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歴史的特性のある町並み景観の保全継承に関する一考察 
－掛川市横須賀街道の町並み保存の事例－ 

A Study on Historic Main Street Preservation 
-A case study on townscape of Yokosuka-kaido in Kakegawa-City 
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In recent years, as more people recognize the importance of preserving townscape particularly a traditional main street 
with historical characteristics, the movement of historic main street preservation has gained a momentum throughout the 
nation. However, only a handful of those have been preserved and dozens of others are disappearing by multiple factors. 
Yokosuka-kaido district, which is located in Osuka region of Kakegawa-City, is one of successful cases of historic 
preservation and its preservation effort is achieved by two reasons: great respect of deity and the city planning process by 
local residence. In reality, however, the component of the main street in this district is slowly diminished.  
This paper reveals the relationship between townscape of Yokosuka-kaido and festivals, examines townscape 
preservation and city planning process by local residence, and considers appropriate approaches to deal with historic 
main street preservation. 
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１ はじめに 

近年、人々の景観への関心が高まり、地域特性を生かし

た町並みや、個性ある町並みの貴重性が高まっている。

特に地域の文化の尊重の観点から歴史的特性を生かした

まちづくりが全国各地で活発に行われている。 

しかし、適切に保存継承される町並みは一握りであり、

道路拡幅等による社会資本整備の推進や地区住民の生活

様式の変化により、歴史的特性が生かされた町並みは喪

失していくものが多く見受けられる。 

このような中、静岡県掛川市横須賀地区では、横須賀街

道に沿って歴史的特性を生かした赴きのある町並みが保

全継承されている。この要因を探ると、地区住民の神様

に対する絶大な崇敬心があり、これにより継承されてい

る三熊野神社等の祭礼が大きな影響を与えている。また、

近年は、この町並みを生かして様々なまちづくりの活動

が展開されており、これらも注目すべき点である。 

しかしながら、このような地区においても、歴史的特性

を生かした町並み構成が次第に喪失しつつあることも事

実である。 

本論では、横須賀街道の町並みと祭礼との関

係を明らかにするとともに、町並みが保全継承

されてきた要因と町並みを生かしたまちづくり

活動の展開について整理し、近年抱える課題へ

の対応策を考察する。 

 

２ 対象地の概要 

２－１ 大須賀地域の概要 

大須賀地域は、掛川市の南西部に位置し、西

側は袋井市浅羽地区と接し、南は遠州灘海岸に

面している。 

平成 17 年３月までは、小笠郡大須賀町であったが、旧

掛川市、大東町とともに合併し、掛川市となった。 

本地域は、北部の緑豊かな小笠山丘陵地と、南部の白砂

青松の美しい大須賀海岸によって骨格的な自然環境が形

成されており、これらの豊かな自然に挟まれたところに

発達した東西に延びる幹線道路沿道に市街地が形成され

ているのが特徴である。 

市街地の周辺には、南遠州の大きな特徴の一つである

「とうもん」と呼ばれる広大な水田や、海岸砂地畑等の

特徴的な農地が広がっており、さらに、これらに調和し

た既存集落地等が点在している。また、西側の市境界付

近を流れる弁財天川河口には弁財天海浜公園があり、海

岸沿いの太平洋岸自転車道や弁天大橋から雄大な遠州灘

の眺望を見ることができる。 

２－２ 横須賀地区の概要 

横須賀街道が通る横須賀地区は、大須賀地域の中心部に

あり、主に住宅が集積している地区である。（図１） 

本地区には、かつて横須賀城の城下町として栄えた横須

賀街道の情緒あふれる古き良き町並みが残されている。 
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江戸天下祭の流れを汲む 13 台の祢里（ねり）が、城下

の町並みを練り歩く「三熊野神社大祭」や「ちいねり」

が確実に継承されているとともに、神様に対する住民の

絶大な崇敬心が、地区住民の生活に垣間見られ、地区ら

しさを越えた日本の文化・歴史・伝統が継承されている 

貴重な地区である。 

近年は、地区住民の主導により、町並みの中の空家や廃

屋を生かした美術展である「遠州横須賀ちっちゃな文化

展」の開催や周辺遊休農地を再生する取組み等も積極的

に行われている。 

 

３ 横須賀街道の成立ち 

本地区には、歴史的にも貴重である国史跡 横須賀城跡

がある。（図 2） 

横須賀城は、天正２年(1574)高天神城（掛川市上土方嶺

向）を武田勝頼に奪われた徳川家康が、海に近い方面か

ら徳川氏の本城浜松城への来攻を阻止すべく、中間の馬

伏塚の城主大須賀康高に命じて天正６年(1578)築かせた

ものである。 

横須賀城の城下町は、初代横須賀城主大須賀康高以来、

次第に整えられ、その後の横須賀城主井上正利や本多利

長にも受け継がれ、城下町の拡張と武家屋敷や町人町の

整備が行われた。城を中心に武家屋敷が置かれ、その周

囲に町家が建ち並んだ。 

遠州灘の入江があった城下町は、横須賀港として発展し、

江戸中期までは海上輸送の中継地として繁栄した。しか

し大地震による地盤の隆起で港としての機能が無くなり、

以後は浜街道による陸上輸送になった。 

まち並は東西に走る横須賀街道に沿って発達した。現在、

街道沿道には、切り妻造り平入り・中２階建てで格子を

備えた町家が点在し、城下町の面影を残す。横須賀街道

はほぼ一直線だが、それに交わる脇道は街道とＴ字型に

交わり、十字路がないところは、城下町の特徴である。 

商店には、大正、昭和初期をイメージするレトロな看板

が見られ、一旦街道に立つと、ノスタルジックな印象を

受ける。（図 3） 

街道には、造り酒屋や醤油の醸造元、あるいは提灯や足

袋の販売店等があり、昔ながらの建物ともども、伝統の

味や技術が継承されている。（図 4.5） 

 

４ 三熊野神社の祭礼 

本地区においては、全国的にも珍しく貴重である「三熊

野神社大祭」と「ちいねり」が、継承されており、横須

賀街道の町並みと大きく関与している。 

ここでは、これら２つの祭礼について述べるとともに、

町並みとの関連性について検証する。 

４－１ 三熊野神社大祭 

毎年４月第一金・土・日に行われている三熊野神社の祭

礼。祭りの 大の呼び物は、御輿の御渡とお供に従う華

やかな 13台の祢里（ねり＝山車）の曳き廻しである。（図

6.7）江戸天下祭の流れを汲む 13 台の祢里が、三社祭礼

囃子（静岡県無形文化財指定第一号・昭和 30年）の名調

子にのって、城下の町並みを練り歩き、祢里の上では「ひ

ょっとこ」や「おかめ」が面白おかしく舞い踊り、江戸

町火消しの装束に身を固めた若衆が、「したした」の掛け

声をかけながら、右へ左へと枠を振りながら曳きまわし

てゆく。 

この大祭は享保の頃、第十四代横須賀城主（西尾隠岐守

忠尚公）が当時の江戸天下祭（神田・山王両祭礼）の祭

り文化を当地へと伝え、以来、200 数十年間にわたり子々

孫々と受けつがれている伝統の祭りであると言われてお

り、全国的にも有名かつ歴史的な価値がある祭りの一つ

である。 

13 台の祢里は、「一本柱万度型」という古い型式の山車

であり、これは「神田明神祭礼絵巻」にも描かれ、東京

近郊ではすでに廃絶して遠州にのみ残る貴重な型式であ

ると言われている。また、現在でも山車の曳き手が、神

輿を土下座して迎えるという、神事と一体となった古い

祭りの伝統を忠実に継承しており、天下祭初期の姿を彷

彿とさせる非常に貴重な祭礼文化である。 

この祭礼の風景が、人々を惹きつけるのは、祭礼が横須

賀街道の町並みの中で行われていることに他ならない。

多くの人が祢里を曳き、迎えるものは土下座して迎え、

ある時は祢里が道路狭しとすれ違う風景は、昔ながらの

建物が連なる横須賀街道の町並みの中で行われているか

らこそ映えるのである。 

 

 

 

 

 

 

 

４－２ ちいねり 

ちいねりは、中学生以下の子どもたちだけで祢里を曳く

伝統行事である。準備から太鼓の指導、当日の祭典運行

図６ 三熊野神社での様子 図７ 祢里 

図３ 横須賀街道の町並み図２ 横須賀城跡 

図４ 割烹旅館八百甚 図５ 山中酒造 
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図 10 遠州横須賀街道ちっ

ちゃな文化展の様子

図 11 建替えにより壁面後

退した地区内事例 

にいたるまで、大人と同じような役職で祭りを取り仕切

きる。（図 8.9）このような形式での祭典運営は、全国的

にもあまり類を見ない珍しいものである。 

ちいねりの始まりは、明治中期にまでさかのぼる。当時

は子どもが竹の棒を担ぎ、それをたたいて回ったとも言

われている。当初は 12 町だったが、昭和 60 年代前半に

西大渕と南番町が参加することとなり、現在は 14町で行

われている。 

地区の子どもたちはこの「小祢里（ちいねり）」を曳き

ながら、横須賀の町並みの中で大人になって「祢里」を

曳くことに憧れ、郷土愛を育み、横須賀街道の町並みを

原風景として刻んでいく。そして、その経験を積んだ子

どもたちは、次代の三熊野神社大祭や地区づくりを背負

う立派な担い手として育っていくのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－３ 祭礼に合わせた空間整備 

三熊野神社大祭に使用される祢里は、約 6メートル近い

高さになるため、横須賀地区内では交通信号や電線が祢

里に接触しないよう、電線の位置を高くしたり交通信号

を可動式にしたりするなどの配慮がなされている。 

また、街道の主要区間の舗装色彩をベージュ系にしたり、

橋梁の欄干を新橋の架け替えに伴い、祢里の輪をデザイ

ンした欄干にするなど、随所に三熊野神社大祭との調和

が図られている。 

 

５ 町並みに係わる住民活動の展開 

５－１ 遠州横須賀街道ちっちゃな文化展 

横須賀街道の町並みの

古い建物や空家の玄関先

や部屋を活用して美術品

を展示して、訪れる人に作

品や作家を通して、町並み

の良さを理解してもらお

うと、平成 11 年から開催

されている地区住民が主

導となったイベントである。例年、10 月末に開催されて

おり、平成 21年で第 11回目が開催された。 

文化展の評判は直ぐに全国に広がり、芸術作品の展示を

希望する作家も全国から集まり、増加を続け、現在では

公園や空地等の外部空間も活用して展示が行われている。

あわせて、文化展に訪れる観光客も増加を辿り、開催日

には横須賀街道に多くの人が賑わい、街道の古い町並み

と文化展を堪能している。（図 10） 

このイベントは、横須賀街道に面して、軒を連ねる町家

の町並みと、個々の建物の広い開口部や土間を持つ特徴

があるからこそ成功したと考えられる。 

地区住民の手づくりによる、古き良き町並みの活用、空

家・廃屋等の活用手法としては、全国的にも注目すべき

事例である。 

５－２ 風紋館 

平成７年にオープンした横須賀街道のほぼ真ん中にあ

る２階建ての民芸品店。ギャラリー兼喫茶店もあり、有

限会社として運営している。 

この建物は、空家となった古い民家を、地元住民が自ら

の手で修復して活用しているもので、横須賀街道に来る

観光客が訪れるのはもちろんのこと、普段は地区住民が

気軽に訪れる交流の場となっており、歴史的景観を大切

にした生活文化の創造を象徴している。 

５－３ 横須賀の住まい方プランの作成 

横須賀街道沿いの住宅

敷地は、東西に直線的に通

る横須賀街道に沿って間

口を設け、南北方向に奥行

きの長い敷地割り構成と

なっている。ここで、住宅

を建替えする際には、前面

道路に向かい駐車スペー

スを確保する傾向があり、その結果壁面が後退し、横須

賀街道に沿って壁面が連なる街道沿い特有の町並み景観

が喪失されつつある。（図 11） 

このような傾向に歯止めを架けようと、大須賀観光協会、

及び主に地区住民から構成される既存のまちづくり活動

団体である、横須賀倶楽部、横須賀のまちなみを考える

会、大須賀建築士住まいの研究会らから有志 24名が集ま

り、横須賀の町並みに合った住まい方を提案していくこ

とになった。 

プランでは家族構成や北側、南側の家、自家用車の所有

状況などを条件に、８つの住宅間取りプランを提示し、

それぞれに住まい方の配慮事項やアイデアが提示された。 

結果は、パンフレットとなり、沿道の全世帯に配布され

周知を図っている。 

 

６ 町並み保全の課題と対策 

このように、地区の伝統文化を尊重するとともに、町並

みの保全やまちづくり活動を積極的に展開する横須賀地

区においても、全てが思惑通りに進行しているわけでな

く、数々の問題を抱えている。 

ここでは、町並み保全に係わる地区の問題、課題を整理

するとともに、その対応策を考察する。 

６－１ 町並み景観を誘導する規制基準の導入 

本地区は、土地利用の規制が比較的緩やか（主に近隣商

業地域、第二種住居地域）であるとともに、町並み景観

を誘導する規制基準がないために、近年、従来の町並み

図８ ちいねり準備の様子 図９ ちいねりの様子 
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図 12 地区内に立地した

賃貸集合住宅 

景観と調和しない外観の建築物の立地が増加傾向にある。 

特に近年は、首都圏資本

の企業による陸屋根の短

期用賃貸集合住宅が建設

され、町並み景観の印象は

大きく変化するとともに、

地区コミュニティの維持

の観点からも問題とされ

ている。（図 12） 

このようなことから、土地利用や景観についての誘導方

策を導入することが求められる。 

掛川市では現在景観計画の策定が進められており、平成

22 年度内での決定を目指している。景観計画の決定後は、

本地区を景観形成重点地区として、より具体的な景観の

規制誘導方策を検討していくことが必要であろう。 

土地利用に関しては、本市には「生涯学習まちづくり土

地条例」がある。地区住民の意向にそって、一定地区の

土地利用計画を策定して、計画に即して土地利用を規制

していく制度である。本条例を活用して、景観の基盤と

なる土地利用についても誘導を図ることが求められる。 

また、町並みからの眺望景観を保全するためには、横須

賀街道沿道以外の周辺地区でも、建築物や工作物の高さ、

形態や意匠について誘導していくことが求められる。 

６－２ 周辺域における景観への配慮 

周辺部においても横須

賀街道の景観に配慮した

まちづくりのプランニン

グが求められる。 

当該地区においては、三

熊野神社の北側に小笠山

丘陵地の裾野が伸びてき

ており、緑豊かな鎮守の森

を形成している。この鎮守の森の中に数年前から、地区

住民への十分な説明がないまま、携帯電話電波塔が設置

された。これにより、参道入口から境内を望むと緑地上

に電波塔が見えることになる。（図 13）また、同場所から

南側を望むと、市浄化センター内の風力発電施設がアイ

ストップとなっており、両者ともに横須賀街道の町並み

と三熊野神社の社寺景観の大きな阻害要因となっている。 

このようなことを防止するよう、地区の空間構造と景観

構成に配慮したまちづくりプランを検討することが求め

られる。 

６－３ まちづくり活動の継続的推進と新たな展開 

これまで継続開催されている「遠州横須賀街道ちっちゃ

な文化展」をはじめとする、地区住民が主体となったま

ちづくりの取組みは、本地区の景観向上に寄与しており、

今後も継続的に推進していくことが求められる。また、

緑地の維持管理活動、違反屋外広告物の対応、美化清掃

活動等、町並み景観の保全継承など、地区景観の向上に

資する新たな活動を新たに展開することも必要である。 

これに加え、景観の維持管理に係わる活動の新たな展開

と継続的推進のために、既存の住民組織のあり方を検討

していくことが求められる。 

６－４ 地区住民の意識の醸成 

横須賀街道の町並み景観に係わる取組みは、地区住民の

一部で構成される既存組織が主体となっており、全ての

地区住民に理解され浸透しているとは言い難い。町並み

景観の保全継承の意義、必要性について地区住民に情報

を発信し、地区住民の景観に関する意識の向上を図る必

要がある。 

市民及び市外住民等、地区外住民に本地区の景観に関す

る情報を発信し、本地区の町並み景観の貴重性を理解し

てもらうよう施策を進めることが求められる。 

 

７ おわりに 

今回の調査によって、歴史的特性を生かした町並みには、

地区に根付いている崇敬心が、地区の歴史文化の保全敬

称や郷土愛の醸成に繋がり、そして町並みの保全継承や

まちづくり活動の展開に大きく影響していることを明ら

かにすることができた。 

また、町並み保全やまちづくり活動に、地区の歴史、文

化、伝統とそこから育まれる郷土愛を十分に生かしてい

くことが必要である。 

しかし、このような地区においても、一部の地区住民の

関心の低さ、生活様式の変化による影響、さらに外部か

らの資本流入の影響などで、町並みが喪失していく懸念

を抱えていることも事実である。 

今後は、行政などが支援しつつ、必要に応じて法制度に

よる土地利用や景観に関する規制誘導方策の導入、地区

住民の意識の向上方策の推進、そしてまちづくり活動の

継続的推進と新たな展開が求められる。 
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