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ごあいさつ 

NPO 法人小諸町並み研究会は、小諸の町並み景観を愛する仲間で平成９年に発足し

ました。それから現在まで 14 年間、小諸市の歴史的町並み修景の事業を市民側から

もり立て、地区まちづくり協議会の皆様に協力する形で以下のような活動を進めて

参りました。（町並み保存活用に関わる主な活動のみ） 
 

・ 伝統建物調査（平成 9 年~ 15 棟の実測調査／千葉大学に依頼） 
・ 「歴史と文学のめぐり道マップ」作成（これまでに８万部を配布） 
・ ほんまち町屋館、与良館の活用提案にかかわる住民参加の支援 
・ 大手門周辺整備にかかわる市民参加~施設提案づくり 
・ 「町並みデザインブック」の作成・発行 

・ 子供向け「町並みミュージアム（忍者ラリー）」の実施（これまで 10 回開催） 
 

そして平成 22 年で市の歴史地区の修理修景事業が終了し、いよいよこれから歴史

を活かした活性化に本格的に取り組むべき時を迎えています。 

昨年から当 NPO では、「使って残そう！伝統的建物プロジェクト」として、伝統的

建物所有者の方にアンケート等でご意向を伺い、ささやかながら建物の再活用につ

いてのお手伝いに取り組んでおります。しかしどの建物にしましても、その地区全

体の将来プラン（特に観光化に向けた）がなくしては、１棟だけでは使って残して

いくための事業計画は描きにくいということを痛感しております。 

 その必要性もあり、各地区協議会や伝統的建物の所有の方などともお話ししなが

らこの「夢プラン」をまとめてみました。小諸城下町再生の「次の一手」を考える

際の参考にしていただければ幸いです。 

     

                            平成 23 年３月 

                  小諸町並み研究会 理事長 佐藤英人  

 

 

この「夢プラン」策定にご意見をいただいた皆様 （敬称略） 
   
 
・本町区まちづくり推進協議会    

・市町区本陣裏町まちづくり推進協議会   

・大手区まちづくり推進協議会  

・相生町おかみさん会   

・NPO 法人 こもろの杜   

・伝統的建物所有者の有志   

・小諸市観光協会   

・小諸商工会議所 

・小諸市  

     どうもありがとうございました。 

 

・多摩美術大学環境デザイン学科 岸本研究室   

・小諸商業高校 スマイル小商店街   

・ハンドクラフト会 創作人   

（アドバイザ－／アイウエオ順） 

・大野整（都市環境研究所主任研究員） 

・岸本章（多摩美術大学教授 

・土本俊和（信州大学工学部教授） 

・福川裕一（千葉大学教授）  

・松林和彦（松林都市建築計画代表 
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特定非営利活動法人 小諸町並み研究会  

理事長/佐藤英人 理事/甘利享一、大森としえ、掛川俊雄、塩川正、清水克彦、友野貴久美 

監事/千野久雄  スタッフ/井出智紀、荻原礼子、柏原邦江、佐藤英子、高木亨  

●設立 平成 10 年 6 月 法人取得 平成 13 年８月  

●会の目的（定款より） 

・小諸市内の歴史的な町並みや建物、詩情ある風景を守り育て、自慢できる美しいまちづくりを進めます。 

・魅力ある景観や建物、小諸を描いた作品と作家、小諸を愛する創作者とのかかわりを財産として、独自  

 の文化創造や発信、交流観光、にぎわいづくりを進めます。 

・小諸の各地区での歴史や自然を活かしたまちづくり活動の連携を図り、行政・企業（商業者）とのパー 

 トナーシップによる、市民参加のまちづくりを進めます。 

以上の活動を通し、子どもたちが住み続けられる、未来のある小諸をつくることを将来的な目標とします。 
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1.この報告書の目的 ~歴史を活かした観光商業地づくりにむけて 

このプランは「歴史資源を活かしたにぎわいづくり」という視点から、小諸城下町の将

来像を描いたものです。 
  

１）プランづくりの土台となる計画、調査 

このプランは、これまで市で進めてきたまちづくり計画や各地区のみなさまのご意見を

ふまえて作成しております。 

●本プランの土台となる市の計画    

・ 「歴史的街路整備事業」「街づくり環境整備事業」（小諸市／平成 12 年~） 

・ 駅・大手門周辺整備構想、アイデア会議（小諸市／平成 18、19 年） 

●NPO で、まちづくりについてのみなさんの意見や提案を伺った機会 

平成 11 年~ （各地区数回程度）本町、市町、大手、荒町にお伺いしての、 

            まちの将来像を考える意見交換会 

平成 22、23 年度 使って活かそう！伝統的建物プロジェクト 

平成 22 年度 ・伝統的建物の所有者への活用意向アンケート 

            ・建物見学会、建物再生に取り組んだ事業者との交流会 

平成 23 年度 ・伝統的建物活用「私の提案」発表会 

        （多摩美術大学、小諸商業高校、手仕事作家等の参加） 

       ・本町での伝統的建物活用にかかわる意見交換会 

        （本町まちづくり推進協議会共催） 
  

２）小諸城下町は、磨けば輝く「歴史・風景資源」の宝庫です 

小諸城下町には、他市町村の人がうらやむような資源がたくさんありますが、「あまり知

られていない」という指摘も受けます。他の町にない資源とは、次のような点です。 
 

・ 駅~北国街道の周辺に、国の重要文化財（２つ）や城の遺構が点在する。 
 

・ 江戸・明治・大正・昭和初期の商家がたくさん残っている。 
 

・ 本町では、修景された建物がつながり、歴史の町並みが再生された。 
 

・ 寺町に囲まれ、街道のつきあたりの寺社、町並みを囲む大樹が、町に品格を与えている。 
 

・ 酒蔵、味噌屋などの大きな醸造蔵がいくつか残り、裏通りの風景をつくっている。 
 

・ 歩いてみると、石垣と蔵、川ぞいの小径など、美しい坂の町の風景が次々に現れる。 
 

・ 周囲に浅間山、アルプスのパノラマが広がり、山国の城下町の独特の風景となっている。 
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まだまだいいところはあげられますが、もう一つ他のまちの人がうらやましがるのは、

明治時代にこの美しい城下町を島崎藤村の詩により全国的に有名になったことです。 

それゆえに小諸を歩いてみたい、と思う人は潜在的に大変多いと思われます。 

小諸市は官民で協力し、この 10 数年「美しい町並みや風景を誇りとして、よいものを

守って活かす」「新しくつくるものも、できるだけまちの魅力を壊さずに調和するものと

する」まちづくりを目指し努力してきました。 

この努力を継続発展しつつ、これからはもっと多くの人に来ていただき、それをまちの

にぎわい、活性化につなげていくのが大事なのではないでしょうか。 

攻めの姿勢なくしては資源も残せず、「小諸はせっかくのすばらしい資源を活かしきれず

に観光地として他の町に負けてしまった・・」という結果になりかねません。 

 

３）歴史資源を活かしたにぎわいづくりの課題  

これまで、市民での意見交換や外部専門家により繰り返し指摘されてきた、まちなか観

光の課題を以下に整理してみます。 

● 観光の目的となるようなポイントが少ない 

大手門が修復公開され、やっとひとつの観光ポイントができた感じですが、大手門も主

に眺めるのみで、観光の目的としては弱い感があります。豊富な歴史資源を活用し、さ

らに楽しめる観光ポイントを生み出す知恵が必要と思われます。 

● 「歴史の町並み＋買い物や飲食のできる観光ゾーン」ができていない 

古い町並みを活かして成功している観光地には、必ず歴史の町並みに店が集積している

ゾーンがあります。 

小諸の場合は、まず候補としてあげられるのは本町の古い町並みです。 

 少しずつ観光客向けの店も増えていますが、この地区の根本的課題として本町通りの交

通量が多く、ゆっくり歩ける通りではないという課題があります。また、古い商家でも

商いをおやめになっているところが多いのも課題です。町並みのルールもないので、今

後町並み景観が保てるかどうか不安もあります。 

 本町以外の歴史地区はほとんどお店がありませんが、今後、大手門公園や本陣問屋など

が整備されれば、その周囲の古い建物での商売は十分可能となると思われます。 

● 観光や買い物の拠点となる駐車場、案内がない 

これまで駐車場の話が出るたびに、市は「市役所南庭や懐古園駐車場から歩いてもらう」

としてきましたが、現実的に考え、大手門周辺や本町に来てくださいというなら、やは

り客の立場に立った場所の確保や案内が必要と思われます。 
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４）城下町が人でにぎわうために~ 資源を活かす４つのポイント 

前項にあげた小諸城下町の資源や課題をふまえて、もっと商業・観光を伸ばすためには、

次の 5 つのことを柱にして計画を立てるとよいと思います。 

 

 

➀ 歩く目標になるような、観光的な魅力ある施設・ポイントを生み出す。 
 

➁ 歴史の町並みがあり、施設や店が集積し，そぞろ歩ける「町並み観光ゾーン」 

  を生み出す。 
 

➂ 施設や町並みゾーンに近い場所に駐車場を確保する。 
 

➃ 観光ゾーン、施設、駐車場をつなぐ「歩きたくなる坂道・小径」を設定する。 
 

⑤ 魅力的な町並み風景を守り育てる 

   

 

➀ 「歩く目標」となる観光ポイントの候補 

●全国的に人を呼べそうな歴史文化資源（重要文化財、藤村ゆかりの場所） 

・ 大手門（国の重要文化財 平成２０年修復完了） 

・ 本陣問屋（国の重要文化財 未修復） 

・ 藤村旧居跡（現在は駐車場） 

●観光客を歩かせたい動線の先にある、寺社等の歴史資源 

人が歩くには、先に何か目標となるものが必要です。人を歩かせたいなら、その先にある

何かしらの歴史資源や物語を掘り出し観光資源化できるとよいのではないでしょうか。 

昔からの寺社の参道は、そのしかけがうまくできています。 

・ 懐古園（城下町から大手門を見て、懐古園に入るコースもよい） 

・ 光岳寺（山門や楼門、お大の方のご位牌、羅漢、庭園、松尾神社など） 

・ 海応院＋酢久商店（潜龍の松、歴史ある展示物、コモロスミレ、味噌ショップ） 

・ 健速神社（祇園祭、大ケヤキ，本殿の彫刻、神輿など） 

●相生町を歩かせるためのマグネット施設 

相生町の方からは「相生町にも観光客が回るように考えてほしい」というご意見をいただ

きます。そのためには、はやり「目標となるマグネット施設」とその間の歩行者空間（プ

ロムナード）の整備、そして魅力的な店が並ぶ、を実現する必要があります。 

懐古園からの客、北国街道からの客に相生町を歩いてもらうためには、現在再開発を予定

している位置（現図書館付近）に何かマグネットとなるものを置く必要があり、再開発の

中でそれが生み出されることが期待されます。 
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② 「町並み観光ゾーン」を形成する 

自分たちがよその観光地にいったときのことを考えてみると、やはり観光資源の集中し

たゾーンの近くに車を止め、散策しながら風景や歴史ポイントを見て、食事をし、買い物

をする、というパターンです。もちろん街全体をじっくり歩いてみるという観光スタイル

も増えてきていますが、やはりコンパクトな観光ゾーンへのニーズの方が圧倒的に高いと

いうのが現実です。 

懐古園を見て、古い町並みも歩こうか、となれば、名物を食べようか、小諸で一泊しよ

うか、ということにもなります。小諸の駅や懐古園から歩いていける範囲で、町並み観光

ゾーンとして成り立ちそうなのは、以下の場所です。 

注：与良の「虚子の散歩道」もたいへん魅力的ですが、ここでは割愛します。 

 

③ 施設や町並みゾーンに近い場所に駐車場を確保する 

これも、自分たちが観光地にいくとき、遠くに車を止めて殺風景な道を５分以上歩くと

いうのは考えにくいと思います。小諸の町なかで観光ゾーンに近く、駐車場として確保で

きそうな場所は、馬場裏と相生町の間の一帯と、大手門周辺の２カ所です。また、大規模

なものを用意しなくても、民間駐車場で空いているところを案内できたり、休日に空いて

いる駐車場などに誘導できるシステムを街全体として構築し、インターネットなども利用

し、小諸に車で来る観光客を上手に誘導できるシステムをつくる必要があります。 

大型バスについては、坂の上のほうでバスを降り、下で拾うという想定をしっかりし、

そのための降車場、バスの待機場所を確保しておけばよいという意見が多かったです。 

駐車場案内システムと、バスの場所については、これまでのいろいろな会議で繰り返し

言われていますが、それについてまちの中をまとめる組織がなく実現していません。 

 

④ 「歩きたくなる坂道・小径」をつくる 

これは小諸の散策観光の大きな魅力、特色となる提案です。 

観光目的となる観光施設や町並みゾーンが形成されたとしても、その間をつなぐのが駐

車場やビルなどの並ぶ道路では、歩いて回ろうという人は少なくなります。もしその間が、

ステキな名前のついたいい風景の道であれば、小諸は「ゆっくり歩きたい城下町」として、

１日とって歩く観光地として定着します。（小布施のように） 

NPO 作成の「めぐり道マップ」に、田町・六供の中沢川ぞいの道を「せせらぎの散歩道」

と紹介しただけで、歩く人が増えたり、旅行雑誌に紹介されたりしました。 

 

⓹ 魅力的な町並み風景を守り育てる 

これまで小諸城下町の「まちづくり条例」を締結した地区について、小諸市は伝統的建

物の修理修景の際に補助金を出し、これまで７９棟が利用しました。  

この事業も終了し、今後どのような取り組みを展開していくか各地区ともに検討中のよ

うです。できれば「活性化に向けた将来像」を各地区で描き、その中で守り活かしたい町

並み風景をみんなで考えて、ルールづくりや修景活動を広げていただければと思います。
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２、町並み観光ゾーンその１  本町・町並みゾーン    
 

歴史資源を活かした本町のにぎわいづくりについては、昨年（平成 22 年）町屋館で開

催し本町の方も参加された、「伝統的建物活用『私の提案』発表会」（7 月 31 日）「伝統的

建物活用・夢プランづくり」（10 月 21 日）で、様々な意見や提案が出されました。 

そこに参加した本町有志の方、小諸商業高校のスマイル小商店街、多摩美術大学環境デ

ザイン学科、地元の手仕事作家や建築家の意見も反映しています。 
 

１）本町町並みの可能性と課題 
 

【本町のいいところ、可能性】 
   

・光岳寺~町屋館までは、小諸宿、商都小諸の象徴である旧家が並んでいる 

江戸時代、明治、大正の歴史的建物が多く残り、特に通りの中ほど南側には江戸の町並

みが連続しています。それらの建物のほとんどが市の修理修景事業により元の姿に近く

修景されており、歴史的町並みと呼ぶにふさわしい景観となってきています。 

大塚酒蔵~旧大塚魚屋まで連続した江戸の町屋、大塚味噌店、旧小諸銀行、そば七、町

屋館など、文化財級の建物がたくさん残っています。 
   

・おいしい蕎麦屋、骨董や紙、布など見て楽しめる店などが点在する 

骨董、アンティーク、紙や布、ギャラリーなどの見て楽しい店も増えてきています。 
  

・光岳寺参道としての物語性 

本町は、かつては光岳寺に市が立ち、農村部の人や純水館などで働く女工さんたちが集

まってきて、たいへんにぎわったそうです。今に残る「参道」らしさを活かして、新た

な「市」を立てて人を呼ぶこともできると思います。 

＊小諸商業高校から「光岳寺の参道としてにぎわいづくりを」と提案がありました。  
   

・山並みを見渡せるポイントがあり、周囲にステキな散策路がある 

町屋館の庭や遊子公園の裏から山並みを見渡したり、中沢川沿いの雰囲気のある小径や

健速神社付近を歩くことで、坂のまちの魅力をゆっくり味わう事ができます。   
 

・祇園祭、お人形さんめぐりなどのイベントをみんなで盛り上げている 

本町は、小諸を代表するまつりである祇園祭をきちんと受け継ぎ、新しいイベントを企

画して広げていくだけの歴史資源、人材、体制があります。町屋館を拠点にまちの人が

まとまり、よその人も巻き込んで企画をふくらませていく力があります。 
  

【本町の課題】  

・車が多いので、ゆっくり歩けない。危ない。 

・観光客向けのまとまった駐車場がない。駐車場の案内がされてない。 

・ガイドブックに載るような観光ポイントがない。 

・入りにくい店が多いのが残念。（商品が見えない、店の人がいないなど） 
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２） 本町町並みゾーン にぎわい夢プラン  
  

① ガイドブックに載るような観光ポイントを生み出す 

可能性があり、実現すれば効果的と思われる場所の候補をあげてみました。 

・ 光岳寺さんに誰もがお参りしたくなる様な「何か」「PR 方法」を考える。 

・ 町屋館の中に、商都本町を感じられる展示コーナーをつくる。（休館中の郷土博物

館にある、大和屋ゆかりの品などを移設して展示するのもよいと思います） 

・ 使われていない昔の建物、蔵などを利用して、テーマ性のある展示ギャラリーをつ

くる。（例／ お人形さんめぐりにちなみ、布、人形などのコレクションを公開して

もらい、布小物の販売も行なう／昔の床屋を活かして「昭和レロト館」をつくる） 
  

② 月に１回程度、歩行者天国にして「光岳寺門前市」を開く 

これまで本町では一方通行について議論を重ねてきましたが、結論はでていません。 

ただ、このままでは永遠に「観光地化」することはません。 

まちの人から出たアイデアは、「月に１度程度、そば七から上を歩行者天国にする」と

いうものです。それを「光岳寺門前市」として開き、骨董、アンティーク、布小物、名

物の食べ物などが、店先に並べられると、必ず人は来ると思います。これで内容が充実

し定着していくようなら、シーズンの土日などに広げていってはどうでしょう。 
  

③ 「泉万跡地」が観光用駐車場＆町並み観光の起点になるとよい 

本町の光岳寺側に近く、まとまった台数がとまれそうな駐車場の候補地としては、今の

ところ泉万跡地しか見当たりません。もしここが起点になれば、本町~大手門を回遊す

るまちなか観光ルートが可能になり、相生町にも人が流れるようになります。 

 

 

江戸時代の町並み        光岳寺の立派な楼門      お人形さんめぐり（町屋館） 

古い蔵をリニューアルした
キャラリー紙倶楽部 

郷土資料館にある、大和屋
呉服店などの商家の展示 

参道の歩行者天国の事例／ 
善光寺門前町 
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３、町並み観光ゾーンその２  大手門周辺・城址ゾーン    
 

大手門公園の整備に伴い、５年ほど前から、市主催のアイデア会議、駅・大手門周辺ま

ちづくりの会議で議論を積み上げ、また大手区まちづくり推進協議会有志みなさん、NPO

小諸町並み研究会、NPO こもろの杜（停車場ガーデン指定管理者）、歴史的建物の所有者の

方などと話合いを重ねた成果を、以下にまとめます。 
 

１）大手門周辺の可能性と課題 
 
 

【大手門周辺の集客の可能性】 

  全国に名の知れた城下町で、懐古園という観光地や駅に隣接し、歴史資源が豊かで、

公共事業の投資（大手門公園の拡張工事を進めている）という、これほど恵まれた条件

を備えた場所はよその町にはあまりないでしょう。 
  

・懐古園、駅に接し、本町の町並みゾーンからも歩いて来られる位置にある 

旧小諸城内であり、国の重要文化財の大手門、根津曲輪、石垣、三の門に至る道の形な

どなどの城の遺構が残り、公園に活かされています。国の重要文化財の大手門は、観光

ポイントとしては十分な価値を持っています。 
  

・商都小諸を感じる明治大正の商家の立派な建物が、公園に接して残っている 

大手門公園は、民間の歴史的な商家をはさむ形で歴史公園がつくられるという、めずら

しい公園です。竹内材木店、小林金吾商店、観光交流センターなど明治大正の立派な建

物が、ゾーンの中心に並んでいます。  
  

・ 浅間連峰、懐古園を望み、周囲の屋並みも美しく、絶好のロケーションである 

観光交流館の前から浅間連峰がパノラマで望め、西側には懐古園の杜が広がる絶好のロ

ケーションです。大手門の東側は、昭和初期の町並みがそのまま残り、山並み、屋根並

み、大手門、白壁の繭蔵が重なり、小諸を象徴する美しいまちかどとなっています。 

このような風景が駅の近くで楽しめるところが、小諸のまちのすばらしさです。 
  

・市民有志の努力で、新しい花の名所が育っている 

小諸市は大手門公園を建設にあたり、市民協働で四季の花の美しい公園づくりを進めて

います。第１期工事で生まれた「停車場ガーデン」は、NPO 法人こもろの杜を指定管理

者にして市民のボランティアによる魅力的な庭づくりを実現し、今後の公園造成でも市

民協働による魅力的な公園づくりを進めてようとしています。 
 

【大手門周辺の課題】  

・公園が造成中であり、観光施設（くらしかる浪漫館、本陣主屋）が休館中である。 

・観光客向けの店がほとんどない。 

・観光客向けの駐車場案内がない。 

・駐車場のまわりが歴史的景観にマッチしていない。 

・大手門周辺の景観コントロールがされていないので、ビルなどが建つ恐れがある。 
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２）大手門周辺ゾーン にぎわい夢プラン 
   

① 外からも人が来るような、魅力のある歴史公園、花の名所をつくる 

一昨年、大手門の修復が終了し公開され、現在は西側に公園を拡張しています。 

歴史的建物や城の遺構に囲まれ、懐古園を望む立地を活かし、懐古園の雰囲気を持つ公

園となる計画です。小諸市は、停車場ガーデンと同じく市民協働で四季の花や緑の美し

い公園を育てていく予定です。（ちなみにここは江戸時代、桜の名所でした） 

そしてこの公園のポイントは、周囲の歴史ある商家との連携で魅力ある観光ゾーンをつ

くっていくことにあると思います。 
   

② 公園内の休館施設を活用し、歴史や文化を感じる施設をつくる 

公園の中に魅力的な施設があることで、集客力は大きくなります。公園だけではなかな

か人は来ません。公園と一体的な使い方で、歴史性、文化性、商業性のある施設である

ことが集客のカギとなります。 
   

③ 歴史ある商家を、観光客も呼べる商業施設として活用していく 

公園に面した３軒の歴史的建物の所有者のみなさんは、いずれは建物の一部を観光や商

業施設として利用したい、あるいはしてもらってもよいとお考えです。 

通りに面しては観光客向けの店を営業し、公園に接する裏の蔵はギャラリー的な商業施

設として活用し、公園を散策して文化やショッピングも楽しめるようにできるとすばら

しいと思います。そのためには、公園と商家の庭が風景としても機能としてもうまく融

合していかれるとよいです。 
   

④ 建物や施設の間に、魅力的な小径をつくる 

小布施などでは、公共空間と民間の施設の間に魅力的な小径などを生み出して、観光客

を歩かせています。ここでも、本陣主屋、根津曲輪、小林邸、竹内邸の間を、うまく活

かして魅力的な小径をつくることができると思われます。 

禰津曲輪は公園用地ではありませんが、通り抜けを可能にする事で、樋の下（武家長屋

の雰囲気を残した通り）~本陣問屋への散策路が生まれます。 

＊市の「平成１７年度の大手門公園基本構想」では、これらの動線が位置づけられてい

ます。 
   

⑤ 駐車場の周囲を修景する。駐車場への案内をわかりやすくする。 

当初の公園計画とは違って公園計画地内に民間駐車場が残っていますが、駐車場は必要

ですので悪くはないと思います。ただし、駐車場のまわりを周囲の景観とマッチするよ

うに修景していくことが必要だと思われます。 

大手門公園（拡張部）の構想をつくった建築家の宮本忠長さんは、このエリアの駐車場

は「杜の中の駐車場」にしてはどうかと提案されました。そのように、周囲を低木で囲

む、見え隠れする板塀をつくり、それにより小径を生み出すことも考えられます。 

また看板、観光マップ、ホームページなどでの、駐車場の案内も必要です。 
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大手門周辺ゾーン・にぎわい夢プラン 概念図 

 

観光交流館前より浅間連峰を望む   浄斉坂下／大手門と周囲の町並み   大手門より懐古園・白壁の蔵が美しい    
  

竹内木材（明治 43 年）        小林金吾商店（大正時代）       観光交流館（昭和初期）    
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３）大手門周辺・歴史的建造物活用のアイデア 
  

【くらしかる浪漫館】  

       提案者：「ハンドクラフト会 創作人」の提案（代表：土屋和栄さん） 
  
■大正の繭蔵を活用したクラフトショップ（１階）の提案 

小諸とその近隣には、手作り作家や愛好家がたくさんいます。現在、多くのクラフトマンは、

募集のかかるクラフト展やギャラリーでのグループ展などに出典しています。手づくり品の

常設は、経済面で非常に難しいのが現状ですが、くらしかる浪漫館をクラフト作家の集う拠

点として解放していただき、地元の皆さんの応援をいただけるなら、わたしたち創作人は小

諸の観光と集客に努力していきたいと思います。金銭では得られない創作する喜び、作品の

ぬくもりと共にそれぞれの分野の知識・技を市民や観光の方に伝えていきたいと思います。 

 

■出店工房のジャンル： 

木工、年度、編み物、ブリザーブド、簡単ソーイング、

押し花、パッチワーク、トールペイント、染、織、布

人形、和小物、つりびな、など 

■出店数：10 工房~15 工房  

■出店工房の選択方法： 

出店工房は公募して、その中で選んでいく。まずは、

プロの工芸家に打診していく。 

■出店の条件： 

当番制で店番を行ない、経費は折半していく。 

折半の方法は、出店者で決めていく。 

例１）出店料を設定 2000／月~5000／月 

  （ワンスペース）  

２）売り上げの 10％~20％を出す  

３）出店料と売り上げの両方を調整 

 

■今ある１階の「小諸の蚕糸の歴史展示」を２階に持っていってはどうでしょうか。 

町並み研究会では、工芸家の方、地元建築家、多摩美術大学環境デザイン学科などと一

緒に、くらしかる浪漫館の内部を何度か見学し、活用方法を考えてきました。 

その中では、概ね以下のような意見が出ました。 

・ ２階の日光東照宮の模型は、観光資源としては価値を感じない。 

・ １階の小諸の蚕糸業の発展にかかわる展示は、商都小諸を語る上で重要であり、展示

自体もなかなかよい内容で、活用しないともったいない。 

・ １階で店をやってくれるなら、展示物を公開するのに人件費も必要ないので、今ある

１階の展示を２階に持っていって公開してはどうか。（日光東照宮は移動してもらう） 
 

＊ 現在、富岡製糸工場跡を世界遺産にしようと言う動きが高まっています。ただし、群

馬・長野の明治~大正期の製糸業の遺構群が残っていることが世界遺産の条件と言われ

ており、富岡市~上田市で連携して蚕糸関連の遺構を残そうとする動きがあり、町並み

研究会も富岡や上田に招かれ、小諸の遺構の紹介や保存の依頼を受けています。 

1 階の活用イメージ 
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【本陣主屋】  

市町にあった本陣主屋を復原した施設で、小諸の城下町にかかわる展示があります。 

この建物の活用については、この３年間、大手区まちづくり推進協議会、NPO 小諸町並

み研究会、NPO こもろの杜などが議論してきましたが、これといった提案がまとまってい

ませんでした。ただし、もしここであげた「夢プラン」のように周辺が魅力的になれば、

施設の利用価値も大きく膨らみます。しかし、平成２３年度整備予定の大手門公園（拡張

部）を整備しただけでは、動線がどこにもつながらず、本陣主屋は公園のどん詰まりの位

置になり、利用方法はなかなか見いだせないと思われます。 

以下は、周辺が魅力的になることを前提としての利用法の提案です。  
  

■ 本陣の座敷と枯山水の庭を利用した、貸し文化スペースの運営 

・ 「城下町の文化を発信する」をテーマに、展示（販売可）、お茶席、演奏会など、多

くの人が参加できる企画に対して安価でスペースを提供する。 

・ 桜祭り、秋の観光シーズンなどには、観光客を誘致できる様な企画（お茶屋、大名の

食事体験、等）を担ってくれる団体、業者を見つけて協力をお願いする。 

・ 団体旅行のお休み処「大名茶屋」としての活用も考え、観光バスの誘致を図る。 

・ 管理運営については、大手門公園（拡張部）の管理委託に含まれるものとし、管理者

は大手門公園の集客を高めるような企画・コーディネイトにあたる。または、観光協

会、観光ガイド協会が運営にあたることも考えられる。 

・ 城下町全体のレプリカなどすばらしい展示物があるので、できるだけ公開していくよ

うにする。（貴重な資料は別に移す） 

市町にあった本陣主屋を復元。 

玄関の式台は江戸時代のもの。 

手のかかった枯山水の庭だが、

今は荒れている。駐車場の屋根

越しに浅間連峰が広がる。 城下町のレプリカは、町歩きの説明

に最適。写真は外国人に説明中。 

殿様が滞在した、上段の間。 

この障子を開けると庭が見える。 

本陣主屋平面図 
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４、町並み観光ゾーンその３   市町・小諸宿ゾーン    
 

 城下町小諸は、江戸時代に北国街道の宿場として発展しました。市町には江戸時代

の本陣問屋、脇本陣が揃って残っており、特に本陣問屋は現存するものでは全国で最

も立派であるといわれており国の重要文化財となっています。 

 そんな小諸のシンボルでもある本陣問屋が修復・公開されれば、多くの観光客を集

められることは確実です。逆に小諸宿本陣問屋の修復がなくては、市町に観光客を集

めるのは難しいかもしれません。 

 市民の悲願でもある早期の修復を願いつつ、数年前から何度か市町区まちづくり協

議会におじゃまして意見をいただいた「市町の将来像」を、以下にまとめておきます。 
 

１）市町周辺の可能性と課題 
 
 

【市町の観光資源・可能性】 

・ 日本一の本陣問屋があります。立派な脇本陣の建物も昔のままの姿で残されており、

宿場の町並みとして十分に PR していくことができます。 

・ 山謙酒造の立派な主屋と奥の酒蔵、整骨院の江戸時代の町屋なども、市町の町並みの

重要な要素となっています。数は少なくなりましたが、他にも江戸時代の蔵や洋風建

築などが点々と残っています。 

・ 江戸幕府により整備される前の北国街道は、一本北側の裏町通りでした。養蓮寺から

線路まで抜けるこの通りは、狭く曲がり角があり、いかにも戦国時代の城下町の道を

感じさせます。お寺の塀、酒蔵、各家の庭などにより雰囲気のある路地を歴史の散策

路としても紹介できればと、地元の方からご意見が出ました。 
  

２）市町・宿場ゾーン にぎわい夢プラン 
  

① 本陣を修復して、集客施設として魅力のある形で活用する 

最近は国も文化財を積極的に活用する方向なので、本陣問屋を修復・活用する際は、集

客や売り上げにつながる運営が必要です。とりあえず今の状態でも、観光シーズン土日

などには表の雨戸を開け、中が見えるようにするだけでもよいと思います。 
  

② 脇本陣を、今の建物をできるだけ活かす形で活用する 

脇本陣は、地元のみなさんと NPO の熱心な取り組みもあり、所有者の方が壊さずに残し

てくださいました。現在は、買い取って使ってくれる人を募集中です。 

江戸時代の位の高い客用の宿屋がそのままの形で残り、奥には明治に上客用に増築した

立派な離れもあり、裏庭はお寺と向かい合い雰囲気があります。 

もちろんそのまま飲食店などに使ってもらえるのが一番いいかもしれませんが、NPO の

会議では若い人、地元の方からこんな提案も出されました。 

利用法提案／コミュニティカフェ＆高齢者のデイサービス施設。まちなかの課題に対応

した高齢者の居場所づくりと、交流観光を融合させる。表通りに面したカフェで、観光

客、子連れの客がゆったりお茶を飲み地元の人と話したりできるとよい。 
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③ 酒蔵を核とした、裏通りの魅力アップ作戦 

山謙酒造の酒蔵は２棟あり、そのうちの江戸時代の本陣の蔵と思われる１棟は、裏通り

に面して美しい土壁を見せています。所有者の方は、この本陣の蔵だけでも残して誰か

に活用してもらえればとお考えですが、奥まっているので蔵だけの利用というのはなか

なか事業化の手があがりにくいかもしれません。（他の町では、このような蔵をアートギ

ャラリーにしているところもありますが） 

日本酒の需要の降下を考えると、将来的には蕎麦屋、味噌屋のような業種が製造と飲食

を兼ねて表の店舗と一体的に事業を展開するのが現実的かもしれません。ガラス工房、

家具工房などのアート系の利用も考えられます。 

酒蔵の裏手に広がる中沢川に沿った美しい谷が、酒蔵の敷地の付加価値となっています。

わき水や養蓮寺の巨木の紅葉など、活かし用によってはすばらしいロケーションの場所

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の重要文化財 本陣問屋             江戸時代の問屋場のようす 

脇本陣（粂屋）             山謙酒造   

江戸時代の蔵と松             山謙酒造の酒蔵 

sakagura   
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５、町並み観光ゾーンその 4   海応院周辺・寺町ゾーン      
 

 荒町の表通りは、ビルや駐車場が多く散策向きとはいえません。ただし、一歩奥の

海応院は立派で見どころの多いお寺なので、城下町を散策する人が東端の目標とする

には最適な位置にあります。また一昨年、酢久商店が店蔵を利用して観光客向けのギ

ャラリー＆ショップをオープンされたので、そこに車を止めてお土産を買いつつ寺の

見学という観光メニューもおすすめできるようになりました。 
  

１）海応院周辺の可能性  
 

【海応院周辺の観光資源・可能性】 

・ 老舗味噌屋の酢久商店、嶋田屋、柳茂商店と、明治期の商都小諸のリーダーの残した

商家が並んでいます。 

・ 海応院では、のちの徳川二代将軍秀忠を助けた礼として賜った「下馬札」「茶碗」「う

ちわ」等の展示コーナーを本堂に設置し、要望があれば見学させていただけます。 

 境内の、樹齢 370 年の潜龍の松、コモロスミレ発見地としての PR もできます。周囲

には、樹齢 300 年以上と思われる大ケヤキが杜をつくっています。 

・ もうちょっと足を伸ばすと嶋田屋さんや「よってけや商人館」があり（曜日を限って

の開館ですが）、手づくりのあたたかい交流の場を旅人に提供してくれます。 
 

２）海応院周辺ゾーン にぎわい夢プラン 
  

荒町は、地元の方もあまり観光という意識はお持ちでないようですので、あえて何かす

る必要もないと思いますが、以下の２点ならば実現可能ではないかという気がします。 
  

① 柳茂商店の活用 

小諸の近代商業の先駆者である初代柳田茂十郎さんは、島崎藤村の「千曲川のスケッチ」

でも「佐久商人気質の典型である」と、人となりが紹介されています。柳茂商店は今は

ご商売をされていませんが、３階の大きな店舗空間、昔のままの帳場、太い大黒柱、そ

そり立つ望楼と、明治商人の心意気が伝わってくる貴重な建築物です。 

この建物と柳茂商店の歴史を活かし、NPO などが協

力して、何かミュージアムショップでもできればと

模索していますが、未だ実現していません。所有者

さんは、建物の歴史と空間をうまく活用してくれる

借り手を探しておられます。 
  

② 花の名所づくりと情報発信 

海応院境内のコモロスミレ（今は多くない）、サルスベリの大木、嶋田屋さん前のミニ

パークの藤棚など、小さな花の名所が生まれています。市民も協力してコモロスミレを

増やしたり、銀行やコンビニ、酢久商店さんの駐車場などに協力してもらいを通り沿い

に花や緑を増やすことで、住む人にも観光客にも魅力あるゾーンになるのではないでし

ょうか。 
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６.観光の起点として絶好の位置にある 馬場裏ゾーン 

  本町・町並みゾーンの項で、馬場裏の泉万跡地を観光拠点・駐車場にという提案を出し

ましたが、馬場裏は「まちのへそ」として大変重要なゾーンですから、泉万跡地だけでな

くゾーン全体の土地利用マスタープランを立て、その中で泉万跡地の使い方を検討する必

要があります。 

馬場裏ゾーンを考える上で、ポイントとなるのは以下の点です。 

（駐車場について） 

・ 泉万跡地は、本町、相生町、藤村旧居跡に近いので、観光客にとっては便利な場所で

す。ここからなら、本町ゾーン、大手門ゾーンを両方まわってもいいなと思わせます。

相生町で食事をとる観光客も多くなると思います。 

・ 馬場裏と相生町の間に、ばらばらにいくつかの駐車場があります。現在は雰囲気もよ

いとは言いがたく、入口も分かりにくい状態です。しかし中心に大塚酒造の酒蔵があ

るので、うまくデザインすれば雰囲気のある駐車場・観光拠点をつくることができそ

うです。 

・ 観光動線から考えると歩行者の出入り口は馬場裏側とし、車の出入りは国道か藤村プ

ロムナードからというのが妥当です。 

＊相生町の元昭和堂ビルに、市の集会施設（100 人程度収容）の計画が検討されている

そうですが、そうなると市民用としても駐車場を考える必要があります。 

（誘客のしかけ） 

・ まちなかに位置する駐車場なので、いろいろな方法でさらに集客アップの拠点とする

こともできます。たとえば、シーズン土日はテントで小諸特産の生鮮品、アイスクリ

ームなどを販売したり、屋台を出すなどすれば、そぞろ歩きが楽しくなります。 

 藤村プロムナードに、パラソルショップが並んでもいいかもしれません。 

・ 藤村旧居跡、というのはやはり小諸の観光要素とし

ては意味があります。旧居跡入口、板塀、藤村の井戸、

周囲の歴史的建物を保全して PR することが効果的だ

と思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

馬場裏周辺の現在の駐車場    注：駐車台数は平成 20 年調べ 

  

大塚酒造酒蔵 

泉万跡地と酒蔵 
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７. 「歩きたくなる坂道・小径」で各ゾーンをつなぐ 

それぞれの観光ゾーンや観光用駐車場を、歩きたくなる道でつ

なげば、城下町をめぐる人が増えます。東京では「坂歩き」がブ

ームになっています、「歩きたくなる坂の町」として PR していけ

ば、熟年から若者まで多くの人が小諸を歩いてくれると思います。 

以下に、ゾーンをつなぐ「歩きたくなる坂道・小径」を挙げま

す。（番号は地図と対応） 

相生町をここに入れるのは違うとは思いますが、相生町自体は

中心商店街として独自に計画を策定しておりますので、ここでは

あくまで観光動線の視点で他のゾーンとの関連からいえること

を書き添えておきます。 
  

➊ 明治大正商家の小径 

今は駐車場ですが、大手門公園が整備されたのち本陣主屋と大手

門をつなぐ雰囲気のある小径ができるとよいと思われます。 
  

➋ 根津曲輪の小径 

小諸城の城郭を活かして、樋の下に抜ける小径ができそうです。

城郭の上の小さな祠のあるところからは、大手門周辺の歴史の町

並みが一望できます。 
  

➌ 城西坂 

大手門と本町・馬場裏をつなぐ坂道です。急な坂道の両側に、城

郭の石垣と歴史の町並みが残り、小諸を象徴する風景の道です。 
  

➍ 北国街道・裏町 

戦国時代の北国街道で、曲がりが多く、石垣、生け垣、祠、石仏、

蔵などが残っています。養蓮寺は、城下町の中でも一番古い時代

のお寺で歴史を感じます。 
  

➎ 養蓮寺下・中町 

養蓮寺の本来の参道は、旧北国街道がコの字型に曲がった中町で

す。今でも数件の歴史的建物、味噌醤油店があり、国道をはさん

で蔵づくりの老舗蕎麦屋があります。 
  

➏ 馬場裏 

江戸時代は武家地の中で、馬場がおかれていました。狭い道に、

本町の商家の裏手の蔵、酒蔵が並び、いかにも城下町の裏通りと

いう風情があります。島崎藤村が毎日にように歩いた道で、「千

曲川のスケッチ」にも紹介されています。 
  

➐ 藤村の小径 

藤村の住まいは残っていませんが、藤村旧居跡は、それでもなお

小諸にとっては重要な観光資源です。所有者の方の好意で、昔な

 

丁子庵から養蓮寺を見る 

 

樋の下の通りと根津曲輪 

大手門前の浄斉坂 

藤村旧居跡の板塀 

 



 19 

がらの板塀が残り、一角が庭として整えられています。なにかし

らの手段で、路地の雰囲気を保全し、藤村文学の香りを感じる小

径として紹介できるようになることが必要だと思います。 
  

➑ 相生坂おしゃれプロムナード 

相生町は、現在アーケードを撤去し、新しい歩道整備が進んでい

ます。停車場ガーデンとつなげた「花と緑のおしゃれプロムナー

ド」にしたいと、おかみさん会ではガーデニングに取り組んでい

ます。坂の上の方の市が再開発を進めている地区に、観光客も呼

び込めるような観光マグネットができれば、大手門ゾーンや町並

みゾーンから人が回遊していくことが期待できます。 

ただし新設の公共施設で観光客を呼ぶということは難しいので、

たとえば公園を「詩人・島崎藤村メモリアルパーク」として藤村

旧居とともに人が訪れる仕掛けを考えるとか、再開発地区内に残

る大正 13 年の美しい洋館（コヤマ）を文学カフェにする、とい

うようなおしゃれなアイデアが必要かもしれません。 
  

➒ 鹿島町界隈 

大手門周辺、相生町に人が来るようになると、鹿島町の観光的な

ポテンシャルが上がります。老舗の食堂などもあるので、鹿島町

の良さをいかすようなしかけがあれば、観光動線が成り立ちます。 

たとえば大手門から相生町に抜ける通りのどこかに小さな祠を

置き（鹿島様を分祀していただければベスト）、鹿島神社を建立

した仙石秀久にまつわるものを置くなど、島崎藤村の千曲川のス

ケッチになぞらえ楢の樹を植えるとか（下記参照）、そんな物語

性のあるポケットパークができるといいかもしれません。 

鹿島町の小径は、南北の狭い路地でこそ、いかにも神社の跡地ら

しい少しいかがわしい界隈性を楽しめます。男性客を誘う様な通

りのネーミングやサイン、照明（ちょうちんでも）のしつらえが

あってもいいかもしれません。 
   
 

「千曲川のスケッチ」より 

 楢の樹蔭。そこは鹿島神社の境内だ。学校が休みに成って

からも、私はよくその樹蔭を通る。 

 ある日、鉄道の踏切を越えて、また緑草の間の小径へ出た。

楢の古木には、角の短い、目の愛らしい小牛が繋いであった。

しばらく私が立って眺めていると、小牛は繋がれたままでぐ

るぐると廻るうちに、地を引くほどの長い綱を彼方此方
あ っ ち こ っ ち

の楢

の幹へすっかり巻き付けて終
しま

った。そして、身動きすること

も出来ないように成った。 

 向うの草の中には、赤い馬と白い馬とが繋いであった。 

相生町と停車場ガーデン
の協働による坪庭の実験 

 

市民有志で花を育てる 
停車場ガーデン 

 

大正 13 年の洋館（相生町） 

 

停車場と鹿島神社の杜 
（明治 26 年） 
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８、魅力的な町並み風景を守り育てる  

これまで城下町の各地区では、「まちづくり協定」を帰結して「まちづくり推進協議会」

を中心に町並みの再生に取り組まれてきました。小諸市は「街づくり環境整備事業」とし

て協定に沿って修理修景をする建物に一定の補助金を出し、これまで 10 年かけて 79 棟の

建物に手が入り、昔の町並みが徐々に甦ってきたのです。 

町並みの再生が一定の効果をあげたということで、平成 22 年度でこの補助金は終了と

なりました。でも町並みづくりは継続してこそ意味のある活動です。これまでの投資と努

力が無駄にならぬよう、今後は点（個々の建物）から線、面への広がりが期待されます。 

前項までで描いたような観光商業による活性化の視点からも、そのベースとなる地区の

町並み景観を守り育てることはとても重要です。 

町並み研究会では、これまで歴史的建物のデザインの手引き「町並みガイドブック」の

発行（平成 19 年３月）、「城下町の景観計画・市民案」の作成（平成 21 年 11 月）と研究

を積み上げてきました。その調査をもとに、「観光町並みゾーン」についてのみ、以下に

ポイントをあげてみます。  

 

１）各ゾーンの町並みづくりのポイント 
  

① 本町・町並みゾーン 

（ルールづくり） 

歴史的建物の集中したところだけでも、以下のようなルールづくりの検討が必要ではな

いかと思われます。  

● 新しい建物は、できるだけ周りと調和したものにする 

今後、外部の資本による開発も考えられます。建物の高さを押さえる、四角いビル型で

なく屋根のあるものにするなど、最低限の拘束力あるルールが必要と思われます。 

● 表通り側に家や塀が並ぶようにする。  

新しい開発の際は、表通りに面しては駐車場でなくする、少なくとも塀を立てるなどの

ルールが必要です。できれば、通りに面しては店を開いていただけるとよいです。 

●表通りの建物デザインの連続性や調和、伝統的な商家のしつらえを大事にする。 

これまでのまちづくり協定を土台に、通りに面した軒の高さ、建具などのデザインの調

和、色のコントロールなどについて、地区ごとの特色を盛り込んではどうでしょう。 

（にぎわいの演出） 

のれん、店の前のディスプレイなどで、参道の

にぎわいが手軽に演出できます。 

歩行者天国の日は、縁台、番傘なども雰囲気を

盛り上げます。 

 

川越・駄菓子屋横町 
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② 大手・城跡ゾーン 

（ルールづくり） 

●駅側から見える、屋根並み・山並みのラインを守る 

大手門の周囲の建物の高さ、屋根の形と色に一定のルールを設けることが有効です。 

●大手門、公園の周辺にそぐわない建物は遠慮してもらう 

市町から駅に通じる通りには、明治~昭和初期の商家や蔵が残されています。また大手

門の周囲は、お住まいの方のご努力で昭和初期の町並みが美しく保たれています。その

価値を下げるような建物は、今後はご遠慮いただくようなルールづくりが必要です。 

●金網やブロック塀を、生け垣や板塀に変えていく 

公園周辺の駐車場、城西坂や樋の下の通り沿いについて取り組むと効果的です。 

（花と緑の魅力づくり） 

大手門公園だけでなく、周囲のお宅も一緒に花と緑を育

てることで、懐古園と連続する魅力的な城址と町並みが

融合した魅力的な地区になります。 

 

③ 市町・小諸宿ゾーン 

（ルールづくり） 

市町の表通りは、今は町並みとしては考えにくいかもし

れませんが、本陣問屋の修復が実現すれば、あわせて周

辺の町並み環境のルールもつくる必要があると思いま

す。（内容は、本町であげたルールに近いと思います） 

裏町については、歴史ある路地の雰囲気をつくる酒蔵、

塀などを残し、ブロック塀や駐車場を、板塀や生け垣に

変えていくだけでたいへん魅力的になると思います。 

（花と緑の魅力づくり） 

まちづくり推進協議会では、これまで花の修景に取り組

まれてきました。加えて、駐車場の一角に品のいい樹木

を植える（特に古い蔵や塀とセットとなる形で配置す

る）などで、格式ある宿場町の演出を工夫できます。 

 

④ 海応院周辺・寺町ゾーン 

荒町通り全体での歴史的な町並み形成は取り組みにく

いかもしれません。でも海応院周辺については、たとえ

ば海応院参道や境内に面した伝統的建物をできるだけ

今の雰囲気を壊さないでいただく、板塀にする、などの

ルールは必要かと思います。（これは、城下町の他の寺

や神社にもあてはまると思います） 

大手門周辺の屋根並みと浅間連峰  

格式のある市町の町並み 

海応院から見る柳茂商店望楼 

海応院の参道入口 
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付記：「相生町通り町並み協定」「町並みデザインガイド」の紹介 

相生町では、電線地中化・アーケード撤去後の町並み修景に向けて、平成 22 年２月に

「相生町通りまち並み協定」を締結し、建物の修理修景についてのルールを定めました。 

 そこで目指している町並みは、山並みや大空を感じさせるための屋上広告物の規制、ビ

ルの前面に大きな広告を出さず単調なデザインもさける、建物の１階部分はにぎわいを生

み出すデザインにする（オーニングテント、ショーウィンドー、プランターなど）、夜の

照明により町を安全にする、というものです。相生町では、具体的な手引きを盛り込んだ

「デザインガイド」を作成しました。また、小諸市はこのルールにのっとった建物の修景

に補助金を出すことを事業化しました。（「街並み環境整備事業」と同じ形の補助） 

 

２）今後の取り組みに向けて 

今後、町並み風景づくりを点から線、面へと広げていくためには城下町で共通して次の

ような取り組みが必要と思われます。 

●町並み観光ゾーン、坂道・小径周辺の「景観計画」をつくる 

・ それぞれの町並み観光ゾーンの特色をいかした町並みのルールづくり。 

・ 町並み観光ゾーンや坂道・小径の風景のポイントになっている大事な資源をリストア

ップし、みんなで協力して守り育てる体制をつくる。（石垣、大木、蔵など） 

以上の２点については、小諸市の「景観計画」（景観法に定められた市町村の計画）に追

加して城下町の大事なエリアを「景観重点地区」に位置づけていく必要があると思います。

それに向けて、協議会を中心に住民参加の話合いをはじめてはどうでしょうか。 

小諸市の景観計画はまだ城下町について盛り込まれていませんが、歴史的な町並みを売

り物にしている市町村の多くは、歴史観光地区の景観形成の方針を定めた景観計画を策定

しています。それにより、官民一体となった推進体制が生まれ、必要により開発に法的な

歯止めをかけたり、大事な歴史的建物や樹木、石垣、橋などを指定して守る事ができます。 
  
NPO 小諸町並み研究会では、小諸城下町の景観資源や景観ルールを「信州小諸・町並

みデザインブック」（H19 年）にまとめました。ぜひ参考にしてください。 

  

●地区ごとに特色のある、花と緑の魅力づくりに向けて 

城下町の魅力づくりは、歴史的町並みとあわせて、各地区そ

れぞれ特徴のある花と緑の育成がポイントとなりそうです。 

小諸市は、一昨年オープンした停車場ガーデンの中に「花と

緑の相談所」を設け、園芸の専門家に市民や地区まちづくりの

園芸活動の指導を委託しています。これまで、相生町おかみさ

ん会のガーデニングのまちづくりなどを支援してきました。 

今後も、このような官民一体となった取り組みが広がれば、

古い町並みとともに城下町を彩る四季の草花で、住みたくなる

訪れたくなる町としてより小諸の魅力が高まります。 相生町おかみさん会の活動 


