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西村幸夫先生 講演 「世界遺産登録をまちづくりに生かす」 

 
2007 年７月 29 日 上吉田コミュニティーセンターにて 

 
早川：富士山の「世界遺産と環境保全」フォー

ラムを開催します．本日の基調講演は「世界遺

産登録をまちづくりに生かす」と題しまして，

講師は東京大学大学院教授西村幸夫先生にお

願いいたしました．西村先生，本日は大変お忙

しい所お越し頂きましてありがとうございま

す．そして，きょうは参議院選の投票日ですが，

会場の皆様こうした，大変お忙しいところ，多

数お越しいただきましてありがとうございま

した．この会は，「山梨県環境科学研究所」と

長年富士山の環境保全活動などをしています

「富士こぶしの会」，富士山の景観について研

究し提言していくことを目的に設立された「富

士山文化的景観協議会」の共催です．それでは

開催者を代表して内藤先生からごあいさつを． 

しないかと，大変ご心配になっておられる．私

も先生とお話ししてる間に，全く同じ考えでご

ざいまして，こんな力強い味方を得たとよろこ

び，本日の会も先生のおかげで開くことができ

ました． 
きょう司会をしている早川宏君，彼も富士山 

世界遺産の問題について夢中になってる富士

こぶしの会の理事ですが，彼とも相談してこの

ような会が出来上がったこういうことを報告

しておきます． 
私はもう何年も言ってますが，亡くなった新

田次郎先生は，富士山を守れという強烈な論文

を出しました．いくら県や国が指導性を持って

やっても，実際にそれを生かすも殺すもお前た

ち地方人だ．地方の連中だと．ことに富士山に

なると，そのところはそれをなりわいとする皆

さまがたや，そういう皆さまがたの理解を得な

ければできないんだということを強く言って

おられたことを，また今さら思い出しています．

もう新田先生亡くなられて 27 年になりますが，

そのためにその遺志を継いで，こぶしの会を発

足させておるわけで，ささやかでございますけ

れど，小さな会でありますが，現在会員 150
人ぐらいでささやかな運動をしてます．もう

20 年になりますね．その機関紙もきょうでき

まして，27 号が出されました．今度の 27 号は

世界遺産のその問題の特集をしております． 

内藤：ごあいさつ申し上げます．「富士こぶし

の会」の会長の内藤成雄でございます．大変高

齢になりましたけれど，一生懸命あいつとめて

まいります．「富士こぶしの会」終わりました

が，西村先生のお話でございますから，一般市

民の皆さまがたにも公開してございます． 
それからきょうご一緒していただいておりま

す，昨年度の「富士こぶしの会」の総会のとき

にご講演をしていただきました，県の環境科学

研究所の所長である荒牧先生が見えておられ

ます．先生，ようこそお越しくださいました．

先生ご自身も環境科学の尊い仕事をされてお

られながら，この世界遺産の問題については大

変ご心配をされております．現在行政指導型で

推進をしていることについて，あるいは中央の

中曽根さんまで引っ張り出して一つの国民会

議までつくられたということについて，これは

これでよろしいんですが，どうも地方の皆さん

と相談をしないでやるような傾向が強すぎや 

 その中に西村先生のお話と一緒に，こぶしの

会としても，私どもの考えを書かせていただき

ました．また，早川君たちが立ち上げた世界文

化遺産登録推進山梨会とか，そのメンバーの皆

さんもお越しになっておられます．どうかひと

つ会議だけでなくて，これをお聞きしたら行動

を起こそうではございませんかということを 
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初めに申し上げまして，西村先生のお話をお聞

きしたいと思います． 
終わりましたら，シンポジウムの形で荒牧先生

にも参加をしていただいて，ご意見なんかをお

聞きすると，こういうことでございますので，

少し時間がかかりますけど，よろしくお願い申

し上げまして，主催はきょうは，富士こぶしの

会と，この早川君たちが立ち上げました推進会

の皆さま，それに県環境科学研究所の皆さまと

合同の会議でございますので，どうぞよろしく

お願い申し上げてごあいさつとします．西村先

生，よろしくお願いします． 
（拍手） 
早川：本日の基調講演講師，西村先生のご経歴

についてご紹介いたします． 
先生は，1952 年に福岡市でお生まれになら

れ，東京大学都市工学科をご卒業後，同大学院

を終了され，明治大学助手，東京大学助教授を

経て，1996 年より東京大学教授をなされてい

らっしゃいます。この間アジア工科大学教授

（バンコク），MIT 客員研究員，コロンビア大

学客員研究員，フランス国立社会科高等研究院

客員教授などを歴任されました．ご専門は都市

計画，都市保全計画，市民主体のまちづくり論

などです． 
ご著書は多数ありますが，主なものに『西村

幸夫 風景論ノート』，『都市保全計画』，『西村

幸夫 都市論ノート』，『環境保全と景観創造』，

『町並みまちづくり物語』，『歴史を生かしたま

ちづくり』などあります． 
役職は多岐に渡ります．ユネスコの世界文化

遺産の審査やモニタリングをする世界遺跡記

念物会議，イコモス（ICOMOS）の前副会長，

その他，国土審議会特別委員，文化審議会専門

委員，同世界遺産特別委員会委員，交通政策議

会臨時委員，財政制度等審議会臨時委員，千代

田区景観まちづくり審議会会長，岐阜県景観審

議会会長，日本建築学会都市計画委員会委員長

などを歴任また努めていらっしゃいます． 
富士山の世界文化遺産の関係としては，現在，

富士山世界文化遺産二県学術委員会委員およ

び富士山世界文化遺産山梨県学術委員会委員

をなされていらっしゃいます． 
当地，富士吉田には，御師のまち，浅間神社，

吉田口登山道の杜や祠と富士山信仰に関わる

まち割りや建造物群，人の営みなどが総合的に

現存しています．しかしながら世界文化遺産に

ふさわしい保全体制にあるとはいえません． 
一つ一つは保全が行き届いていないため，国指

定の文化財とするには難しい面がありますが， 
これら全体を群でとらえ，面で保全することに

より掛け替えの無い価値のある文化財になる

可能性があると思います． 
 世界文化遺産登録は，まちづくりの千載一遇

の機会でもあります．西村先生は，世界遺産登

録前にそれを評価する国際機関イコモスの副

会長をお努めになられた世界遺産の専門家で

あるのみならず，全国でご活躍されているまち

づくりの専門家でいらっしゃいます．まさに世

界文化遺産の暫定リストに登録された富士山

の歴史文化を留めるまち，富士吉田のまちづく

りを考える上で貴重な助言を頂けることが望

まれる， もふさわしい講師だと思います． 
それでは西村先生お願いします． 

 （拍手） 
 

 
 
西村：ご紹介いただきました西村です．

ICOMOS というのは国際遺跡記念物会議とい

う名前なんですね． 近話題になったのは，例

の石見銀山に厳しい査定をして，登録延期を推 
薦したのが ICOMOS なんです．数年前までほ

とんど知られてなかったんですけど，ずっと世 
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界遺産条約が始まってから，世界遺産条約の中

でこの組織が文化遺産に関しては専門機関と

して評価をするということになっており，ずっ

とそういう仕事をやっています．世界に 7,000
人くらい専門家の方が会員になっておりまし

て，100 カ国で国内委員会があります．日本に

も国内委員会がありまして，日本の国内委員会

の割合も，310 人ぐらい会員がいるということ

になっています． 
そこで先ほどご紹介がありましたように，合

計９年間理事と副会長をやっておりまして，そ

の組織が，その理事会が世界文化遺産の 終的

な評価を決めます．で，それをユネスコの世界

遺産委員会に推薦する．評価付きで報告すると

いうことをやっています．ですから，恐らく 400
以上の登録申請に関して世界じゅうの申請書

を見てきたという意味では，日本の中ではたぶ

ん，文化庁の役人を除けば，私が一番詳しいん

ではないかなと思います． 
きょうはその意味で，少し暫定リスト前後の

お話をしたいんですけど，まずはこの間世界遺

産に決まった石見銀山でいろいろもめまして

ですね，少しそれをご紹介して，そのへんから

出発したいと思います． 
つい二日前に NHK の「プレミアム 10」とい

う番組で世界遺産の放送をしましたよね．あれ

随分前からわたし相談受けておりまして，

NHK が世界遺産を NHK の創立何十周年かの

記念で取り上げるということを，確か去年の 4
月からやり始めたわけですね．あのときに，そ

の前に相談受けまして，世界遺産を取り上げる

にあたって監修委員というのになってくれと．

日本で専門家は二人で，わたしとそれから平山

郁夫先生なんです．あとはユネスコ側で何人か

で，本当にこれでいいのか，具体的な作戦が欲

しいって，そういうことをやってました． 
ですから，ディレクターやプロデューサーの

かたみんな知ってたんですけども，彼らがすご

く心配しまして・・・．ご覧になったかたは 

 
お分かりですけど，海外での取材をたくさん

やってるんですね，金使って．今 NHK 大変逆

風なので，お金を使うことに関してあまりみん

なよく言わないわけですよ．しかし，世界遺産

になりそうだっていうことでやったわけです

けども，世界遺産難しいかもしれないという話

になりましてですね，難しいっていうのは，実

は1月の末から分かってたんです．もう厳しい．

わたしは ICOMOS からそういう評価が出てる

っていうことを知ってましたから．絶対秘密に

してくれって言われましたから，だれにも言い

ませんでしたけど，文化庁の中は分かってたん

ですね． 
で，対策もいろいろ考えてたわけですけども，

いよいよ 5 月になって推薦の中身を見ると，予

想以上に厳しかったんですね．厳しいとは思っ

たけど，それほどひどくはないんじゃないかな

と思ったんです．日本は推薦書を書くのが非常

によくできておりまして，優等生なんですね．

よく分かるとおり，こういうものでレポートを

書けって言われたら，日本人まじめだから全部

やるわけですね．ですからそのレポートを見る

と，よくやったっていう感じなんです． 
 途上国の場合はなかなかそうはいきません

で，違いがあるんですよ．本当に薄いレポート

なんかもあるわけですね．地図なんかも手書き

とか．こんな細かい地図があるような国って，

先進国しかなかったですよね．日本の場合，そ 
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ういう場合 5,000 分の 1 とかですね，地図ある

けれども，途上国に行きますとですね，20 万

分の 1 がやっとで，それも 50 年くらい前ので

すね，植民地時代の地図があるだけということ

も，けっこうたくさんあるんです．そうすると

ですね，もう地図の中で線を引けないわけです

ね．引きようがないわけです．ですから真四角

のコアゾーン，真四角なバッファゾーンなんて

いくらもあるわけですね． 
そういう国から見ると，はるかに日本はいい

ので，そういう国のものが，ちゃんとやったも

のが厳しい査定を受けるってことはないだろ

うと思ってたんです． 
 そういうことをやりましたが，例えば沖縄，

沖縄は世界遺産になりましたよね．「琉球王国

のグスクと関連遺跡群」っていうんですけども，

グスクっていうのは，実は沖縄には 200 ぐらい

あるんですね．その中で三つだけ選んだわけで

す．じゃその三つはどうやってこの三つに選ば

れたのかっていうのは，レポートを受け取る側

からすると，なかなか分かりにくいわけですよ

ね．何でこの三つしかないのか．だから，これ

はちゃんとした論理でこの三つになったんだ

ということを示さなきゃいけないわけですね．

レポート受け取った側はなかなかそこが読み

きれないわけですね． 

 
いうことになるわけなんです． 
 この間の石見銀山はですね，決まるのが 6 月

の末ぎりぎりでした．ですから， 初から彼ら

はもう決まることを前提として，あの時間帯を

取ってたんですけど，もしも延期になったら，

延期になったのをあの時間帯では使えないと

いうわけですよね．だから深夜によくやると．

深夜にするのか，あの時間帯にするのか，決め 
ないといけないわけです．だから教えてくれっ 
て言われたんだけど，なかなかね，難しい． 
 あとですね，何でそれが難しかったかという

と，一つは分かりにくかったというのがあるわ

けですね．これが世界遺産に申請するときのゾ

ーンなんです．オレンジ色がコアゾーンですね．

そのほかにこの青もコアゾーンで，このベージ

ュがバッファゾーン，緩衝地帯．で，ここが遺

跡なんですね．ここに銀鉱山がある，幾つか山

があります．そしてこのふもとに代官所があっ

たりですね，行政組織や銀山で働く人たちをサ

ポートする集落があるんです．昔はこの辺ずう

っと山の中まで 20 万人以上の人がいたと言わ

れてますけど，今は 500 人ぐらいの小さな町で

す．これが全体徳川幕府の天領だったものです

から，これを守るということでお城が築かれた

わけですね． 

 だからそういうときには，その三つに絞った

ということが分かりやすく示せるようなもの

も持っていかなきゃだめなんですね．この中で

こういう項目で選ぶと，例えば何十に減って，

その中でこういうものが幾つに減って，で，そ

れが全部地図の中に落としてあって， 後これ

ですよと言うと，細かいことは分からなくても，

途中途中で非常にきちんとしたデータが出て

れば，これは日本でちゃんとやってるって分か

りますよね．だからそういうものを出してくれ

って言ったのです．すると，出てきた．出てき

たらよく分かったと，やってあるんだというこ

とで，じゃあ信用して次のステップに行こうと 

 これが城跡です． 
 そしてそれだけではなくて，ここで採掘して

精錬をするわけですね．で，精錬したものを港 
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まで持っていって港から運ぶわけですね．その

ための街道，これが青です．で，港がある．港

も時代によって少しずつ変わっていくわけで

す． 
 ですから鉱山があって，町があって，街道が

あって，港があって，お城がある．これがセッ

トで，セットで世界遺産にしようというわけで

すね．そのこと自体分かりにくいわけです．な

ぜかというと，普通，世界遺産になってる銀鉱

山というのは，そもそも鉱山は坑道や鉱山施設

がすごいんですね．そこにできた町にはものす

ごい近代の建物があるのが普通です．ここはも

のすごい宝の山ですから，ものすごいお金がも

うかって，それでものすごい建物ができてる．

世の中にないような，ほかの大都市にもないよ

うな建築物がある．オペラハウスみたいなね． 
例えばものすごい大きな領主の館があるとか． 
 そういうふうなのが大体世界遺産になって

るんですけども，ここにはどちらもないわけで

すよね．鉱山もそれほど巨大でもない．そのう

え全体が自然に戻っている．ここの集落も普通

の田舎町みたいなもんで，ここにお金が落ちた

わけではないんですね．幕府が全部持っていく

わけですから，ここにはお金は落ちてないわけ

ですね．ですからまあ普通の町である．港もそ

うです．普通の港がある．街道だって普通の街

道がある．ですから全体から見ると，もっとす

ごい鉱山はいくらもある．もっとすごい鉱山町

もいくらもある．もっとすごい港もいくらもあ

る．一個一個を見ると，世界遺産としてそれほ

ど光っているものではないわけですね． 
 ただ，ここの場合はですね，主張したのは，

これ全体がある，これ全体がセットで機能して

るということですね．ですから鉱山の坑道だと

かですね，機械とかいうだけじゃない全体が，

つまりこの辺が市街化してバーッと工場地帯

になったら，こういうことはありえないわけで

すから，全体として残ってるということは珍し 
い． 

 
それからもう一つは，普通ほかの鉱山は銀鉱を

掘り続けますから，だんだん技術が進んでくる

と，新しい技術で堀り進むわけですね．古いも

のは，そこも新しい技術でバーッと掘り進みま

すから，残らないとこが多いんですね．今ある

のは大体 18 世紀とか 19 世紀とか，産業革命以

降に一番巨大化したような鉱山だけが残ると

いうことを言われるんですね． 
 ところがここの場合は，ピークが 16 世紀で

すから，戦国時代がピークなもんですから，そ

れからあとは細々と続いてるわけです．20 世

紀まで続いてますので，細々と続いてるし，な

おかつ，ある鉱脈を掘り終わると別の鉱脈へ行

きますから，順番に移ってるんですね．だから

古いとこは古いままで残っている．で，だんだ

ん新しくなる．技術そのものも大して近代化し

てない． 
ですから，そういうものが全体としてあると

いうことが大事なわけです．ところが分かりに

くいわけですね．そういうことが今までなかっ

たわけですね．たとえば港もこういうふうに，

これが港．これがバッファゾーンですね．これ

が大森町です．代官所があって大久保長安とい

う有名な代官がおりまして，ここで，どうも帰

化人だったようですね．つまりそういう精錬の

技術を持った技術者が来て，そのまま幕府に直

轄で雇うわけですね．ここでそういう技術を使

って，全体を監督する． 
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その人はこのあと佐渡に行くんです．佐渡の

鉱山．佐渡のほうが規模は大きかったんですね．

だから今，佐渡も暫定リストに載せようとして

ます．それは規模からいくとこれよりはるかに

大きいからなんですけども，ただ，ここで日本

の金・銀山のいろんな精錬の技法が確立して，

佐渡はそのあとですから，ここの成果が引っ張

ってるんですね． 
 と同時に，やっぱり当時，銀が世界で非常に

求められたということから言うと，世界経済に

果した役割はこちらのほうが大きいというの

が彼らの言い分．でも，それは形としては見え

ないわけですね．世界経済に果した役割といっ

ても，それがここに具体的な形ではあまり出て

ない．非常に難しい． 
 港はこんなところでして，とにかく守りやす

いようになってるわけですね．まるで宝の山を

載せた船で行くわけですから，襲われたら終わ

りですよね．今も行きにくい． 
 ですからこれだけ見るとですね，現地に行っ

て評価した人，だいぶ前からわたしの知ってる

人なんですけど，ピンとこなかったと思います

ね．「何だ，この山は」って． 
 だから 初はそういう印象があるし，そのう

え世界では知られてないわけですよね．だから

いろいろ説明しても，それはじゃあほかと比べ

てとか，同様の銀山は中国にないのか，といっ

た質問になる． 
 審査の前の年にここで世界遺産の銀山に関

する国際会議やったんですよ．世界じゅうの銀

鉱山の世界遺産になってる所から専門家をお

呼びして，数日かけて石見銀山を見てもらって，

そしてそれぞれの銀鉱山の発表をして，で，そ

のほかにこことの比較もして，ここがどれくら

い価値があるのかっていう議論をしました．わ

たしも行きましたけど． 

明の時代の銀鉱山の跡なんかはある．それは今

発掘しようとしてもなかなか難しいわけです

ね．また，発掘したレポートが非常に細かいも

のが出来上がってというわけじゃないわけで

す． 
 いろんな人が一番言ったのは，ここにはまた

自然が戻ってきてるねと．そういうとこは少な

いって言うんですよね．それはなぜかっていう

と，やっぱり技術がそれほど大きく自然を変え

たりしなかったからです．自然とも共生しなが

ら，そういう鉱山って珍しいんですね．鉱山っ

ていうのは大体公害の歴史ですね．山ははげ山

になる．ここで精錬をやるわけですから，山の

ほとんどですね，頂上近くで採れたんです． 
 初のころは．で，露頭ですから，ほとんど

その場で掘ってたわけですね．その場に精錬所

があった．精錬っていうのはここで火をたくわ

けですが，その火っていうのは周りの木を切っ

てたわけですね．ですから，下手するとはげ山

になって，もうそのまま砂漠みたいになるって

いう所がけっこういくらもあるわけです． 
 例えば中国の万里の長城へ行きますと，万里

の長城の所って木がないですよね．あれはほと

んど森だったはずなんですね．目の前でれんが

を焼いてあれを造ってますから，やっぱりもの

すごい勢いで自然破壊されちゃったんですね． 
 ここでもそういうことやったはずなんです

けど，恐らくは木も後から植えたりですね，管

理をしてたんだということで，はげ山にならな

かった．公害も起こさなかった．鉱毒が起きて

ない．ここ 80 年の間は，全く鉱毒の問題が起

きてない．鉱毒問題が起きてない鉱山っていう

のは，世界的に珍しいわけですね．つまり自然

と共生しながら，そしてこれが生活環境でもあ

って，普通の生活に戻っていくと．自然の中に

戻っていく．で，ここは信仰もあれば祭りもあ

る．つまり人が住んでるということはそういう

ことですから．そういう景色があるわけですね． 
 もっとすごい所はいっぱいあるんです．中国

にもあるんですけど，中国はやっぱり細かな発

掘がやられてないんですね．もっと古い段階の そこが非常に重要なんじゃないか． 
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だからこれは正式の名前は石見銀山じゃなく

て，「石見銀山とその文化的景観」ですね．「イ

ワミギンザン・シルバーマイン・アンド・イッ

ツ・カルチャー・ランドスケープ」っていうの

が英語の正式名称です．「文化的景観」と題さ

れてるわけですね，石見銀山と同時に．つまり

この景色は当たり前に見えるけど，はげ山にな

りそうな山をちゃんと管理しながら，公害を出

さないような技術で，それはプリミティブな技

術だっていうこともあるんですけど，やってき

た．そういう歴史が今も続いていることが大事

なわけです．それはひょっとすると，21 世紀

型の環境，公害のない企業のあり方という意味

では，非常に示唆的ではないかということです． 
 これは大森です．ここは伝建地区になってい

ます．実はこの家は外からは分かりませんけど，

これはものすごく有名なブティックなんです

ね．群言堂っていいます．恐らく今年間 10 万

人ぐらいのお客がこの店を訪れています．広島

から 2 時間かかるとこなんですよ．すごくおし

ゃれなブティックなんですけど，外側は全く商

品がないですね．中に入るとあっと驚くような

モダンですね． 
 ここは随分前から人がたくさん来るように

なって，かなりの人が世界遺産に反対なんです．

それは彼らは規制が厳しくなるから反対じゃ

ないんです．そんなレベルが低いことじゃない． 
彼らは自分たちでやってきてる．自分たちでや

ってきて，自分たちとして少しずつレベルの高

い町にしてきて，ファンがいると．わざわざ広

島から 2 時間かけてですね，来てくれる人たち

が増えてるんだということです． 
 ここは非常に山の中の町です．先ほどの地図

で分かるようにね．ということはどういうこと

かというと，逆に言うと，それをうまく強みに

変えるとすればですね，なかなか来にくいから，

本当に来る気になる人しか来ないわけですね．

そういう人たちをじっくりもてなそうという

のが彼らの考え方なんです．それをずっとやっ

てきたんです． 
 だから今非常にいい町になってて，ここは大

田市大森という町なんですけど，500 人しか人

がいないっていうことだけども，一番元気があ

るんです．芸術家が住んでたり，こういう起業

家がいたり，中村ブレイスって，県の教育委員

長もやってる人ですけども，義足とか義手を作

っている会社の社長さんがここ出身なんです

ね．彼はここが出身なんだけど，アメリカで修

業して帰ってきて，故郷でやっぱり仕事をした

いということで，ここで今やってるんです．で

も考えたら，彼の持っている技術は必ずしも都

会でやる必要ないわけです．特別な技術なので，

注文はあるわけです 
 ですからそういう，つまり職がない，田舎だ

から職がないと考えないで，こんな歴史も自然

もあるとこだから，こういう所にこそ文化が生

まれるんだと．こういう所で自分たちが職をつ

くっていくことが大事だっていうことを，15
年ぐらいやってた人がいるということなんで

すね． 
 だから彼らにとっては世界遺産で，ここの所

を観光バスで1時間でザーッと回って帰ってい

ったら絶対だめ．これは大きなマイナスなんで

すね．全然ここの町のよさも知らないで，バス

のガイドさんが，「はい，1 時間経ったらバスが

でます」って言ったらですね，もう本当にサー

ッと行って，時間がないからその辺のもの，簡

単にお土産物を買って帰ることになります．そ 
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んなお客さんは来ないほうがいいと．ゴミだけ

しかこの町に落ちないようになりますね．そう

いうのは絶対嫌だということで反対なんです．

そういう所なんですね． 
 石見銀山周辺にはたくさん歴史があるんだ

けど，知らないで見ると，全然普通のところで

す一番大きな坑道はまだ，1 個しか坑道は入れ

ないですね，これが間歩って言われてる削った

あとです． 
 こういうのが 600 から 700 ある．数え方にも

よりますけど，小さい石を削ったとこを入れる

と 1,000 を超えますけど．こういうのも本当に

もう自然に戻ってるわけですね．これがどれく

らいまで整備されるかっていうのは悩ましい

問題です．あまりやりすぎると自然破壊になる

し，やらないと分からないし．でもこれはこれ

までもほとんど人が来ないような所ですよね．

説明も何もない所だし，もう少し何とかやって

もらいたい．だからそれが本来はそういうこと

のための目標として世界遺産があって，やって

ればよかったんですけどもね． 
戦国時代から明治時代まで非常に長い，300

年以上あるんですね，歴史がそこここに見える．

それが全部セットになってるっていうのが大

事なんですね． 
 そういうふうに全体を理解しないと，この価

値分からないわけですね．ちょっと見ただけじ

ゃ，これくらいの坑道だったら，それは世界遺

産はもっとすごいものがありますから，1 個 1

個見ると，それはこんなのはほかにもあるよ，

になるわけです．でも全体を整えて，ある一つ

の大きな物語を作ると，見えてくるわけなんで

すね． 
 集落があった所が今は森に戻ってるという

ことです． 
 反対意見をいってた人たちが偉かったのは，

後まで反対してるわけじゃない点です．とい

うのは，もう次第次第に世界遺産が近づいてく

るでしょう．そうすると反対ばっかりやってて，

そっぽを向いたって，現実そこに人が来るよう

になったら，混乱するのは目に見えてますから，

そのとき困るのは自分たちですから，自分たち

で何かやろうということになったんですね． 
 で，石見銀山協働会議っていうものを官民協

働で 1 年間一所懸命やりまして，70 回ぐらい

グループでね，集まりを持ってやりました．こ

のときに彼らが一つ賛成したのはですね，途中

白川郷に行くわけです．白川郷にね．で，彼ら

は帰ってきて，「ああはなりたくねえ」． 
 自分たちはそうなっちゃまずいというとで， 
ここの町は幸か不幸かそれほど観光化してな 
かったので，まだ私設の駐車場があちこちにあ

るっていう状況じゃなかったわけですね．だか

ら今のうちにやろうということでいろんなこ

とやろうと考えたわけです． 
偉いなとおもうのは，それまで世界遺産に反

対してる人たちが，どうしても 後まで反対を

貫き通せば，それは美しいかもしれないけど，

現場は困りますよね．そうじゃなくて，やっぱ

り現実のことを考えれば，今何かをやって，み

んなで議論して決めていかないといけないん

だっていう方向転換した点です． 
ということで，石見銀山の坑道計画を作りま

す．去年の 3 月に作ったんですね．いろんなア

クションプランを作ります．具体的には守ると

いうことで作ります．これはホームページに載

ってますから見てください． 
いろんなことで守る．管理計画をやる．石見 
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銀山ルールを確立する．厳しい保全環境を確立

する．それから基金を作る．これはちゃんとし

た，例えばお土産物屋さんが何の規制もなく出

来てくることが問題になっているわけですけ

ども，ここは伝建地区なので，建物をいじると

許可が要るんです．でも 近のお土産物屋さん

っていうのは，建物いじらないでもできるんで

すね．むしろ畳の上にちっちゃな小物が置いて

あるほうが雰囲気がいい．ということは，家を

借りればほとんど二，三日でお土産物屋さんが

できてしまうわけですね． 
これは怖いわけですね．だからそういうこと

はやめよう．例えばそういう所のお土産物のク

オリティーを守るためにはどうしたらいいか．

石見銀山のブランドイメージを確立していこ

う．そのためには，そういうものをいろいろチ

ェックする仕組みを作っていこうとするわけ

ですね．部外者に建物を貸すときには用心する

とか，それから情報発信拠点を作りましょう．

PR 活動をやりましょう．それから教育普及を

学校とか地域，公民館，そういう所でいろんな

ことを例えば講座ということで，勉強する機会

を与える．活かす． 
ここは観光に近い話ですよね．しかし観光で

魅力スポットをもっと広げて，観光コースを多

様化していきましょうとか，伝統文化を振興し

ていきましょう．空家の活用ということで，空

家のデータベースを作って，それの貸し借りを

うまく，行政が入って保証してあげるような仕

組みを作ってあげる．ガイダンス施設をつくろ

う．それもあんまり近くにつくらないで遠くに

つくりましょう．駐車場も要る．ボランティア

ガイドを充実して，中身をレベルアップしてい

きましょう．あとはトレッキングのガイドをや

っていきましょう．そういうことをやってる． 
それが大きく今動き始めました．もちろんこ

の春から夏にかけては，そうは言っても観光客 
のほうがちょっと増えすぎて，コントロールが 
利かないような状況が起きてきてますけども， 
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この波は大体 3 年で治まる．ですから，この 3
年間はちょっと臨時対応ですけど，臨時対応の

話と長期で考える話を分けて，長期で，できれ

ばもう少し歩いて行ってくれるような人たち

に来てもらえるような方策を考える必要があ

ります．つまり駐車場は遠いですよとか，歩か

ないと行けないですよ，というようなメッセー

ジをとりあえず組み立てていこうというよう

なことになってます． 
 次に日本の暫定リストのお話をすると，92
年に世界遺産条約を日本は批准したわけです

ね．そのときに 初この 10 カ所を，文言は少

しずつ違うんですけども，世界遺産に入れまし

た．実はそのときに，もう富士山というのは出

てたそうです．わたしはそのとき世界遺産のリ

ストアップ委員会の中に入っておりませんで

したけど，委員のおひとりからそのことを聞い

た記憶がありますそのときわたしは，ああ，な

るほど，富士山っていうのがあるのか．富士山

を世界遺産にするという発想があるのかと，初

めて知りました．だから 92，3 年ごろの話です

ね． 
 これはですね，ある意味言ってみれば，日本

の代表選手をいろんな所から集めたという感

じですね．京都・奈良・鎌倉はとにかく三つの

都だと．三都ですよね．昔からの古都．次いで，

大のお城，一番古いお寺，日光とか厳島もそ

うだし，日本の代表寺社ですね．都市があって，

お城があって，お寺があって，神社がある．あ

とは集落．だから集落の代表として合掌造りが

入ったんですね． 
ここまでは全部どちらかというと，日本列島

の中でも本州というか本土なんですね．メイン

ストリームの文化なんです．日本の文化ってい

っても，それだけじゃないわけです．少数民族

とかね，沖縄，琉球ですね．琉球というのはも

ともとは日本とは別の国として，日本と中国 
と等間隔で外交をしてた国なんですね．もとも

とは琉球王国だったんです．その意味では独立 

 
した文化があった．だから沖縄は一つちゃんと

入れようと．だからこれは 初から暫定リスト

に入れられたのですね． 
それと同じことを言うと，実はアイヌだって

あるわけですよね．だからアイヌと琉球は本当

はセットになって入らなくちゃいけない．とこ

ろが，アイヌの遺跡は残念ながら残り方があま

り良くないわけですね．だからアイヌは入れら

れなかったけど，沖縄は入った． 
 このあと少し，実際に指定をするときには少

し変わりました．合掌造りも 初は白川郷が想

定されてたんだけども，五箇山にもあるじゃな

いかということで，県をまたいでセットになり

ました． 
 それで原爆ドームが途中で急に入ったんで

すね．これはまあ原爆ドームを世界遺産にすべ

きだろうという話があって，つまり負の遺産と

いう部分でね，になったわけですね．ところが

原爆ドームは国指定の史跡にも何にもなって

なかったわけですね．だからここで原爆ドーム

を史跡にしたわけです．しないと，日本の国が

守ってないものは世界遺産になりませんから，

したわけですね． 
 その後，世界文化遺産の登録が進み，だんだ

ん暫定リストの数が減ってきたんで，2001 年

には 3 カ所増やしました． 
 それともう一つは，こういうとこで日本の代

表的な文化のスタイル，形をノミネートすると

いうのはワンラウンド終わったと．すると，同

 10



第７回フォーラム「富士山：世界遺産と環境保全」 西村幸夫先生講演会 

じようなものを出すというのはまずい．そうい

うものはもうあまり出してくれるなと世界遺

産委員会の方からも言われてるわけです．とい

うのもありまして，違うスタイルのものを出そ

うとしたんですね． 
 それで，違うスタイルとして，熊野古道はこ

れはさっきも言いましたけど，参詣道と山岳信

仰．もともとこれは高野山が大変熱心だったん

ですね，結果的には高野山と吉野と熊野で三つ

一緒にしたっていうのもあるけど，この参詣道

という古道，熊野古道というのはやっぱりほか

に今までないということがありました．こうい

うのを文化の道，カルチャラル・ロードという

んですが，これが世界的にも注目され始めたこ

ろなんですね． 
近そういうのが幾つも出てきました．有名

なのはサンティアゴ・デ・コンポステラへの道，

巡礼道という，スペインにあるキリスト教の聖

地ですね．ここに行く中世から続く巡礼道が，

スペインとフランスで世界遺産になってるわ

けです．このほか，ルートというのを広げて考

えると，単に道がつながってるだけじゃなくて，

あるテーマで拾っていくと，点がつながる． 
 インカの道というのがあります．インカの文

化がつながるハイウェイ． 近これも NHK で

やってますね．インカとかマヤとかやってるで

しょ．あの道です．あとは香料なんですね．イ

ンセンス・ルートといいます．これは中近東に

多い香料の道．あとはシルクロードですね．シ

ルクロードはこれから世界遺産に今準備中で

す．中央アジアの幾つかの国ですね．ウズベキ

スタンとかキルギス，それから中国ですね．あ

の辺です．あの辺をまずやろうということにな

ってます． 
 富士山は大概の世界の人は知ってます．本当

に美しい山だということを知ってます．でも，

たぶん現実に来た人はびっくりするでしょう．

だってどうやって来ます？ 車で来るとどこ

を通りますか．恐らく国道 139 号線，国道 137

号線．だから静岡県側だと，例えば新富士の駅

に降り立つ．富士山の国立公園の中まで一足飛

びで行くわけにはいきませんから．途中でいろ

んなこと思うわけですよね．見苦しい看板とか

観光客相手のお土産物店とかロードサイドシ

ョップとか工場の煙突とか・・・でもそういう

のは国外には全然ビジュアルに出てこないわ

けですから，すごくそのへんは，やること多い

んです． 
 わたしはこういう話をほかでもやるわけで

すけれども，富士山のとこへ来て，今富士山は，

山にはゴミ落ちてないんですよって言うと，ほ

とんどの人は知らないですね．バイオトイレに

なって全部きれいなんですよと．ほとんどの人

は知らないです．でも言うと，みんな感心して

くれます．それは長い努力のなかでね，長い努

力の中で，やっぱりボランティアの人たちや，

一生懸命きれいにしていこうという人たちが

いてですね，きれいになってきたんだと．やっ

ぱりそれは目標があったからなったんで，素晴

らしいことだと，大半の人はおっしゃいます． 
 だから山のほうでやれたんだから，裾のほう

でもやらなきゃいけないんですね． 
 初の暫定リスト改訂の時，富士山は，環境

庁がまだちょっとという，まだそこまで環境が

改善されていない．ですから（なかなか合意が

得られなかった．だから熊野古道・石見銀山・

平泉の３つを選んだときに，富士山と伊勢神宮

も有力だと書いた文章が残ってる．そこにはち

ゃんと名指しで，こういうのが大事だっていう

のを言ってるんです．ただ今回は駄目だってい

うことで． 
 今回 2006 年，24 カ所申請され，その中から

4 カ所が選ばれたわけです．もう 1 回振り返る

と，今回はちょっと違うことをやりまして，提

案制ということなんですね．それはなぜかとい

うと，今までは世界遺産ってあまり知られてな

かったわけですよね．世界遺産条約が批准され

るまで，日本では当然ながら登録ゼロですから，
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多くの国民は世界遺産のとこほとんど行って

ません． 
 主調していたのはわずかに自然保護団体の

人たちがね，自然保護の手段として世界遺産条

約批准を主張していましたけど，文化遺産の人

はほとんど知らないわけですね．だから国の方

が選んで，暫定リストをつくったわけですけれ

ど，もうこれだけ関心が高まっては，そのよう

なことはやりきれないわけです． 
 だから，自治体に自薦でちゃんとやってもら

うしか，なかなか国側は決められなかったんで

すね．ある意味状況が変わったわけなんですけ

れども，この変わった状況から，一つ面白いこ

とが浮かび上がってきた．それは何かというと，

条件として，複数の資産で構成してくださいと

いうこと，つまり 1 個のものというのは駄目よ

としたのですね．何か一つのもののスーパー国

宝になるものはもう一応ひと渡りしたので，今

度からは新しい発想でやりましょうと．富士山

の場合は，「富士山」にしてたんで，何か複数

じゃないみたいに見えますけど，でも今回違う

のは，富士山は富士山っていう山だけじゃなく

て，浅間神社があったり，自然があったりとか，

いろんなものがあると．いろんなものがセット

だということが大事．なぜかというと，そうい

うセットでものを考えるという発想はやっぱ

り新しいし，そこから出てくる論理っていうの

は，単に富士山が「富士は日本一の山」という

のではない，もっと違う深い考え方につながる

からです． 
 それからいろいろいっぱいありますけど，富

士山がなぜ自然遺産にならないのかと言われ

ますけども，世界遺産条約の中の自然遺産とい

うのはかなり特殊で，大半の場合はですね，原

生自然環境を守るというようなのが自然遺産

ですね．例外的に美しい景色のところを守ると

いうのもあるけど，それは一部分で，大半は自

然の生態系だとかを非常に広範囲に規制する

ことによってしか守れないものを対象として 

 
いるのです． 
 例えば知床はですね，知床はあそこまで流氷

が南に渡ってくる所はないわけですね，世界の

中で．地形がそうしてるわけですが．そうする

と，流氷と一緒に豊かな海のプランクトンが来

るもんだから，あそこの海域，それから海と山

の接点のあたりの環境が非常に豊かなんです

ね．非常に特殊なんです．だってあそこはあの

ままヨーロッパにずらすとですね，たぶんパリ

より南ぐらいになるのかな．ヨーロッパで流氷
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がそんなとこに来るわけないでしょう．ひょっ

としたら地中海まで．それぐらい南なんですね． 
 そういう所に冬，流氷が来るってこと自体が

とてつもなく不思議なんです．それはアムール

川がこうあって，こっちに千島列島があって，

全体が大きな湖みたいになって，ゆっくりゆっ

くりこの川の水が，凍った川の水が海に流れて

きて，南下するのを妨げるものがないからなん

ですね．暖流がずっと来てたら，かなり溶けて

しまうでしょうけど，千島列島がさえぎってま

すから，だからそういう意味で非常に特殊な環

境があるから，ああいうことがある．それの全

体の代表選手なんですね． 
 富士山っていうのは，20 万人を越える人が

登ってる山でしょう．原生林はあるし，ものす

ごい自然はあるし，登れるし．そんな山はない

ですね．美しい山は世界にいっぱいあるわけで

す．でも少なくてもこれほど一つの国のシンボ

ルとして，文化や絵画や小説や信仰や，さまざ

まな大事なものに影響を与えて，それが一つの

イメージを作り上げてって，恐らく海外にもツ

ーリズムとかいろんな意味で影響を与えたよ

うなものっていうのはない． 
 日本で一番有名な画家はですね，恐らく北斎

ですね．世界でも．北斎は大体知ってますよ．

ほかの現代作家は知らなくてもね．だから北斎

の も代表的な絵はあの絵でしょ．この絵です

ね．ということですね．北斎にこの絵を描かせ

た，インスピレーションをわかせた所っていう

のは，それだけでもすごく価値があるわけです

ね． 
 セルバンテスがドンキホーテを書いた町と

か，ゲーテが生まれた町とかですね，世界遺産

になってるんですよ．それは町としてもいいん

だけど，やっぱりそういう文化的なもの，大事

件を引き起こしたっていうことも大事なんで

すね．富士山はそれに匹敵するようなもの．だ

からここは文化なんです．自然も含めてですよ． 
 自然なんだけど，それを文化的な意味を持た

せる．そういうストーリーをですね，新しいス

トーリーができる． 
 で，24 カ所の提案があって，この中で議論

される．わたしもこの中にいたんです．前回暫

定リストの委員会のメンバーで，今回も委員と

して参加しているのはわたしだけなんですね．

だから昔からのつながりっていうことで，かな

りわたしは主張しました．富士山は実は昔もう

候補として考えられていたんですよ． 
 暫定リストにのるとみんな喜んじゃうんで

すよね．しかし，これからやらなきゃいけない

ことを考えると大変なことなわけですよ．もっ

と世界を見る，世界から見つめられる，世界が

期待してる，それに匹敵するようなものになる

かどうかということなんですね．それは日本に

とってもね．そういうのが日本にあるというこ

とがすごい大事なんですよね． 
 皆さんの中にも反対してる人がいると聞き

ますけど，日本の足を引っ張ってるようなもん

ですよね．思いませんか．工夫してもっとよく

なる方法はあるはずなんですよね．だって世界

じゅうみんなやってるんです．もっと先進国を

見習ったほうがいい．先進国はそれでそれぞれ

の国がもっともっと魅力的な所になってるわ

けですね．フランスは 7,000 万人の人が来るけ

ど，どこに行っても世界遺産の表示はないです． 
 パリのセーヌ川が今世界遺産になってます

けど，どこにもないですよ，何も．でもちゃん

とクオリティーを保ってて，それで人が来るわ

けでしょう． 
 暫定リストの委員会で，富士山は反対する人

はいませんでしたね．でもけげんな声はたくさ

んありました．ほんとに大丈夫なのかと．だか

らみんなの全体の雰囲気は，まあやむをえない． 
 やむをえないと言ったらば，日本全国で世界

遺産っていって，これを入れないっていうのは

ないでしょう．いろいろ問題もあるけど，それ

を解決するのはやっぱり暫定リストに入れて，

暫定リストに入ってから努力してもらうとい
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うことが，この場合はいいんじゃないかと．や

むをえないねって感じですよね． 
 その上，今回みたいに ICOMOS の審査は

年々厳しくなってくるし，落とす方向で決めた

ら，みんな何となくね，よし，行こうとなる． 
 だってやっぱりこれ以上増えるということ

は，全体としてやっぱり世界遺産の価値をあま

り増やしたくないとなるから，やっぱり増やさ

ないっていう気があるわけですね．よほどいい

ものじゃないと．ここがマイナスだとか，これ

が足りないとかいう声が非常に強くなってき

てるんですね． 
 外から見ると，今回の 4 つはそれぞれ課題を

抱えてるし，やらなきゃいけないことが多いん

ですね．でもそれを来年まで引き伸ばして課題

を宿題にしてね，もう 1 回検討をさせるという

よりは，やっぱりこれはここでクリアして，こ

こにきて，そしてその中で頑張るような方向で

考えてほしいというのが，今回開いた推進委員

会の感覚だったんですね． 
 ただ言えるのは，さっきも言いましたけども，

山がどこから見てきれいかっていうだけでは

やっぱり済まないんですよね．そこまでいろん

な所からアプローチするわけでしょう．どこの

町も近代都市なので，いろんなものがあります

ので，100％理想的になれっていうことは言い

ませんけど，やっぱり少なくとも通ったときに，

あ，これは富士山のふもとだということを意識

して，それなりのものができてるねと，ああ，

なかなかだねとなる．明治時代と時代が違うわ

けですから，違ってもかまわないけれども，何

かやっぱりそれなりの現代の工夫がなされて

るねと．で，その先に行くと，だんだん富士山

が見えて，富士山らしい風景がどんどん近づい

てくる．というものになるということが必要だ

と思います． 
 ですから，山小屋のサービスを含めてですね，

やらなきゃいけないことはたくさんあるんで，

ぜひそういう目標が，ある意味大きな目標を与

えられてるわけで，それに向かって着実にいろ

んな合意を積み重ねていくことがすごく大事

で，そのためにですね，皆さんがたが一人一人

できるところで，そういう世論の風を後押しし

てもらいたいなと思うんですね． 
 反対するかたもいらっしゃるでしょうけど

も，規制が厳しくなるってね．それはやっぱり

ちょっと自分だけのまわりの感覚だと思うん

です．そのことがいかに地域のためのプラスに

なって，日本のために非常に大きなプラスにな

るのか，それが引いては自分の大きなビジネス，

大きな展開のためのプラスになるんだという

ふうに，ぜひ考えてほしいですね．そういう意

味にとらえられるように，いろんな形で前向き

の世論を作っていくことが必要なんじゃない

かなというふうに思います．あとはディスカッ

ションをやるということで，わたしの話はこれ

で終わります．どうもありがとうございました． 
 

-―― 西村幸夫先生 講演 終わり -―― 
 
荒牧：きょうは非常に貴重な興味のあるお話を

いただきました．これから自由討論を始めたい

と存じます．とりあえず先生のお話について，

あれはどういう意味かというような質問を主

としたご発言を 初にしていただきます．もち

ろん議論はどんどん発展してかまいません．ど

うぞ皆さま，手を挙げてください．マイクが来

るのを待って発言してください．どうぞよろし

くお願いします． 
堀内：すみません，生意気なことを言うようで

申し訳ありませんが，今の状態ですと富士山単

独ではなくて富士五湖も含めてというような

感じがいたしますが富士五湖も含めてとなる 
と，規制を恐れて反対する人たちが多くなるの

ではないかと思います．そうすると，富士山が

世界遺産に推挙されることは，ずうっともう，

不可能ではないかと不安でなりません． 
それからもう一つ，これは今のお話に関係があ
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ると思いますが，前からずっと感じでいるんで

すが，「海の日」があって，こんな素晴らしい

山々がある日本で，「山の日」がないおかしい

と思い，朝日新聞の「声」の欄に投稿しましが，

朝日新聞では取り上げていただけませんでし

た．しかし，昨年山梨日日新聞へ投稿いたしま

したら，早速載せて下さいました．「海の日」

があって，なぜ山の日がないのかということで

投稿いたしました．どうか全国で講演なさって

いらっしゃる西村先生から皆さんに呼びかけ

て頂きたいと思っております．よろしくお願い

致します． 
西村：富士五湖ですけども，恐らくはやっぱり，

富士五湖は入れないと富士山の話はなおさら

難しいんじゃないかなと思うんですね．先ほど

言いましたように，富士山をめぐるさまざまな

文化的な活動の一環として，ある場所を決める

ので，ですから富士山だけが大事なわけじゃな

いですね．富士山への信仰のための場所だとか，

富士山の行楽のために，どういう形で全体とし

てこの地域が生まれてここまできたかってい

うことを，うまく表すような前提が必要だと思

うんですね．恐らくはその中には富士五湖がな

いと理解がしにくいんじゃないかと思います．

富士山全体の中で．それが反対で進まなければ，

遅れるんでしょうね． 
堀内：ですが，外国人に日本とたずねると，大

体富士山って答えますよね．富士五湖って答え

る人はあまりいないんじゃないですか． 
西村：ですから富士五湖は，富士山がメインで，

その周りに何があるかというときに，恐らくは

そういうものも含まれるんではないかと． 
堀内：分かりました．ありがとうございます． 
西村：反対する人たちをどう説得するかという

のは，ちょっとそれはいろいろこれから議論す

るしかないんじゃないかなと思うんですが，実

は自然遺産のほうはもっと厳しくて，自然遺産

になるということは，規制だけがかかって，な

かなかプラス面がないっていう側面があるわ

けですよね．ですから合意形成が非常に難しい

わけです．例えば海洋資源をどうするとかいう

とですね，突然漁業者にとっていろいろな規制

がかかってくるんですね． 
ですから，かなり長い時間をかけて合意が整っ

たところで，ようやく暫定リストに載せるとい

うようなことをやってきたんですね．今度小笠

原が暫定リストに載りましたけども，小笠原を

候補にするというのはだいぶ前に決まってた

んですけど，条件が整ってようやく載せる．本

来，わたしは文化遺産のほうもそういうことが

あってもいいのかなと思っています． 
本当は周辺の世論がまとまってから，暫定リ

ストに入れてもよかったかもしれないなと思

うんですけど． 
 そういうことを言うと，文化庁の一部に暫定

リストの数を増やしたいというのがあったん

でねだからなるべく早く暫定リストを作って

おかないと，ここで例えばもう数が増えたんで，

登録一時中止とかになったらね，暫定リストに

も載ってないと，何も動けなくなるんじゃない

かと不安に思う人たちがいて，それで慌ててや

ったということもあるんですね．だからそんな

意味でなるべく早く暫定リストに入れようと

いうのがあったので，ちょっとそういう問題が

後に残ってしまったということがあった． 
 それから山の日ですけど，恐らくは確かにい

い意見ですよね．山が日本にとって 3 分の 2 の

森林があるというのは，それを大事にしていく

というのは，これから本当に 21 世紀の課題だ

と思うんですけど，恐らくそれを積極的にプロ

モートする人がいなかったんで，ということだ

ったんじゃないかと思うんですね．というのは，

なぜかというと，海の日というのは海の日をや

りたいという人が何千万人という署名を集め

て請願しているわけですからですね．だから山

に関してそういう動きがつくれれば、可能性は

あるかなと思うんですね． 
堀内：「山の日」を制定することによって，山
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を愛し，山を大切にする心がまえをこれからの

若い人たちにつちかって行って欲しいと思っ

ております． 
西村：そうですね．だって植樹祭っていうのを

日本は毎年やってて，天皇陛下も来られる．海

のほうは 近で，海の日も天皇陛下が来られる

ようになりましたけれど，まさに山の日たる植

樹祭はもっと前から皇室が本格的に力を入れ

てる行事ですよね．その意味でも，山を敬うと

いうのは日本にとって非常に重要なんですね． 
堀内：先生の方から（笑）お願いします． 
西村：それを何千万の署名を集めるような，声

にするには，ある種，組織が動くという必要が

あるでしょうね． 
吉澤：今の山の日でちょっと・・・．山梨県庁

の世界遺産推進課，吉澤といいます．よろしく

お願いします．今，山の日ということでお話が

あったんですが，実は山梨県では８月８日を

「山梨山の日」ということで，山梨ではつくっ

てます．これはたぶん 近ですね．山の日でつ

くったらどうだということで，確か国の方へも

要望はしていると思うんですね． 
 山梨県では８月８日というのを「山の日」と

いうふうにしてきてます． 
早川：これは富士講の絵図なんですけども，富

士山が描いてあって，左側に月が描いてあって，

そして右側に太陽が描いてあるんですよね．富

士講のいろんな所にこういう絵図が使われて

ます． 
 やはりせっかく富士山，もし山の日が富士山

というようなことになると，わりと語呂合わせ

で，例えば２月 23 日を「富士山の日」とかに

してますけど，富士山を「八」に見立てて，そ

して左側を月で，そして右側を日とすると，「八

月八日」っていう形で見られるんですよね． 
 ですから，富士講のをもし使うとするならば，

８月８日が富士山になれば，例えは冬の富士山

としては，河口湖町が２月 23 日を花火大会に

したり，毎日新聞が富士山のイベントをしてい

るんですが，富士山は冬もきれいですけれども，

冬ばかりではなくて，夏は登山をしたり，春夏

秋冬楽しめるようにしてね． 
こういうのは大勢のかたにご賛同いただけ

ないとできないんですが，たぶん５年ぐらい前

から言ってるんですけど，なかなか賛同しない

んです． 
それで，８月８日が先ほどおっしゃたように， 

山梨県では山の日ということですので，それと

ドッキングすれば，割と山梨県とも整合性が出

てくるかなということで，昔作ったのをちょっ

と今，出してもらいましたけども，またいろい

ろな形で運動ができればと思います． 
特別いく日とか何か・・・． 
堀内：そういうことじゃなくて，もしできまし

たら，１年じゅうどの月にでも，行事の祝祭日

のときがあるんですけど，６月だけないんです

よね．だからもしできたら新緑のころ，６月に

でも山の日をつくっていただけたらなと思っ

ています． 
内藤：西村先生のお話しは総合的な話で，何か

心強いような不安なような気がしているんで

ありますけど，先生あれですか，石見銀山とい

うのは，暫定でなくて本当のことだったんです

か． 
西村：そうです． 
内藤：そうなんですか．僕は暫定リストに載っ

たんだと思ったんだが． 
西村：暫定にも載れなかったんです，本当は． 
内藤：すごいですね．その中で一番感動したの

は，石見銀山のあの小さな集落で，１年近く地

元の皆様が 40 回もディスカッションをしてい

る，地元の声があったということですね． 
 今荒牧先生とも話しているんですけれど，確

かに富士山はすごい．行政指導や中央国民会議

に出てみたらすごい運動だ．これだけやられた

ら，先ほど先生もおっしゃられたように，富士

山はもうやむをえないなということを言われ

ております．まあやむをえないでも何でもいい
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と思うんですけれど． 
私がきょうの会議として，大切に先生から強

調していただきたいと思うのは，地元の声が非

常に少ないということですね．県も「地元とは

よく相談してます」と言ってます．言ってるん

ですけど，実際には地元の市町村等の行政，マ

スコミの皆様で，実際にこの近くでやってる自

然保護団体であるとか，このいわゆる地元の推

進会議みたいなものにあまり声がかからない．

石見銀山では，そこの地元のディスカッション

がどのくらい価値があったり，決め手になった

んですか． 
西村：もちろん行政も大変熱心で，地元にもリ

ーダーがいるし，市役所にもかなりリーダーが

いて，それぞれの立場でやってたっていう感じ

ですね．それ以前から地域にいろんなグループ

があって，自主的なイベントをいろんな形でや

っておりましたので，そういうグループがこれ

を機会に，全体として代表団ですかっていう話

になります．ですからある日突然起きたという

のではなく，呼びかけたのは行政ですけども，

そういう人たちが危機感を持って集まったと

いう感じなんですね． 
ただ，日本でも世界遺産に関連してこういうこ

とが起きたのは石見銀山が初めてなので，それ

まではやっぱり，何となくみんなあれよあれよ

という間に，行政が突っ走ってなってしまった

という所が多いんですね．しかし石見の場合は

準備期間もあったということで，ようやくそう

いうことができるような余裕が，地域の側にも

できてくるようになったということかもしれ

ないですね． 
内藤：分かりました．ありがとうございました．

続いて質問ですけれども，もう一つ，私個人で

言うと，富士山の，これは演習場なんていう問

題が入ってくるから難しいと思うんですけれ

ど，富士山というものを文化エリアとして考え

ていった場合に，富士五湖を疎外したエリアは

ないと思うんですよ．先生も大体そんなような

お考えだと思うんですけど，地元が河口湖町を

主体として強烈に反対して，それで県の暫定リ

ストの内容としてのエリアの中から富士五湖

を落としちゃったんですよね．ここの富士吉田

は湖がないから，表には出ないようですが，と

うとう山中湖村まで協調してしまった． 
これは非常に私にとっては残念だし，それか

らそのような，先生からも言われて，あんまり

悪口になっちゃいけないんだけども，よく聞い

てみると，いわゆる富士山を生業としている，

商売とされている皆さまがたが，まあどこでも

そうでしょうけれど，制限をされて，「あれは

いかん，これをやっちゃいかん」ということが

怖いからと，こういうことですけど． 
それに関連して私は思うんですけど，実際に

地元のそれをなりわいとしている皆さまがた

が率先して，富士山というものの文化的価値を

お認めいただいて，賛成してもらうということ

が極めて大切であろうと思うんですが，お考え

をお聞きしたいと思います．率直に，河口湖町

からもおいでくださってるし，実際にそれを生

業としている皆さまがたの中にも，推進会議の

メンバーがいるんですよ．いかがでございまし

ょうかね，そういうレベルで反対をしてるって

ものは，やっぱりかなり決めるときの考慮の対

象になるんですか． 
西村：地元が応じないと，無理でしょうね．地

元自治体が反対すると，なかなか先に進まない

なと思います．世界遺産になったからといって，

何か特別なルールが別のとこからかかってく

るという，誤解されてるかたがすごいいらっし

ゃるんじゃないかと思うんですね．ユネスコが

何か法律を，スーパー法律みたいなものをかけ

るってね．そういうことはなくて，今ある，自 
分たちが持っているルールで守るわけです．で

すから，その意味で仕組みとしては変わらない

わけですね． 
 ただ，やっぱり全体として今のままでいいか

と言われると，もう少し改善していくような方
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向ですね．例えば，のぼり旗はやめましょうと

か，大きな看板を小さくしましょうとか，色使

いをもう少しおとなしくしましょうとかね，富

士山の景色に合ったような建物にしましょう

とかいうことに関しては，もう一歩か二歩進む

ようなことが必要になってくると思います．あ

れる場合には，環境にあまり負荷をかけないよ

うな，制限に踏み込むということはありうると

思うんですけれども，全体から言うとですね，

やっぱりそういうものが地域のクオリティー

を高めていくような方向もありうるんだとい

うことを，理解をしてもらう必要があるなんじ

ゃないかと思うんですね． 
 例えば上高地は今，人がどんどん増えている

んですけど，行くのは車で行くことしかできな

いわけですよね．だって途中まで行って途中で

乗り換えないと，上高地って行けないわけです．

中にあるお店も非常に細かく規制がかかって

るんだけども，すごくみんな人気があるわけで

すよね． 
 それはある種，行ってみるとそれは明らかだ

けども，環境がうまく保たれてるんですね．そ

れはやっぱり余裕がないとなかなか保てない

ことであって，それを保つことが，結果的に自

分たちにプラスになるということに早く気づ

くように，またそういうふうなキャンペーンが

行われる必要があるんじゃないかな．ですから，

何も押さえつけて何かやるというよりも，そう

いった，長い目で見たら自分たちのためになる

というようなあり方じゃないかなと思うんで

すよね． 
山地：山地重廣と申します．先ほど内藤成雄先

生の貴重なご意見を受けまして，申し加え述べ

ます．現在富士五湖がコアゾーンに含まれるこ

とが反対であるという現状がありますが，して，

その件について富士河口湖町のある有識者の

方からお聞きしたところ，その反対者のかたが

たは，町民の約 10％程だそうです．実はその

一割程の方々が納得できる文化遺産の価値を

見い出したならば，富士五湖地方の一大変革が，

さらには日本のリゾート観光を一変するかの

様な変貌の好機を迎える可能性を秘めている

と考えられます． 
 それといいますのもは，1984 年来世界遺産

委員会に於いて，イギリスの湖水地方国立公園

テストケースとして文化的景観（田園景観）の

推薦登録の在り方をめぐる詳細な検討が行わ

れました．更に 1999 年には，文化庁文化財保

護部記念物課・本中眞氏の研究論文「文化と自

然のはざまにあるもの～世界遺産条約と文化

的景観～」の中で富士山のコアゾーン等につい

て論じられ，加えてその論文と時を同じくして，

千葉大学・小野佐和子氏は「月瀬梅林の近代に

おける変容について～イギリス湖水地方と比

較して～」との題で日本に於ける梅花と渓谷美

の名勝地を比較検討されました．両地共に文人

がその自然美を嘆賞し文化を創造してゆきま

した．然し日本のそれは衰退の道をたどること

となりました．正にこれらの歴史的経緯を検証

することによって富士五湖地方の展望が拓け

てくるものと考えられます． 
 では興隆したイギリス湖水地方を概観しま

すと，湖畔詩人とも呼ばれたＷ・ワーズワース

をはじめ，美術批評家・思想家のＪ・ラスキン

世界一有名なウサギの絵本「ピーター・ラビッ

ト」の著者Ｂ・ポター等，また今日言うところ

の世界遺産的機能を有する英国 大の環境保

護団体であるナショナルトラストの活動があ

り，その歴史と伝統からなる文化的基盤が今日

当地及び世界に大きな波及効果をもたらして

います． 
振り返って富士五湖地方を顧みますと，内藤

先生が『富士北麓と文人たち』の著書の中で紹

介されておりますように，当地に去来した多く

の文人が富士山と五湖の自然景観からインス

ピレーションを感受して様々の文化を創造し

て今日の富士山文化遺産を築いてきました．こ

の事象に思いを致したならば，これこそ正しく
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富士山と五湖の自然が一体となり文化的景観

を形成しているのだと改めて認識を深めるこ

とになるのではないかと考えます． 
 実はそのような観点が富士山世界文化遺産

の議論に欠如している故に，富士山が何故に文

化遺産であるのか理解に至らないのではと思

われます．つまり現在に連なる富士山文化の連

続性が実感できたならば，過去の偉大な文化遺

産を保存し管理し活用するはずです． 
 ところでイギリス湖水地方のシンボルとし

て知られているピーター･ラビット世界展開の

現状は，その閉塞的な議論への警告と解決策を

示唆しているともいえましょう．即ちその普及

は出版から百年を超え 111ヶ国で 1億部のベス

トセラーを記録していて，現在日本でもミス・

ポターの映画が全国上映されています． 
不思議なことにピーターラビットは本国の

英国よりも日本での人気が高いと言われてい

ます．自然美あふれる英国湖水地方を舞台にし

たピーターラビットの世界は子供達を魅了し，

大人をもその郷愁と自然への憧憬に誘う魅力

を持っていると言えましょう．因みに富士河口

湖町では，スローガン「日本の湖水地方」を掲

げ先進観光地を目ざしつつあります． 
さらにはその百年来の人気の証として，ピー

ターラビットファンの日本の女子大生がイギ

リスの湖水地方を何度も訪れ調査し，ぜひ富士

五湖も英国湖水地方のような美しい自然の故

郷とになってほしいとの願いを卒論の中に著

しています．英国湖水地方の湖は 500 湖程有る

のに対し，富士五湖はわずか 100 分の一程の箱

庭のような規模ですが，しかしながら富士山が

プラスアルファ加増され，独立峰富士山と五湖

それらを囲む連峰の一体化した景観は，世界で

も唯一の特色ある存在だと考えます． 
ある種富士五湖地方は文化的景観の代表的

な存在価値を有する天与の景観美を賦与され

ていると言えます．〔即ち富士山と五湖と連峰〕 
もう 1 つ教育の観点から考えるならば，英国湖

水地方に於いて，青少年に対し次のような教育

プログラムが施行されていたという．即ちその

経緯とは，植物学やワーズワースとその文学・

ラスキン等の講演，講演，動物相，地質，歴史

的学的事跡，田園風景の美しさの鑑賞の仕方，

風景写真，野鳥観察，絵画，オリエンテーリン

グ，ハイキング，岩登り（美しい景色を見なが

ら山登りを楽しむ「スポーツ登山」の発想がこ

こで生まれ英国全土に広まり後の英国山岳会

へと発展した）等であります． 
 そしてこれらを学習することが世界有数の

観光地を構築する基礎であったと考えられま

す．富士山南麓の富士宮市では小中学校が一丸

となって富士山学習に取りくみ，富士吉田市も

富士山教育を小中学校で，県立吉田高校は富士

山学を推進していますが，今こそ富士山麓の

人々が富士山に学び共に向上進歩し，美しい国

の代表的地域として邁進するチャンスと考え

ます．何卒ご教示を宜敷お願い致します． 
西村：富士五湖の問題がありましたけど，わた

しは状況があまりよく分からないのであれな

んですけども，あまりそのことを直接今議論す

るよりも，やっぱり富士山の多面的な価値をき

ちんと掘り下げていって，どこまで広げていく

のが一番説得の深さがどうかかっていうのを

考えていくと．その中で富士五湖もどこかにお

のずと位置づいていくと思うんですね．そこが

深まっていけば，深まっていく中で，実際の問

題なんかもまた深まっていくと思いますので，

あまり今の段階でその問題だけを取り上げる

と，非常に議論が一面的になってしまうので，

もう少し違うルートで議論をしたほうがいい

かなと思うんですね． 
山地進：いま西村先生がおっしゃったとおりだ 
と思います．わたしもこの問題を深く研究して

るわけではありませんが，いつか数年前，内藤

先生，それから藤田あや子さんなどと富士吉田

の市役所だったかでシンポジウムがあったと

きから過程をずっと見ていると，暗中模索どこ
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ろか疑心暗鬼に陥って，推測だけでものを言っ

てるところが非常に多い．そういう状態が，実

は弊害を起こしてる． 近の河口湖町拒否的な

反応もそれが原因だったと思う． 
 わたしは河口湖の人たちに同情しますよ．文

化庁や西村先生など専門家の方々の発言記録

というようなもの，そういうものは，ほとんど

外に出てない．のに，それで世界の立場から利

害関係だけで発言してるっていう状態．これは

非常に不幸なことです． 
 わたくしも北麓で生まれいまは東京にいる

わけですけども，核になる部分のことが分から

ず，年中いらいらしています． 
 しかしそういう，遺産申請と市民との関係も

そもそも本格的な議論が行われたのは，さっき

の西村さんのお話によると，石見がある意味で

は初めてだっていうんですね．北麓できちんと

したが情報がほとんどない状態，砂漠のような

状態にあって，ちょろちょろ何か虫が動いてる

っていうようなことでは，前向きのいい議論は

できないと思うんですね．しかし，石見のよう

に話し合っていけるということなら，北麓でも，

やがて物事は進んでいくと思います． 
 先生のお話の中で，わたしが一番感じたこと

は，内藤先生がおっしゃったことと多少関連す

るんですけど，ここに住んでる人たちが，太古

からの富士山と，そのふもとの人間の歴史の中

で，どういうふうにこの山が見，どういうふう

な思いを抱いてきたかという文化の歴史を振

り返るなかで，それに誇りを持つ，人々の胸の

中にそういうものが育っていくならば世界遺

産への障害は除去できると思う． 
 わたしが切に要望ことは，西村先生のような

お話がさらに深く，広く伝えられるということ

です．そして市役所任せ，あるいは県任せとい

うことではなくて，県の人も市役所の人も，こ

こには NPO もできてるわけですね，そういう

人たちも活動の費用を面倒を見て，学校まで入

れて，市民の活動環境を盛り上げていくような

ことをやっていけば，今のマイナス感覚みたい

なものが消えていって，富士山というものが，

一つの文化的な雰囲気を持ったものとして，出

来上がっていく．そういうふうに．きょうのお

話を聞いて，わたしは確信を持った次第です．

どうもありがとうござました． 
西村：どうもありがとうございます．本当に大

事で，提案をさせてもらえばですね，きょうの

ようなのを連続講座できちんと定期的に，市民

のかたに開かれてやるようなことをぜひやら

れたらいいと思うんですね．そうしたらその中

で，例えば浮世絵なら浮世絵の専門家が来て，

富士山がいかに素晴らしいものだとか，文学の

人も来るだろうし，鉄道の歴史をやってる人，

それこそ石見銀山の人を連れてきてもいいじ

ゃないですか．あそこのリーダーだって，言え

ば来てくれるはずですよ．で，何をやったかと

かを聞くとかね．富士宮なら富士宮の富士山学

習のリーダーなり，いろんな人を，いろんなこ

とをやっていけば，先ほどわたしが申し上げた

ようにですね，富士山っていうものが広がって

るかって，よく分かると思うんです． 
それが進んでいけば，おのずとですね，いろん

なかたの理解は共通のところにいくと思うん

ですね． 
非常に感覚的に，今何か規制があると困ると

いうことだけで動いてる．それもおっしゃった

ように，あまり情報がないところで動いてるん

で，やっぱり非常に不幸だと思いますね．県と

か市とかいろんな市町村とうまく連携を取っ

て，民間団体がね，うまくその間を取り持つよ

うな形でやれるといいんじゃないかと思うん

ですけどね． 
藤田：こぶしの会の藤田あや子でございます． 
きょうは会長の内藤先生のお話も聞くことが

できました．シンポジウムのほうで，西村先生

のお話，これで私も 3 回目だと思います．いつ

もさわやかに有意義なお話をありがとうござ

います．やっぱり一歩外に出て客観的に見たと
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きに，日本のシンボルがこれでよいのか．私も

この富士吉田の生まれですから，できることを

してみようということで，ごみ拾いのことから

入りました．やがて 10 年になります． 
しかし，何をするのにも財政の裏付け．その

財政というものがいつもネックになるんです

ね．それで，よい例をお話しすると地元の関係

者，市民団体，NGO，NPO の人が集まって，

いろいろな工夫をし，民主的に話をまとめたの

が青木ヶ原樹海のガイドラインでした． 
 先ほど山地さんが話された，静岡県の富士宮

では小学校の公教育の中にきちっと入れてる

とお聞きしました．大人の人たちにもできるこ

とをしていこうということで，今，私の関係で

は，子供たちの環境教育，そこに出張教育とい

うものを積み重ねております．活動の積み上げ

の中で，富士山に対する理解が深まっていくこ

とを実感しました． 
 きょうの西村先生のお話で，石見銀山の地元

の人が自発的に話し合いをしたというときに，

行政のリーダー，あるいは地元のリーダー，住

民の積み重ねで理解を深めていくということ

でした．富士吉田の皆さんに私も育てていただ

いた人間ですから，どうか皆さんとご一緒に活

動していきたいなと，こんなふうに思っていま

す．これは私の個人的な思いも兼ねて，現在や

ってる「富士山クラブ」事業の一端をお話しさ

せていただきました． 
 兼ねて，私が不法投棄のごみの問題，廃棄物

の問題，環境問題で，それこそ北海道や東北や

四国やいろんな所に講演に伺ったとき，「富士

山だけじゃないよ」と，「ごみで悩むのはおら

が山もそうだよ」と，「どうしてくれるか」と．

「国がしてくれないか」と，みんな国の責任に

期待する所が多うございました．「おらが富士，

おらが山」であったら，「おらたちができるこ

とをしていく」ということで．それもお金をか

けて立派なことでなくてかまわないから，心あ

る人たちで集まって，だんだんそれを広げてい

って，地域の住民の運動にしていったらいいと

思います． 
当然，企業や行政も一緒のテーブルに着くこ

とが望まれます．やっぱり地元には地元の哲学

があるわけです．それを乗り越えるためには，

話し合いの場，もっともっとしつこく重ねてい

く必要があるなというのが，私の実感でござい

ました． 
（拍手） 

刑部：ちょっとだけ，ちょっとだけのお願いだ

けです．実は私はこのこぶしの会も存じません

し，今日の会の事も存じませんで，ただ，けさ

タウン紙（フジマリモ）を見まして，西村先生

のお話があるということで，先生のお話を伺い

たくて慌てて飛んでまいりました．こういうフ

ォーラムを，どうしてこういう片隅（註：上吉

田コミュニティーセンターの会議室）でなさる

のか．もう少し大々的に，※富士山の世界遺産

について関心の深い人達が多くおられますの

に，その権威でいらっしゃる西村先生の講演フ

ォーラムのある事を会のかたが市民に伝えて

くださらないのか，それをちょっとお願いした

いと思いました．市民参加の為には大変に重要

なことでございます． 
私は富士山にあこがれて富士吉田にまいり

ました．それほど富士山を愛しておりますし，

富士山が世界遺産になる町づくりもちゃんと

してほしい，そういう願いがいっぱいでござい

ますが，とにかく種々な運動を片隅でやってら

っしゃるようなイメージ．本当に，ごめんなさ

い，私が街から離れて住んでるからかも分かり

ませんけれども，今日のこのフォーラムのこと

は新聞の折込にもなかったような気がします．  

それでタウン紙フジマリモにも西村先生のお 
話があるということと会場の紹介だけで，どの

会が主催してらっしゃるかも存じ上げません

でした．ですから，こういう主催者のかた，い

ろんな関係のかたに，大っぴらに市民のみんな

が知れるようにお報せいただけたらと思いま
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す．刑部と申します． 
（拍手） 

早川：貴重なご意見をありがとうございました．

本日はマスコミの人は少ないですが，理由の一

つは 29 日，きょうは参議院選挙ということで，

恐らくそちらの方が忙しいのだと思います．一

応は記者クラブには案内を出してありますが，

やはりいまいち，どちらかというと，関心が少

ない部分もあるように思います．それから一部

地域には回覧板をまわしてあります．予算の関

係で上吉田地区の全戸に回すことはできませ

んでした．いざとなると印刷費を出そうという

人はいません．市役所に市民活動推進課という

のもありますが，協力して頂けませんでした．

一応回覧板を回しても，それほど効果がないん

ですよね．やはりもう少し強力にマスコミのか

たにもご協力いただいたほうがいいのですけ

れども，関心の少ない記者さんに……． 
刑部：そんなこと問題にしないで，やってくだ

さいませ，テレビだって．地方版があるのです

から． 
早川：もちろんいろいろなところに声をかけて，

チラシは 300 枚ぐらい配ってありますけども，

やはりなかなか．先ほど山地さんがおっしゃっ

たように，やはり継続的に会を開催したいと思

いますが，やはりいざとなると，実際問題とし

てね，費用と時間がかかりますので，なかなか

人を集めて継続的に続けるということは大変

なんですよ． 
刑部：じゃ行政にお願いするというような形に． 
早川：まあそうですね，行政にもお願いに行っ

ていますが……．富士吉田市は，少し取組が遅

れているようです．県のかたは熱心なんですけ

れども，やはり地方富士吉田市のほうが，はっ

きり言うと弱いです．ところがきょうは地元の

市会議員さんがけっこう見えていますので，少

し希望はもてるかなと． 
刑部：希望でございます． 
早川：実はあと 20 回ぐらい，実施することが

求められるテーマを用意しているんですよ．た

だですね，前回 3 月にも，山梨県環境科学研究

所で，世界遺産に関わる講演会を開催しまして

100 人ぐらい来てたんです． 
刑部：知らなかったものですから． 
早川：やはり相当お金もかかるんですよ．今回

も大変なんですけども，富士こぶしの会と環境

科学研究所のご協力を頂いてますので，有り難

く思っています． 
荒牧：まあ励ましていただいたわけですから，

ありがたくいただいて．（笑）そういうことで，

大変前向きのご発言ばかりで，実は予定の時間

になってしまいましたが． 
早川：資料として皆様にお配りしてありません

でしたが，実は本日の午前中，西村先生に富士

吉田文化的景観の問題箇所をいくつか見て頂

きました．それでご意見を伺って． 初は，国

道 139 号線ハイランド周辺です．ドンキホーテ

とか，県下 大規模のパチンコ屋ができました．

以前は林になっていたのですが，あのような状

態になってしまいました．けっこう景観的にひ

どい．わたしから見てもひどい状態になってる

んですよね． 
とても世界文化遺産に相応しい景観とはい

えません．実は横町を 4 車線にするということ

で国交省が動いてるんですよね．ハイランド周

辺と横町は繁がっていますので，あのような景

観になったら歴史のまち吉田も，もうおしまい

だという所とか，あるいは吉田御師（おし）の

町とか，それから金鳥居周辺の景観問題とか見

ていただきましたので・・・． 
井出：河口湖の井出といいます．先ほどから河

口湖の話が出てますけど，わたしも一応この市

民団体という形で，富士山の遺産登録を推進す 
る気持ちで，観光協会などのような地域団体の

会議などの中で，「富士山を世界遺産に入れて

ほしい」という発言を繰り返ししてきた訳です

けども，正直感じてるのは，やっぱり行政側が

ニュートラルな姿勢でやっていただけないと，
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なかなかこれは進まないのかなという感じを

持ってます．そういう今の行政側の世界遺産に

取組む＂真摯な気持ち＂が足りないというの

が実状かと思います. 
それから西村先生に聞きたいんですが，今回，

世界文化遺産というので，富士山が日本じゅう

の中でこれだけの広いエリアの町，面積も，し

かも行政が二つにわたっている部分の遺産だ

ということについては，これから市町村ごとで，

各資産の管理計画というのを立ち上げて，それ

ぞれを提示していかなきゃいけないというこ

とだと思うんですけど，それぞれの市町村の本

音が違ったりとか，行政予算が違うと，統一し

た管理計画ということができないんじゃない

かというふうに思うんですけれども，これをど

うですね，だれがどうリードして管理計画をま

とめていけばいいのかということをお聞きし

たいと思うんですけど． 
西村：それは本当は県のかたに答えていただけ

ればいいと思うんですけど，特に県をまたいで

いるので，今言われてるのは，もう一つモデル

になるのは熊野古道なんです．熊野古道は三つ

の県にまたがってるんですね．一つ一つの遺産

の管理の計画があって，県をまとめる保存管理

計画があって，次はこの三つの県でやる総合的

な調整の計画．だから三層構造になってるんで

すね．それがいいんじゃないかということで，

恐らくこの静岡，山梨でもそういうことになっ

てくるんじゃないかなと思うんです． 
 ただ，管理計画の話はまだこれからなんです

けれども，むしろわたしが今一番大事だと思う

のは，ストーリーを描いていかないといけない

わけで，どういうふうな言葉で大事だというこ

とが言えるのかというあたりですね．いろんな

角度から見て，民族的な問題だとか，信仰の問

題だとか，いわゆる別荘の文化や高原の農業も

あるかもしれません．それぞれが全体として富

士山なんで，それを見ていって，どういう富士

山象を描くかという，そのもとになる議論がで

すね，やっぱりまだ要るんじゃないかなと思う

んですよね． 
ですから，まだだいぶ目標までは長いので，

じっくりとこうした議論をやるほうが，特にこ

うしたこんなたくさんのかたがいらっしゃる

所ではですね，大事かなと思うんですね． 
宮下：宮下と申します．先ほどの看板の件とか

ありましたが，具体的にですね，何がデザイン

性なのかということだと思うんですよね．どう

いったものが，実際吉田ではこういうものにな

りますよというようなイメージがで，皆さんに

伝われば，「あ，こんなもんなのか」というよ

うなことにつながると思うんですね．そのへん

の結論が，具体的にこうなるというようなとこ

ろをですね，提示できるのかどうかということ

を教えていただきたいと思います． 
西村：恐らくそれは屋外広告物条例にどういう

ふうにこれからかかっていくかという話だと

思うんですね．わたしはその屋外広告物条例が

今富士吉田に事務委託されてるかどうか分か

らないですけど，一般論を言うと，大体県が条

例を持っていて，やるわけなんですね．ですか

ら，市がどれくらいやる気があるかによるけれ

ども，本来的には市がその中に自立して条例を

持って，特にこういう非常に重要な地域なので，

規制をかなりセンシティブにやるということ

になるべきです． 
それから数値や色の規制だとかに関しては，

審議会の中で議論していかないといけないこ

とですね．そういうものが一歩一歩進んでいっ

て，なるべく早い段階でできるというようなこ

とをやらないといけないんじゃないかと思う

んですね．それを市がやる気があるかどうかと

いう問題もあるんだけれども，恐らく規制だと

か，建物は建物でまた別にね，規制をするとか，

例えば道路規制というか，道路はどういう状態

になるかというのは別の話ですね． 
それぞれのところでやることがかなりあり

そうなので，それがどういう事業で，これから
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先どれくらい 5 年くらいの間に進みそうで，こ

れからどういうチェックをやっていかないと

いけないのか，それをやるのは市なのか県なの

か，直接国なのかというあたりをですね，きち

んとそういうものの合意形成ができるか，とい

うものが進んでいかないといけないんじゃな

いかと．それを全体として県が，やってらっし

ゃると思いますけど，やっていくことになるん

ですよね．そういうことをほかの地域でもやっ

てるわけなんです．そのためには，まずは試案

みたいなものが動いていかないといけないん

ですね．早くやらないとどんどん建ちますから．

そういう問題があるんですね． 
倉田：ちょっと一ついいですか．予定時間を過

ぎているのにちょっと申し訳ございませんが，

せっかくの機会なので，先生にお話を伺いたい．

富士山の世界遺産の問題を考える場合，演習場

問題というのが，かなり大きなウエイトを占め

ていると思うんですね．山梨に北富士演習場が

あり，静岡に東富士演習場があり，いずれも戦

前から陸軍の演習地があり，戦後米軍の演習地，

さらに自衛隊の演習地としてしようされてい

るわけですね．これが富士山を世界遺産とする

場合どういうかかわりを持ってくるのか．事実

はみんな承知しながら，大っぴらに議論をして

きてないのが現状だと思うんですね．それをど

う考えられるかをお伺いしたい． 
それから旧幕時代からこの演習場のある地

域には，住民の入会権があり特殊な権利擁護や

闘争の歴史があるわけです．こうした伝統のも

とに，現在も活動が展開されております．入会

権の問題は，富士山の世界遺産とのかかわり合

いにおいて，に判断されるのでしょうか．その

2 点，併せてご教授いただきたいと思います． 
西村：演習場に関しては，まずは防衛省とどれ

だけの信頼関係ができるかということだと思

うんですね．県としてもご苦労されてると思う

んですけれども，例えば現場に行ってどういう

演習をやられてるのかとかいうようなことも，

なかなか今の段階では分かりにくいんで，そう

いう意味で，中に入らしてもらったり，いろん

なことが少しずつ今やられてるわけですよね．

徐々に進んでいってるわけです． 
では世界遺産の所に軍の施設があったら駄

目かというと，軍の施設がある事例もないわけ

じゃないんですね．そこがメインっていうのは

ないんですけども．ですから恐らくそうすると，

合意が出せない演習のしかたがありえるのか

とか，そういう問題とも絡んでくると思うんで

すよね．ですから完全に駄目だというわけでは

ない．またコアをどういうふうに取るかという

問題もあるわけですね．ここのような特別名称

の所がコアでいいのか，そこから少し登山道が

入ったとこね，というのでいいのか，もう少し

先ほどから言ってるように，地元のいろんな活

動がそれなりに重要だということになると，今

度は違う形での取り方が周りで出てくるかも

しれないですね．それとか，もっと描かれたイ

メージっていうのが 
大事だっていうことになると，そういう眺望

点がかなり離れてるのもいくつか出てきて，そ

れらもある種，飛び地だけどもコアということ

もありえるかもしれません．そうすると，だか

らそこのふもとというよりも，もっとイメージ

として描かれた富士山の場とか，古来からの信

仰の場のようなものになってくると，今度はも

っと視点が変わってきますよね．ですから先ほ

どから言うように，どういう形で富士山を評価

するのかということと絡んでくると思います． 
ただ，現実的にこの問題を抜きには議論でき

ないので，信頼関係を築いてですね，防衛省の

ほうだって言い分はあると思います．この防衛

省の言い分を聞きながら，どこまで，それはや 
り方のレベルでやれるのか，もう少し変えても

らわないといけない部分があるのかですね．そ

ういう問題に変わってくると思うんです．ただ

やっぱり，これがあるから絶対に駄目というふ

うにはならないような答えのあり方を捜すの
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ではないかと思いますね． 
倉田：それからもう 1 点，入会権との関係もお

願いします． 
西村：これは保存管理計画をどう作るか，そこ

にどう書くかの問題です．具体的にこの保存管

理計画の中での議論なので．今の段階ではです

ね，広くどういうふうな姿形であるべきかとい

う議論を公開でやる中で，そういう人たちにも

情報が伝わるようになってるのがよくて，まず

は具体的にですね，ネゴシエーションをすると

いう段階ではないんじゃないかと思います．具

体的な議論はもう少し先だと思います．確かに

しかしその段階では，保存管理計画の中にそこ

が書き込まれるので，必要なメンバーが，例え

ば代表者が議論の中に参加してもらうという

ことでですね，ちょっとした意見を反映できる

ようにするっていうことは，これからしていか

なくちゃいけないです． 
倉田：現状対応ということではなく富士山を世

界遺産として考える場合旧幕時代からの法制

的な歴史，伝統というものも他の信仰とか文学

芸術とか，いろんな文化的な要素の一つとして

の意味はあると思うんですね．その辺について

もどう考えるべきか，お願いします． 
早川：あとご連絡ですが，先ほど西村先生がお

っしゃったように，もっと議論が大切だという

ことで，実は毎月第三金曜日，「富士吉田市民

ふれあいセンター」で，晩の 7時から 9時まで，

富士山の世界文化遺産に関して話し合う，「文

化的景観協議会」を開いています．今のところ，

6 つの団体が加盟していて，毎月 10 名くらい

集まっていただいています．もしご関心があれ

ば，ぜひご参加いただきまして，共に勉強会を

進めたいと思います．よろしくお願いします． 
堀内：先ほどから来ました堀内と申します．富

士スバルラインなどでマイカー規制をしたら

どうかと思うんですけど，長野県なんかでも，

倍ぐらいのマイカー規制を去年ほどから始め

ましたよね．富士山もそういうことで保護して

いったらどうかなと思うんですけど．車両を減

らして，マイカー規制を作ったらもっといいん

じゃないかと思うんです．道路側の林の木が枯

れ始めてきてますね．そんなことも考えて，作

ったらどうかと思います． 
西村：たいへん，重要な問題だと思います．特

にふもとから五合目までの登山道がなかなか

使われないということで，やっぱりふもとから

そういうとこが使われるように，工夫すること

が必要なんですね．それは結局はマイカーをあ

る程度絞って，下から歩いて登っていくような

ことを，もう少しやりやすくすることだと思う

んですね．ただ，それは今すぐというわけには

いかないので，いろんなそういう登山道が荒れ

てるという，それを生かすには何がやれるかっ

ていうことを，やっぱり幅広く議論してく中で，

そういうものが 終的に選択肢の中で，光り，

浮かび上がっていくような，そういう議論のし

かたをやっていく必要があるんじゃないかな

と思うんですけど． 
荒牧：本日は皆さま非常に積極的なご発言をい

ただきまして，ありがとうございました．これ

からもこういう会を企画してゆきたいと考え

ますので，よろしくお願いします． 
これからも西村先生にどうぞよろしくという

ことをお願いして，締めさせていただこうと思

います．きょうはどうも皆さまありがとうござ

いました． 
（拍手） 
（終了） 
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○ 参加者の自己紹介 

井出 泰済 

富士レークホテル常務取締役，富士五湖観光連

盟青年部理事，河口湖温泉旅館組合理事，富士

五湖 JC シニアクラブ会員，ＮＰＯ法人富士山

エコネット監事，富士エコロ人発行人． 

観光業に携わる傍ら，富士山を中心としたエコ

ツアーの開発や展開を研究している． 

ホテルでは，年間１００日「富士山自然教室」

と称したエコイベントを実施している． 

刑部 さえ子 

香川県出身．東京女子大卒．法務省国立少年院

「丸亀少女の家」教官を１年努め結婚． 

昭和 42 年大病で国立病院医療センターへ入院

した際，お世話になった麻酔科医長の秘書（麻

酔科学会及び厚生省研究班事務担当）を 15 年

間経験．息子の中・高校 PTA で広報担当（日比

谷高校百年史に PTA の歴史執筆）など主婦なが

ら社会教育実践の場を得る．平成３年夫の本籍

地の当市に移住．夫と２人ホームコンサートや

昼飯会等で地元の人との交流を得て暮らして

いる． 

倉田 雅広 

昭和 27 年早稲田大学法学部卒業．衆議院事務

局に入り，常任委員会専門員・商工委員会調査

室長を経て，新エネルギー・産業技術総合開発

機構理事，省エネルギーセンター常任幹事を努

め，平成 12 年富士吉田市に帰任し，富士吉田

入会組合連合会会長を努めた．現在，富士こぶ

しの会副会長． 

内藤 成雄（富士こぶしの会会長） 

医療法人橘泉会内藤医院理事長，（財）富士吉

田文化振興協会理事長．東北大学医学部卒業 

医学博士．山梨県生まれ，医業と並行して地域

の文化活動を推進，富士吉田文化協会連合会等

を長年勤めた．作家新田次郎，妻藤原ていと親

交，平成２年「富士こぶしの会」を立ち上げ，

地域文化，富士山環境問題に取り組んでいる． 

機関誌「辛夷」主宰，著書「富士北麓と文人た

ち」「こぶしの花 新田次郎物語」「新田次郎の 

跫音」外．日本ペンクラブ会員．歌詩「山梨歌

人」同人歌集二冊． 

早川 宏（富士山の文化的景観を守る会） 

富士山文化の「保全」と，文化財を活用したま

ちの「活性化」を図る活動をしています．建物

や道などの「ハード」と，人の営みなどの「ソ

フト」の両面からの保全と活性化のために「吉

田口登山道開山奉告祭」，「歴史探訪ツアー」，

「まちづくり講演会」などの企画運営をしてい

ます．「八海巡り」や「山内神社巡り」は，点

在する文化財を歴史に基づいて関連付けて面

あるいは文化財群として保全することを目的

としています． 

堀内 久子 

元小学校教諭．昭和 29 年 4 月，富士吉田市立

下吉田第二小学校に就任．その後，明見小学校，

忍野小学校，吉田小学校，吉田西小学校歴任．

主人が管理職になる為に辞めざるを得ず，昭和

58 年 3月退職．私が教職に就いた際，父から言

われた言葉「児童は，どこの家庭にとっても，

何物にも替え難い大切な宝物なんだよ．その宝

物を預かっている事を忘れない様に．．．」と．

この言葉を常に念頭に置き，頑張って来ました． 

吉澤 公博（よしざわ きみひろ） 
１９５３年 長野県生まれ．東北大学法学部卒

業後，山梨県庁へ採用．土木部，総務部，企画

部などで，主として財政・経理事務を担当．計

画部門では，山梨ハーベストリゾート構想（Ｈ

３），やまなし障害者プラン（Ｈ１０）を策定．

現在，県世界遺産推進課課長として富士山の世

界文化遺産登録を推進． 
荒牧 重雄 

1957 年～2001 年：東京大学地震研究所，北海

道大学理学部，日本大学文理学部で主に火山学

の基礎研究と教育に従事．元日本火山学会およ

び国際火山学会会長，学術会議会員，富士山お

よび浅間山火山ハザードマップ検討委員会委

員長，現職は山梨県環境科学研究所所長．富士 
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山世界文化遺産登録推進両県合同会議の二県

学術委員会委員．火山災害の防災・減災対策や

火山地域の環境保全･自然保護に関心を持って

いる． 

 

 

 

 

  

  

○フォーラムの実施要領  

 フォーラムの主体は，複数回の会合及びその

記録の公表・出版を行うこととする．会合の性

格は，インフォーマルな座談会，懇談会，公開

された講演会，パネル討論などさまざまな様式

を，状況に応じて適用する． 

 

 

 

 

 参加者の組み合わせも多様であり，地元一般

住民，自然･環境保護の活動家・グループ，地

元企業（観光産業を含む），市町村当局，各種

団体，県の担当者，国の機関，国民会議の担当

者などの中から，適当な組み合わせを拾い上げ

て，個々の会合を企画する． 

 

 

 

 

 

 事務局は，山梨県環境科学研究所に置く．会

議における発言は自由であり，基本的にはイン

フォーマルなもので，例えばある機関・団体を

代表するという意識にとらわれて，発言が後ろ

向きで硬直化するようなことは避けたい． 

 

 

 

 

 したがって，この会議においてなされた発言

は，ある意味で暫定的なものであり，個々の発

言の内容について，後になって，厳密さをもっ

て責任の追及がなされるようなことはないと

いう合意が，予め参加者全員によってなされる

こととする．またこの会議の成果を特定の宣言

やコメントとして発表することはしない． 
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