には上流域，

中流域，下流域が一体となって育んできた独自の河川文化が

ある。このような上流域，中流域，下流域の交流は，５－３

節の木曽川流域の事例のように，河川の流域管理という水環

境保全・管理活動の一つの役割を担うとともに，既存の河川

文化の再認識，再発見，新たな河川文化の創出にもつながっ

ていくのではないだろうか。たとえば本研究の対象地域では，

上中下流域の交流活動において，上流域（木曽地域）におけ

る宿場町の歴史的まちなみを下流域や中流域の住民が訪問・

見学することにより，上流域の水環境だけではなく，文化環

境に関する実情や地域独自の取り組みについても知ることも

できる。 

さらに本研究でこれまでに取り上げてきたように，木曽ネ

ットや信濃川水系のホームページでは，インターネットを利

用した情報発信，情報交流・共有化を行っているが，河川の

上中下流域の交流活動においてインターネットを積極的に利

用することも有効な手段ではないだろうか。このようなイン

ターネットの利用により，一つの河川流域内だけではなく，

他の河川流域や異なる地域的特性を持つ地域との交流も可能

になる。 

今後の研究課題としては，地域固有の歴史や伝統などの文

化環境と水環境との関わりについて，様々な地域においてケ

ーススタディを行うことにより，地域的特性と問題点を把握

することが挙げられる。 

 

補注 

注１）木曽ネット（2005.10.19更新）観光マップ 

＜http://www.kisoji.com/＞ 2005.11.25参照 

注２）木曽ネット（2005.10.19更新）ポータル木曽 

＜http://www.kisoji.com/＞ 2005.11.25参照 

注３）木曽ネット（2005.10.19更新）馬籠観光協会 

＜http://www.cnet-kiso.ne.jp/m/magome/＞  

2005.11.25参照 

注４)信濃川水系（2005.10.3更新）河川文化フォーラム越 

後・信州 ＜http://www.367.jp/folumn/index.html＞ 

2005.11.25参照 

注５）木曽川上流河川事務所（2005.11.16更新）データで見 
るなるほど木曽三川＜http://www.cbr.mlit.go.jp/ 

kisojyo/data/index.html＞ 2005.11.25参照 

注６）木曽川上流河川事務所（2005.11.16更新）木曽三川の 

歴史 ＜http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/ 

history/index.html＞ 2005.11.25参照 

注７) 木曽ネット（2005.10.19更新）木曽川連携事業オープ 

ンハウス＜http://www.kisoji.com/kisogawa/ 

index.html＞ 2005.11.25参照 
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