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文化資源を活用した観光施策展開の
意義とその課題
― 京都府舞鶴市を事例に ―
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After Japan’s defeat in World War II in 1945, Maizuru city in Kyoto Prefecture received Japanese military and civilian
repatriates mainly from northeastern China, the Korean peninsula, and Siberia. Maizuru city itself received approximately
660,000 people in a 13-year period. Among the military repatriates there were many internees forced to do hard labor in Siberia,
U. S. S. R.“Documents Related to the Internment and Repatriation Experiences of Japanese（1945-1956）
”in the city of Maizuru
were selected for UNESCO World Memory Heritage registration in September 2015. This registration offered a chance to
reconsider a“place that received military and civilian repatriates”and recall the local identity, and further, carry out a tourism
policy related to peaceful learning in Maizuru.
This paper clarifies the development of the tourism policy from cultural resources and historical materials and how they can be
used for restoration of regional history recognition through the case of Maizuru city.
キーワード：文化資源、文化観光、観光施策、舞鶴市
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はじめに

ことが明言された２。

策における新たな局面として、
「地方」
「文

こうした、観光を視野に入れた中での

化」に改めて脚光が浴びせられる状況は

地域において、
「観光まちづくり」が、各

文化行政の転換について、日露戦争後の

見るべきものがあると考えるべきであろ

地でさかんに展開されている。そうした

地方改良運動や、第二次世界大戦中の翼

うし、また、衰退し続ける地域の様相に

中で、これまで省みられることのなかっ

賛地方文化運動等にも凝す形で、そこに

おいて、その停滞局面を挽回すべき大き

た地域の歴史・文化を表象する文化遺産

「地域のアイデンティティをすり替える

な契機が、今日の状況となって立ちあら

が改めて見直されてきている 。そうした

国家中心主義的な論理」
「ナショナルな

われているとも言えるのではないだろう

動向の下、2016年３月には、
「明日の日本

『誇り』への組替え」を見出し、批判的に

人口減少に伴う地域の危機感の中で、

１

を支える観光ビジョン」が策定され、
「文

捉える論調もあるように（岩本、2007）
、

か。
そうした中で、地域において改めて注

「美しい国」を掲げる時に、いわば都合よ

目されている文化遺産を、本稿では、
「文

「従来の『保存を優先とする支援』から

く、持ち出されてくるわが国の政策基調

化資源」として捉えたい。文化遺産を文

『地域の文化財を一体的に活用する取組

としての「地域文化重視」の歴史的傾向

化資源として捉えることで、
文化観光と、

への支援』に転換」することや、
「文化財

をふまえつつ、その動向には、一種の警

それに付随する地域活性化がなされると

活用・理解促進戦略プログラム 2020」の

戒感を有しつつ注視していくことが必要

考えるからである。文化資源の意味する

策定がうたわれ（観光庁、2016）、文化庁

だろう。また、前記施策でもその対応の

事柄について、ブルデューの言う「文化

から同年４月に提示された同プログラム

柱ともされる日本遺産の選定について、

資本」の観点と対比することで、その捕

では、
「個々の文化財を『点』として保存

それを否定的に捉える意見もある 。一方

捉は可能となる。文化資本について、経

することから地域の文化財を『面』とし

で、高度成長期以来、都心に「モノ」
「カ

済学の観点から、物質資本・人的資本・

て一体的に整備・活用するよう発想を転

ネ」
「ヒト」が集中し、政策的にも、また

自然資本に次ぐ４番目の資本として位置

換する」こと等の取り組みが示され、そ

住民意識にしても、地域文化が置き去り

づけたスロスビーは、有形・無形の文化

の結果、「文化財を『真に人を引きつけ、

にされ、半ば忘却され続けてきたともい

資本を、そのものが有する経済的価値に

一定の時間滞在する価値のある観光資

えるその経過を省みる時、そうした経過

加えて、「文化的価値を具体化し、蓄積

源』として活用していくことを目指す」

を批判的に回顧しつつ、行政及び観光施

し、供給する資産」として定義づけた（ス

化財の観光資源としての開花」が言われ、

３
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ロスビー（中谷ら監訳）、2002）。そうし

を挙げることが必要であり、多くの歴史

域の文化遺産を文化資源として捉え、歴

た文化資本が地域を変容させていく状況

資源が、そうした利益を派生させること

史の実相そのものに、行政、地域住民が

について、渡部薫は、滋賀県長浜市を事

がないがために地域住民らの「公的な認

関心をもち、それを梃子に観光施策をア

例としながら、
「文化が何らかの活動を創

識」の埒外に置かれている現状をみれば、

ピールすることこそ効果的であり、地域

造する、あるいは、活動が創発する状況

その文化資本化の必要性について、完全

の歴史全体を見据えながら、地域の「個

を創り出す可能性」を見出し、
「文化資本

に否定するものではない。
しかしながら、

性化」に取り組む必要があるのではない

は、その中心となる文化的価値によって

それは、文化遺産が現代の視点から都合

だろうか。

まちづくりや産業創造活動等の主体形

よく解釈される所産によるものではな

こうした問題意識をふまえながら、本

成」を促す「価値創造機能」を付与する

く、その価値そのものが、地域住民に理

稿においては、
京都府舞鶴市を事例とし、

こととなるとともに、
「参加するアクター

解、受容され、それが観光者に供される

地域の歴史遺産を文化資源として受容

間の密度の高い相互作用」から「新しい

ことで経済的利益を生み出すものに連関

し、一時期、失われた地域の歴史への自

文化を生み出す」効果についても言及し

されるものとなっていく必要があり、そ

覚を取り戻す観光施策の実施によって、

ている。同時に、
「文化的価値がその影響

こで初めて、文化遺産が文化資本として

地域の「個性化」に成功し、観光状況に

力を発揮」するためには、地域住民らの

位置づけられるとともに、それが根付く

おいても特筆すべき状況を呈している現

「公的な認識」が必要で、そうした認識を

ことで地域住民の主体性の創造にもつな

状について、その概況をまとめつつ、そ

下支えするものとして「経済的利益」を

がっていくものとなるにちがいない。こ

こからみえる、文化資源を生かした観光

挙げ、
「文化資本が創造する価値が経済資

こにおいて、文化遺産を、経済的利益に

まちづくり、観光施策のあり方とその課

本と結びついて経済的利益を生み出し、

特化した見方としての文化資本としての

題について論ずることを目的とする。

その経済的利益が文化資本へと回ること

視野ではなく、その価値そのものを評価

によって、価値の創造が支えられる」と

する文化資源としての視野から捉えてい

論述している（渡部、2006）。渡部の言う

きたいと筆者は考える。

２

舞鶴市における文化資源を生かした
観光施策のあり方

2－1 「城下町」
「軍港都市」
、そして「引

「まちづくりや産業創造活動等の主体形

文化状況をめぐる「資本と資源」との

成」を促す「価値創造機能」としての文

対比において、佐藤健二は、再生産か変

揚げの街」としての舞鶴

化資本の捉え方について筆者も大いに共

革か、「拡大」か「維持可能性」か、
「私

舞鶴市は京都府丹後地方中丹地域に位

感するものであり、その観点において、

有の権力性」か「共有の位相」かとする

置し、面積は、342.12km2、人口は、83990

地域の文化遺産を改めて捉えなおす必要

三つの観点から捉えることで、文化資源

人
（2015年国勢調査人口等基本集計結果）

があると考える。経済的利益を伴わない、

の位置づけをあきらかにし、
「私有への囲

で京都府内では、京都市、宇治市、亀岡

研究者の自己満足に終わるだけの、いわ

い込みと排除の力を、いかに解除し、あ

市に次ぐ４番目に多い。当市は、西舞鶴

ば「陳列棚の中の文化遺産」
「掲示だけの

るいは脱構築することができるか」を模

を中心とした「
『城下町』としての舞鶴」

文化遺産」が地域活性化に寄与するとは

索し、
「公共性を探る実践」として捉える

と、東舞鶴を中心とした「
『軍港都市』と

到底思えないからである。一方で、経済

ことを強調することで、文化資源の可能

しての舞鶴」の、地域の成り立ちの異な

的利益に特化した形で文化遺産をまなざ

性について言及している（佐藤、2007）
。

る２つの様相を持つ都市である。当地の

すことについては、違和感を禁じえない。

文化遺産が、文化資本として、拡大再生

歴史的経過をまとめれば以下のようにな

一定の観光効果を即座に見出すことを主

産され、一定の権力性のもとに、
「都合の

る５。

眼として、地域における特定の文化遺産

いい」地域イメージが切り取られ、それ

当地は、縄文時代前期で、その規模か

が注目され、なおかつ、地域の歴史が都

が観光者に供されることは、文化観光の

ら外洋航海用としては最も古いものとも

合よく純化されながら「切り取られる」

持続性において、何ら効果を持つもので

される丸木船が浦入遺跡から出土するな

傾向が惹起することが往々にして見受け

はなく、一時的に観光者の関心が向くこ

ど、古くから多くの人々の生活が営まれ

られるからである。観光施策を重視する

とはあっても、それが継続して、観光者

ていたことが推測され、律令国家におい

ことで、とかく、地域における「イメー

をひきつけるものにはなりえないにちが

て丹後国府が置かれた宮津とともに、古

ジ」が優先され、それを中心に観光プロ

いない。その結果、表象される歴史事象

代・中世を通じて、地域の中心的な位置

モーションが展開されることで、地域の

は歪められ、当該文化遺産の本質が希薄

づけを示す場所として推移してきたこと

歴史理解の実相が失われる事態が発生す

化されていくことにつながっていく。地

がうかがえる６。戦国期には、1579年、丹

ることもおこりうる４。文化遺産が、文化

域の文化観光を活性化させ、持続可能な

後国守護職・一色義有が、織田信長配下

資本として、正に、地域住民らの「公的

観光状況を生み出し、それを地域そのも

の明智・細川勢の前に降伏すると、翌年、

な認識」を受けるためには、経済的利益

のの活性化につなげていくためには、地

細川氏が丹後を与えられて入国し、細川
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藤孝の子忠興は宮津に、藤孝は田辺郷八

る東西２つの都市を擁する当市の状況

に、1988年には、舞鶴市民や引揚経験者

田村に田辺城を築城して住した。田辺城

は、時代様相の異なる観光資源を保持す

の支援と協力で舞鶴引揚記念館が開館さ

の完成は1584年とされている。田辺城を

ることともなり、
市の観光施策としては、

れた。

めぐっては、関ヶ原の戦の前哨戦として

層の厚い施策を展開できる可能性を有す

石田三成方15000の大軍を、細川藤孝（幽

るものともなっているといえる。

2－2 「赤れんがの街」としての観光施策
の展開とその反響

斉）
が500人の手勢で籠城戦を挑んだこと

舞鶴は、西舞鶴における「城下町」
、東

でも知られている。その後、細川氏の豊

舞鶴における「海軍の街」
「軍港都市」と

京都府の観光入込者数資料
（
「京都府統

前国中津への転封の後、京極氏を経て、

しての由来を有するとともに「引揚げの

計なび」
）から、舞鶴市の観光様態をまと

譜代大名牧野氏の所領となり、３万５千

街」としても知られる。舞鶴は、佐世保、

めれば、全体の観光入込者数は、2015年

石の所領を有する田辺藩として推移し、

博多など、アジア・太平洋戦争終結後に

は230万人弱で、2008年の約1.7倍となっ

海上交通の拠点として、金融業・運送業

設定された引揚港並びに引揚業務を担当

ており、ここ数年、増加傾向にある。ま

とともに、商業の発展が図られた 。

した引揚援護局が設置された港の一つ

た、観光消費額も36億円強であり、2008

田辺藩の中心が西舞鶴であったのに対

で、1950年以降は、舞鶴港のみが引揚業

年の1.8倍で、観光入込者数、観光消費額

して、舞鶴湾東部の東舞鶴は、余部下な

務を担い、終戦後10数年を経た1958年の

とも増加傾向で推移している。増加要因

どからなる農漁村であった。そうした漁

業務終了まで、舞鶴港は、最終的には、

には、2014年７月の舞鶴若狭自動車道全

村の景観が大きく変化するのは、1889年

66万余人もの引揚者を受け入れることと

線開通、2015年７月の京都縦貫自動車道

の鎮守府条例の公布によって決定され

なった。引揚が長期にわたった理由は、

全線開通といった交通インフラの整備も

た、舞鶴鎮守府の設置である。同時に、

特に、シベリア抑留者らの引揚が長期化

挙げられるが、一方で、周辺自治体に目

条例によって舞鶴港は軍港になることと

することとなったためであり、シベリア

を転ずれば、2008年と2015年の観光入込

なった。1901年、海軍鎮守府が開庁され、

抑留によって、心身ともに大きな打撃を

者数推移では、福知山市は0.92倍、宮津

海軍機関学校、造兵廠、造船所などが設

負った旧軍兵士らが、日本帰還の希望の

市は1.1倍、福井県小浜市では、0.87倍で

置されると、当地は、軍港都市として急

地として見出したのが舞鶴であった。同

あり、2008年と2015年の観光消費額推移

速に発展を遂げた。そうして整然と計画、

時に、帰らぬ夫・子どもを待つ夫人の姿

では、福知山市は0.74倍、宮津市は1.08倍

整備された新市街は、1902年に完成し、

としての「岸壁の母・妻」が現出する場

であり、舞鶴市にみえるような観光デー

寺川と新川の間は京都に倣って、南北に

ともなったのであり、そうした心象は、

タの大きな変化は見出せない。そうした

一条から九条の通りが、東西の通りは、

1954年、1972年の二度にわたって売り出

中で、舞鶴市目的別観光入込者数の「文

戦艦、巡洋艦など艦種別、建造年代順に

された、舞鶴港を舞台とし、引揚船で帰

化・歴史」項で、舞鶴市は、2015年は81

八島、敷島、大和などの軍艦名が付けら

るはずの息子を待ちわびた母親の心情を

万人強で、
2010年の36万人強と比較して、

れた 。その後、1938年に舞鶴市（現在の

切々と歌にした演歌「岸壁の母」のヒッ

2.2倍となっているのも特徴的である（京

西舞鶴地区）
・東舞鶴市（現在の東舞鶴地

トによって、一般に、強く印象付けられ

都府商工労働観光部、2010、2015参照）。

区）が成立し、両市の合併により、舞鶴

ることとなった 。そうした中で、
いくつ

同期比で、宮津市、福井県小浜市は1.1倍

市が成立するのは、1943年のことである。

か存在した引揚港の中で、特に舞鶴が、

弱、綾部市は0.6倍強、福知山市は0.7倍強

７

８
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1957年には加佐町が編入され、現在の舞

「引揚げの街」として、広く認識されるこ

である。文化・歴史観光が全国的に低迷

鶴市域が形成されている。そうした経過

ととなる。あわせて、当時、引揚を受け

する傾向の中で、舞鶴市は、最近５年間

を経て形成された舞鶴市は、先に触れた

入れる側の舞鶴でも、平桟橋での出迎え

で２倍以上の急激な増加を見せているの

通り、「城下町」としての西舞鶴地区と、

が自然発生的に行われるとともに、物資

がわかる。この背景には、
「文化・歴史」

「軍港都市」としての東舞鶴地区の、性格

不足の状況ながら、市民らが、お茶やら

項にもカウントされる、当地の赤れんが

の異なる２つの市街地を持つ複眼都市で

握り飯やらなどを自発的に持ち寄った

倉庫群とその周辺地が整備された舞鶴赤

ある。そうした状況は、公共施設を東西

り、子どもたちが慰労の出し物を見せた

れんがパーク（以下、赤れんがパーク）

それぞれに設置することや、成人式など

りと、引揚者を市民があたたかく迎え入

が2012年に開業したことによる影響が大

市の行事も東西各々で実施するなど、東

れるといった光景も多く見られたとい

きい。2015年の京都府観光統計資料によ

西両地区の根深い対立感情を生み出すこ

い、引揚事業は、地域住民にとっても、

れば、赤れんがパークは399,014人の集客

とともなり、それが、市の発展を妨げる

根強い記憶として刻まれることとなっ

で、
「府内観光地入込客数ランキング（京

こととなったともされてきたが、近年は、

た。こうしたことを記念し、海外引揚者

都市除く）
」
で14位にランキングされてい

そうした対立感情も収束した状況にある

を中心とした有志によって、
1963年には、

る（京都府商工労働観光部、2015）。当ラ

という 。また、一方で、時代状況の異な
９

「あゝ母なる国」
の碑が建立されるととも
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っており11、それに並び立つ形で、近代遺
産としての舞鶴旧鎮守府倉庫施設（赤れ
んが倉庫群）が活用された赤れんがパー
クが一般に広く受け入れられると同時に
当市の観光状況においても大きな存在感
を示していることがうかがえる。
赤れんがパークとしてその一部が整備
された、舞鶴旧鎮守府倉庫施設の分布及
び、その概要は、下記図表の通りである
（図１、表１）。舞鶴旧鎮守府倉庫施設は、
舞鶴鎮守府の軍需品等の保管施設とし
て、1900年の建設着手以来、1921年まで

図１

舞鶴旧鎮守府倉庫施設分布図

（原図：国土地理院地図（電子国土 web、最終閲覧日2017年２月３日）、舞鶴市・舞鶴市教育
委員会、2013、馬場、2009参照、筆者作成）

に次々と建てられた12棟からなり、その
うち８棟が、2008年に国の重要文化財に

表１

舞鶴旧鎮守府倉庫施設の概要

指定され、うち５棟が整備され、前記の
通り、2012年に、「舞鶴赤れんがパーク」

№

現在の名称

旧名称

として広く公開されている。赤れんが
パークの建物の内訳は、博物館等展示施
設（赤れんが博物館・舞鶴市政記念館２
階・まいづる智恵蔵１階、２階）、フリー
スペース・イベント施設（舞鶴市政記念
館１階・赤れんが工房・イベントホール）、
カフェ・ショップ（舞鶴市政記念館１階・
まいづる智恵蔵１階）から成り、そのほ
か、映画やドラマのロケ地としても、盛
んに活用されている。当施設ホームペー
ジでは、その場所を「国内で他に例を見
ないノスタルジックな空間」とし、
「プロ
ジェクションマピングや和太鼓公演に活
用されるなど、文化創造の場、文化芸術
の発信拠点としても広く注目を集めて」
いるとして広報している（「舞鶴赤れんが
パーク」公式ホームページ）。
舞鶴市の地域認識、並びに観光施策を
振り返る時、同市をイメージ化してきた
「引揚げの街」から、1980年代終わりから

赤れんが１号棟・
舞鶴海軍兵器廠
舞鶴市立赤れんが博物館 魚形水雷庫
赤れんが２号棟
舞鶴海軍兵器廠
②
（舞鶴市政記念館）
予備艦兵器庫
赤れんが３号棟
舞鶴海軍兵器廠
③
（まいづる智恵蔵）
弾丸庫並小銃庫
赤れんが４号棟
舞鶴海軍兵器廠
④
（赤れんが工房）
雑器庫並兵器庫
赤れんが５号棟
舞鶴海軍軍需部
⑤
（赤れんがイベントホール）第三水雷庫
舞鶴海軍軍需部
⑥ 文部科学省所管倉庫
第二水雷庫
舞鶴海軍軍需部
⑦ 文部科学省所管倉庫
第一水雷庫
舞鶴海軍軍需部
⑧ 文部科学省所管倉庫
電機庫
海上自衛隊舞鶴補給所
舞鶴海軍軍需部
⑨
№17倉庫
第一需品庫
海上自衛隊舞鶴補給所
舞鶴海軍衣糧庫
⑩
№ 2倉庫
被服庫
海上自衛隊舞鶴補給所
舞鶴海軍衣糧庫
⑪
№ 3倉庫
被服庫
海上自衛隊舞鶴補給所
舞鶴海軍軍需部
⑫
№ 4倉庫
第三被服庫
①

建築
年代

文化財
指定

「舞鶴赤れんがパーク」
構成・活用用途
飲食・
博物館
イベント
売店
等展示

1903年 国・重文

○

1902年 国・重文

○

○

1902年 国・重文

○

○

1902年 国・重文

○

1918年 国・重文

○

1902年 国・重文
1902年 国・重文
1902年 国・重文
1919年

―

1901年

―

1901年

―

1921年

―

（表中①から⑫は、図１に対応している。舞鶴市・舞鶴市教育委員会、2013、馬場、2009参照、
筆者作成）

1990年代・2000年代にかけて、「赤れんが
の街」へ大きな転回がなされたことが伺

前節で触れた通り、主に引揚経験者の

は、必ずしも肯定的に受け入れられるも

える。結果、前記の赤れんがパーク集客

支援と協力で舞鶴引揚記念館の開館がな

のとはなっていなかった。市民レベルで

に見られる通り、その新たなイメージ化

されたように、当地における「引揚の記

は、
「引揚の記憶」は、戦後の混乱期にお

は、大きな成果を得ることとなるが、そ

憶」が称揚され、
「岸壁の母」というコン

ける、涙を誘う「暗い」ものとしてしか

うした地域認識、観光施策の変化に対す

テンツにおいて主導された
「引揚げの街」

イメージされず、また、後述するように、

る反響も呈せられた。本節では、当市に

としての当市のイメージ化も強く印象付

当地における、そうした歴史的「記憶」

おける地域認識、観光施策の変化の状況

けられるものとなっていった。しかしな

すらも失われていく状況にあったとい

ならびにその反響についてまとめること

がら、そうした作用は、他者によるもの

う。そうした中で、再帰化されたのが、

とする。

であり、内側としての地域認識において

海軍ゆかりの「赤れんが」であった。舞
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写真１

舞鶴赤れんがパークの景観

（図１中③・④の間、奥に⑤が見える。筆者
撮影）

当時（2000年）の現状分析として、
「赤煉

民による積極的な観光施策の展開として

瓦の街」のイメージが短期間に市民に受

特徴的なものであり、行政の観光施策を

け入れられたのは意外としながら、市民

正に先導する形で実施された。伊庭氏か

アンケートでの舞鶴のイメージについ

らの聞き取りによれば、こうした活動に

て、
「引揚げの街」
「暗い」
「雨が多い」と

行政からはほとんど支援もなく、
「舞鶴に

いったマイナスイメージが先行する中

観光してもらうようなものはない」とし

で、
「市民は『引き揚げの街』という暗い

て全く後ろ向きの対応でしかなかったと

イメージから脱却し、温かいイメージの

いい、そんな中、文字通り、役所に日参

『赤煉瓦の街』
への変貌を待ち望んでいた

してようやく協力を引き出すようなあり

のではないだろうか」と分析し（馬場ら、

様であったという。周囲の市民からの反

2000）、その後も、馬場は、
「当初、市民

応も同様で、伊庭氏らの活動に、行政も

鶴には、旧海軍時代に倉庫として使用さ

の意識に根強く潜んでいた、暗い、灰色

一般市民も見向きもしなかったというの

れていた赤れんが造りの建物が戦後に至

の街というマイナスイメージから、市民

が実際であったというが、活動を続けて

っても、前記の通り12棟残されていた。

の継続したまちづくり活動を通して、
『赤

いく中で、新聞などメディアに取り上げ

それらは、市役所の倉庫などとして半ば

煉瓦の街・舞鶴』へとプラスイメージへ

られることなど外からのまなざしが注が

放置されていた状態で、聞き取りによれ

の転換」が顕著になされたと述べている

れるようになったこともきっかけとなっ

ば、何ら市民の関心の向くものでは無か

（馬場、2009）
。

て、
理解が示されるようになったという。

ったというが、1988年に、舞鶴市の市職

赤れんがによる街づくりが進められて

その後、2000年代になると、行政側も「赤

員による自主研究グループ「舞鶴まちづ

いるちょうど同じ時期に、当地を、肉じ

れんが」の保存と活用など観光施策に前

くり推進協会」が発足し、翌年、舞鶴ま

ゃが発祥の地としてアピールする地域お

向きとなり、現在では「赤煉瓦倶楽部・

ちづくり推進協会「都市の個性化」分科

こしも展開された 。市内、
八島商店街の

舞鶴」
、
及び伊庭氏らが始めた活動は行政

会が横浜・赤煉瓦倉庫を見学、その参加

金物店のおかみ、伊庭節子氏は、海軍当

と協働での取り組みとして展開されてい

者らが正に赤れんがの価値を「発見」し、

時の肉じゃがを再現することに成功し、

る。観光施策を通じたまちづくりにおい

舞鶴に残る赤れんが倉庫のまちづくりへ

1995年の赤れんがフェスタに際して、
「ま

て、とかく役所が主導し、そこに地域住

の活用が検討されるようになった。彼ら

いづる肉じゃがまつり実行委員会」料理

民が応えていくといった形が往々にして

はその後、「赤煉瓦倶楽部・舞鶴」を発足

長として、肉じゃがの製作、販売を成功

みられるが、当地域の場合には、地域住

させ、1990年に、
「第一回赤煉瓦シンポジ

させた。その後、1998年には、肉じゃが

民の活発な活動に誘引される形で行政と

ウム in 舞鶴」を、1991年には、「第一回

発祥を宣言した広島県・呉市で肉じゃが

の協働が図られた点が特徴的で、そうし

赤煉瓦ジャズ祭」を開催した。「第一回赤

作り対決の「果たし合い」
（伊庭氏談）を

た状況は、観光まちづくりの実践事例と

煉瓦シンポジウムin舞鶴」において、当

行い、それをきっかけに、
「旧海軍グルメ

しても注目される存在となっている。

時の市長が「これまで赤煉瓦の建物は市

交流会」が開催され、毎年、旧軍港四市

一方で、上杉和央は、ここでの新たな

の発展に邪魔なものと思ってきたが、こ

（舞鶴、横須賀、呉、佐世保）の持ち回り

景観イメージの形成について、批判的論

の考えは間違っていた。（中略）これは貴

で同会を開催するようになった。海軍グ

調を展開している（上杉、2011）
。すなわ

重な財産なのかも知れないと、初めて知

ルメを通じて、旧海軍四市による連携、

ち、馬場らが捉えた、「灰色の街」から

りました」
（馬場ら、2000）と発言するよ

活性化事業がこの時、成立することとな

「赤煉瓦の街」
へとする表象の変化につい

うに、「市の発展に邪魔なもの」として、

ったわけである。現在では、
肉じゃがは、

て、
「灰色」としての引揚げの街、暗いイ

半ば持て余されてきた赤れんが倉庫は、

12

市内の名物グルメとなり、香川のコロッ

メージから、「赤色」としての赤煉瓦の

「貴重な財産」と目されるようになり、赤

ケメーカーと開発した「元祖肉じゃがコ

街、温かいイメージへの転換がなされた

れんが倉庫が改修、活用され、舞鶴市立

ロッケ」は、2013年までに、1000万個の

とし、軍港都市に由来する赤煉瓦は、本

赤れんが博物館（1993年、図１①）、舞鶴

売上げをあげたとされている。

来、
「温かいイメージ」に直結するもので

1980年代終わりから1990年代にかけて

はないはずで、
「引揚げと正反対の位置に

「赤れんがフェスタin舞鶴」が開始（1995

当地でなされた、馬場氏ら市職員の自主

あるというよりも、むしろ同種の方向性

年）されるなど、赤れんが倉庫を活用し

的グループの活動が端緒となり市民も含

を持った存在であるととらえることも十

た行政施策が次々に展開された。こうし

めて組織された「赤煉瓦倶楽部・舞鶴」

分に可能」であるものの、それがそうは

た施策展開のきっかけとなった「赤煉瓦

の活動も、伊庭氏らの「まいづる肉じゃ

ならなかったことに着目するわけであ

倶楽部・舞鶴」を主導した馬場英男らは、

がまつり実行委員会」の活動も、地域住

る。この時、
「赤れんが」という位置づけ

市政記念館（1994年、図１②）が開館し、
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が、
「舞鶴の歴史を体現する」ものではな

て、その施策に変化が見られることがわ

世界記憶遺産に選定されることになる。

く、
「『暖かみ』や『ロマンチック』とい

かる。その契機となったのは、2011年２

また、観光施策全般において、市役所観

う全国的なイメージに依拠」したもので

月の現市長・多々見良三氏の市長就任で

光商業課と文化振興課の強い連携が見い

あることを指摘し、舞鶴の「軍港都市」

ある。多々見氏は、強いリーダーシップ

だせることも当市の大きな特徴である。

としての「歴史的個性」を最前面に出す

から観光施策の重視を訴え、様々な政策

タテ割り行政の弊害も含めて、地方公共

ことを回避する傾向を批判的に捉えてい

を展開していった。そうした中で、2012

団体の行政組織において、観光関連の部

る。
「赤れんが」の保存や活用、整備にお

年に、観光協会事務局長に、前日旅九州

署と文化振興関連の部署は、その求めら

いて、戦前、戦後の大きな断絶を見出し、

エンタプライズ代表取締役社長・釼菱英

れる役割の相違も相まって、連携した活

建造物としての連続性と、一方でその位

明氏を、2013年には、舞鶴引揚記念館に

動ができにくいところが多い。しかしな

置づけが正反対に転換した断続性の下

初めて専門学芸員を配置、若手研究者・

がら、同市では、相互に連携するととも

で、当地における都市景観、都市イメー

長嶺睦氏を登用するなど、外部からの積

に、活動を補完し合いながら、歴史資源

ジが形成されたと分析するのである。同

極的な人材登用が行われた。
2013年には、

を生かした観光施策が展開され、また、

時に、
「海軍についての見解ないしイメー

まいづる広域観光公社が設立され、事業

そうした連携には、前述の釼菱氏を中心

ジとなれば、多種多様な意見が存在し、

本部長に釼菱氏を起用することになる

としたまいづる広域観光公社が積極的に

それを一つにまとめること」の困難さに

が、その登用は、釼菱氏の人脈による関

関わっている点も注視する必要がある。

ついて理解を示しつつ、
「全国的動向を背

係者との連携、及び、同氏の民間出身な

市役所内部の組織、並びに外部から登用

景に没個性的（没地域的）なイメージで

らではの経営感覚に基づく提案と様々な

された人材を交えた外局とが、相互に連

もって『赤れんが』イメージを創りあげ

事業展開など、当市の観光における視野

携を強めつつ弾力的かつ効果的な観光施

ていったこと」、すなわち、軍港都市、引

の広がりへとつながっていったと思われ

策を展開しているのである。

揚の街としての地域特性、個性を放擲し

る。また、長嶺氏は、市内小中学校への

そうした施策の展開は、上杉氏の指摘

たことに、当地の観光まちづくり施策の

引揚げ関連の「出前授業」等を積極的に

した「戦前、戦後の断絶」を超越する動

成功要因を見出すのである。実際、とり

展開するなど、後述する世界記憶遺産化

きにもつながっていき、2015年には、１

わけ、引揚の記憶をめぐっては、上杉は、

運動とあいまって市民レベルでの引揚げ

月に「まいづる『歴史遺産』フォーラム」

別稿で「引揚記念館を『海底から引揚げ

をめぐる舞鶴の価値再認識に大きく貢献

を、８月には、
「
「旧海軍」のまちを考え

たものを記念展示する施設』と思ってい

することとなった。また、関連施設の整

るシンポジウム」を開催し、戦後70年・

た若い住民」がいて、「『引揚』が舞鶴市

備と市役所内部からの人材登用、組織強

引揚70年を迎え、海軍ゆかりのまち、引

民の一般的な地域イメージからきれいに

化の一面も見逃せない。公立の資料館・

き揚げのまちとしての当市が、近代化遺

抹消されていることを感じざるを得な

博物館等が自治体の財政悪化から外部委

産の「赤れんが倉庫群」
、ユネスコ世界記

い」と述べており（上杉、2010）、聞き取

託とされていく全国的傾向にあって、そ

憶遺産登録を目指す「引き揚げ資料」を

りでも、2010年代初めに「引揚って何？」

の傾向に正に逆行する形で、2012年に舞

舞鶴ならではの「歴史遺産」と位置づけ

と地域住民が述べていた、とされ、引揚

鶴引揚記念館は、市の直営化がなされ、

て、観光地域づくりに活かす方策を探る

の事実は、地域住民にとって、「暗いイ

館の運営も、一新されている。この時、

ことや、旧海軍とともに発展してきた当

メージ」を通り越して、イメージ化さえ

館長には、山下美晴氏が市役所職員から

市が、戦後70年を機に、赤れんが倉庫群

なされない、継承されえない記憶として

抜擢され、聞き取りによれば、就任早々、

など海軍関連の歴史遺産や、世界記憶遺

の位置づけとなっていた可能性もあり、

彼女が、世界記憶遺産選定へ向けた活動

産登録を目指す引き揚げ資料など固有の

そこにおいて、それは「多種多様な意見」

を提起したところ、周囲からは反対の声

歴史遺産である近代化遺産を地域づくり

に埋没する形で表出されず、観光施策と

が多く立ち消えになりかけたが、市長へ

に活かす方策を考えるといった企画を展

しても用いられるという発想は、およそ

の「直談判」によって認められることに

開した。また、そうした活動は、世界、

困難であったであろうことが推察され

なったという。館長を中心とした世界記

国内からの正に「お墨付き」を獲得する

る。しかし、当地では、そうした「多種

憶遺産選定へ向けた活動は、市民レベル

ことともなり、2015年10月に、前述した

多様な意見」を乗り越える形で、その後、

でも受け入れられ、その活動が広がりを

通り、引揚関連資料が、ユネスコ世界記

新たな観光施策が展開されることにな

見せる中、そうした活動が功を奏し、舞

憶遺産に選定されるとともに、2016年４

る。

鶴引揚記念館に残る引揚関連の資料を中

月には、海軍鎮守府の置かれた歴史をと

心とした、
「舞鶴への生還 ― 1945～1956

もに有する神奈川県横須賀市・広島県呉

シベリア抑留等日本人本国への引き揚げ

市・長崎県佐世保市と連携し、
「鎮守府

の記録 ― 」は、2015年10月に、ユネスコ

横須賀・呉・佐世保・舞鶴～日本近代化

2－3 「灰色の街」の復権
舞鶴市の観光状況は、2010年代になっ
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の躍動を体感できるまち～」として文化

性の積極的な打ち出しは、平和学習の場

めて再認識されるにいたったわけであ

庁の日本遺産に認定された。上杉氏がわ

としての注目度も高まっており、JTB

る。同時にまた、そうした地域の歴史全

ずか数年前に指摘、批判した「舞鶴の『軍

コーポレートセールスの企画により、京

体を見通しながら、
その個性をふまえた、

港都市』としての歴史的個性を最前面に」

都市内と結んで、当市を平和学習の場と

他の地域にはない独自の観光戦略として

出すことを避ける傾向に対して、同氏の

する教育旅行のプランも打ち出され、実

の平和学習の好適地としてのコンテンツ

指摘が既に「古典」と化してしまうよう

際に、千葉県内の高校の修学旅行も実施

も改めて「再発見」されることとなった

な、その指摘を凌駕する近年の行政側の

されている。戦争をめぐる「ダーク」な

のである。

劇的かつ顕著な対応が見て取れるのであ

歴史は、地域において忌避される傾向に

る。

あり、戦争遺跡の積極的な保全に後ろ向

３

おわりに

― 文化資源を生かした

観光施策の意義と課題 ―

また、そうした観光施策の展開とも並

きの自治体も目立つ。正に同市も、それ

行して、
「舞鶴市民の一般的な地域イメー

を「暗いイメージ」として忌避し、その

ジからきれいに抹消」されたとも極言さ

「灰色の街」のイメージを一新するため

堀野正人は「まちづくり観光において観

れた、当市における引揚げをめぐる記憶

に、普遍的で一般化されやすい「赤れん

光者との交流を通じて求められるまなざ

にも、変化の兆候が見て取れる。2015年

がの街」に希望を託してきた経緯があっ

しは、地域の人びとがアイデンティティ

８月に実施した、東洋大学須賀ゼミの地

た。しかしながら、
「灰色の街」であるこ

の拠り所とする事象に、共感できるまな

域住民への調査によれば、母数は37と、

との経過を改めて見直し、引揚者を迎え

ざしでなければならない」として地域ア

やや少ないながらも、舞鶴が戦後、シベ

入れてきた地域の人々の思いを見つめ直

イデンティティをふまえた中での観光状

リア等からの引揚港であったことに関す

すことで、その記憶が再帰化され、むし

況における地域資源の活用を言い、また、

る認知度は「大変よく知っている」
「まあ

ろ、同市にしかない歴史の「個性」を打

その地域側の態度として、
「観光者との共

まあ知っている」と答えた者が89％と、

ち出すことに成功したわけである。そこ

感や交流の可能性は否定しないが、しか

改めて街の歴史としての引揚の記憶が、

において、正に、
「灰色の街」は復権し、

し期待もしないという、ある種の高踏主

再度、定着化していることがうかがえる。

そうした復権がなったことで、地域の歴

義的な身の置き方」が必要であろうと述

同ゼミの調査では、「実際に調査してい

史遺産、歴史の記憶が、文化資源として

べる（堀野、2004）
。こうした見方には、

て、地元の高校生が小学校の時に引揚記

改めて掲出され、それを生かした観光振

筆者も大いに共感するところであり、観

念館に行き、資料を見た記憶が残ってい

興策がより厚みを持って展開されること

光者に迎合する形で地域資源を見つけ出

るということが聞き取れた」ことを言い、

で、近年の観光状況における活況につな

す、といった態度では、所詮、うわべだ

高校生ら若い層も、引揚の記憶に積極的

がったわけである。

けの宣伝、広報材料に過ぎず、その内実

「まちづくり観光」のあり方について、

赤れんが倉庫をめぐるイメージの創成

は単なる空洞のような状況での観光素材

る（須賀ゼミ、2016）。こうした傾向は、

は、上杉の指摘の通り「没個性的（没地

で終わってしまうであろうことは明らか

翌、2016年８月に実施した調査でも、同

域的）なイメージ」の醸成であり、そこ

である。そうした中で、地域に残された

様なものであった。舞鶴引揚記念館での

に見えるものは、先述した「拡大再生産

文化遺産、
歴史素材の文化資源化こそは、

聞き取りによれば、現在、同市内の小学

され、一定の権力性のもとに、
『都合のい

地域アイデンティティを反映するものに

生は、地域学習の一環として、同館を「必

い』地域イメージが切り取られ」た、文

も随伴し、そのアピールは、観光者にも

ず訪れる」ことになっていると言い、ま

化資本として観光者に供されるものであ

受け入れられていくこととなるに違いな

た、折に触れて、前述の学芸員による校

った。それは、ともすれば地域の特性を

い。

内への出前授業や、引揚体験者から直接

喪失するものともなりえたが、そこでの

そうした見方を舞鶴市の事例に反映さ

話を聞くなど、引揚に関して学習する授

成功は「観光してもらうようなものはな

せて考えてみれば、1980年代後半から

業を積極的に展開しているという。結果、

い」とも目されていた当地の状況におい

1990年代にかけて、観光施策に行政側が

30代、40代の、正に「引揚の記憶」の「欠

て、歴史文化施策が観光資源創出に連関

無頓着である中で、市民レベルで、観光

落」した層が、自分の子どもたちの引揚

することとなる、地域の確信にもつなが

施策につながる地域おこしが展開され、

げに関わる学びを通して、改めてその歴

ることとなったとも言える。それが、一

「観光など無縁」とされてきた傾向が、市

史を再認識するような傾向もあるとい

種のトリガーとして働くことで、文化資

民の活動から問い直しが図られて「まち

い、学校教育を通じた地道な地域史教育

源としての引揚げの歴史や軍港都市とし

づくり観光」の土台が形成されていった

が、地元の歴史を再認識させる結果にな

ての地域特性の見直しが行政主導で企図

ことは大いに評価できる。
しかしながら、

っているといえる。同時に、当市におけ

され、それが地域住民にも受容され、浸

とりわけ、
「灰色の街」に代替される「赤

る引揚げなり、軍港都市としての地域特

透していく中で、地域の個性・価値が改

れんがの街」
のアピールに顕著なように、

に関心を持っていることも取り上げてい

－49－

日本国際観光学会論文集（第24号）March,2017

その動向は、地域の「個性」ともいえる、

クも、歴史資料の展示など、その歴史性

むことの効用は、インバウンドの拡大に

歴史的経緯としての引揚げの場となった

を踏まえたものとはなっているものの、

対応した外国人旅行者への提示も含め

事実を、
「灰色の街」として自虐的にみ

本来、舞鶴の赤れんが倉庫群は、赤れん

て、今後も大いに有効なものとなるであ

て、それに代わるものとして、歴史的背

がパークの一角をなす赤れんが博物館が

ろう。その際、地域の歴史素材の提示に

景をふまえることなく、一般的なイメー

旧海軍兵器廠魚型水雷庫であったよう

おいて肝要となるのは、地域の歴史を都

ジ優先で「赤れんがの街」と位置付ける

に、旧海軍鎮守府の保管庫としての軍事

合よく「切り取る」ことではなく、地域

ことの問題が内在することとなった。そ

的側面を担うものであったわけで、そう

の歴史そのものを提示し、それを観光者

うした経過をふまえて、近代戦争に関わ

した軍由来の建築物であったことは、そ

に供することはもちろん、地域住民にも

る地域素材には、さまざまな議論を呼ぶ

れほど強調されるものとなっていない13。

理解を図ることだろう。そこにおいて、

ことから消極的に応対する自治体が多い

引揚記念館において、シベリア抑留とい

一過性に終わらない、地域住民の歴史認

中で、当市においては、むしろ行政側の

う、旧ソ連の国家的蛮行について、それ

識を通じた地域アイデンティティの創出

てこ入れから、2010年代初めから「引揚

に何らかの抗議を示すような提示がなさ

がなされていくのであろうし、地域の歴

げの記憶」がまちを挙げて呼び戻され、

れないことにも違和感を覚えるものでは

史遺産を文化資源として捉え、そのこと

そこにおいて、
「灰色の街」として否定的

あるが、そもそも、そうしたシベリア抑

を通じて、歴史素材をめぐる観光施策の

にみられていた引揚の事実を、地域の「個

留が起こることとなる元凶としての、ア

深化、進展がなされるに違いない。

性」に連関するものとして、積極的に提

ジア・太平洋戦争の実相なり、そこにお

示することとなり、正に、
「灰色の街」が

いて旧海軍、舞鶴鎮守府が果たすことと

行政と地域住民との協働によって、単な

復権するにいたるのである。

舞鶴市の事例は、地域の文化遺産を、

なった役割などにも言及することが必要

る文化資本から、地域アイデンティティ

その一方で、こうした施策を省みると

となってくるのではないかと考えざるを

創出を随伴させる文化資源へと昇華さ

き、地域における文化資源、とりわけ、

えない。依然として拘束されがちな、地

せ、地域の「個性化」に成功した好例と

近代史に関わる歴史素材の活用の課題も

域の歴史における一定の「物語」のみを

して捉える事ができる。文化遺産は、現

見出すことができる。それは「地域の人

提示することから脱却し、当地における

代の視点から都合よく解釈される所産に

びとがアイデンティティの拠り所とする

歴史全体を提示することでこそ、地域に

よるものではなく、
その価値そのものが、

事象」
（堀野、2004）を地域の文化遺産か

おける歴史認識は深化を見せ、それこそ

地域住民に理解、受容され、それが観光

ら抽出しようとする時、ともすれば、近

は、観光者にも受け入れられることとな

者に供されることで、持続可能な観光状

代史における地域の実相とはかけ離れ、

るのではないだろうか。

況が現出していくのであり、そこにおい

地域の人々に共感を呼ぶもののみが抽出

このように、近代史、とりわけアジア・

て、重視すべきは、文化遺産の文化資源

される傾向にあるからである。当市の事

太平洋戦争に関わる地域の歴史素材に着

化であり、一過性に終わらないサスティ

例でいえば、引揚の場としての提示にお

目することの課題は内包しつつも、そう

ナブルな観光施策としての文化資源の活

いて、引揚記念館の展示等に顕著なよう

した素材を取り上げることにためらいを

用の意義が、そこに見出されていくので

に、シベリア抑留など厳しい環境に置か

見せる自治体も多くある中で、舞鶴市の

ある。

れた人々が帰還を果たした喜びや、それ

事例は正に注目に値するものとなってく

を迎えた家族の歓喜、一方で帰らぬ家族

る。アジア・太平洋戦争に関わる歴史素

を待つ者の悲哀、及び、自らも困難な日

材はもちろん、それに関わる地域の記憶

常生活にある中で、それをおして引揚者

すらも忘却されていく傾向にある実情に

本稿作成にあたって、舞鶴市役所産業

を温かく迎え入れた地元住民の対応な

おいて、
「灰色」とも目されてきた「引揚

振興部観光まちづくり室長兼観光商業課

ど、展示資料の参観者はもちろん、地域

の場」としての記憶が呼び戻され、それ

長・櫻井晃人様はじめ同市役所同課の皆

住民にも共感を得やすい事実の提示が並

が、平和学習に連なる地域の観光振興と

様、舞鶴引揚記念館長・山下美晴様、同

び、見る者の情感をかきたてる資料の提

あいまって、地域住民の地域アイデンテ

館学芸員・長嶺睦様、まいづる広域観光

示がなされるわけだが、そこにおいて、

ィティを喚起することとも連関していく

公社事業本部長・釼菱英明様、舞鶴市八

シベリア抑留からの引揚者の共産主義化

観光施策が展開されていく状況は、今後

島商店街「八島おかみさん会」会長・伊

を警戒し、それを厳しく取り締まった事

の動態も含めて注視すべきものがあるか

庭節子様はじめ舞鶴市の多くの皆様にご

柄や、彼らが、「アカ」と評されること

らである。
こうした施策は、
いわゆるダー

助力いただきました。ご支援に、記して

で、帰国後も苦しい局面に立たされるこ

クツーリズムとしての掲出につながるも

御礼申し上げます。

とが往々にあった事実が強調されること

のともなっていくが、
地域の歴史遺産を、

は多くは無い。また、舞鶴赤れんがパー

文化資源化することで観光施策に取り込
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注
１

「「信長公のおもてなし」が息づく戦国

が若狭湾を航行する船の停泊地とな

近年の政策的な展開にもそうした状況

城下町・岐阜」を取り上げて、フロイ

り、田辺藩も1702年には、由良川河口

は見て取れ、地域における文化芸術の

スをもてなす信長の思惑を度外視する

に米倉を設けて川筋の貢租米を集め、

振興をめぐって、
「関係機関の連携によ

見方に疑義を唱えつつ、それを城下町

高野川尻にある城下の竹屋町には廻船

り、地域文化を振興するとともに、文

のあり方にまで拡大解釈していること

問屋や商家が建ち並び、羽越の米・小

化力を観光、教育、福祉などの分野は

（当該選定における「ストーリー」で

豆、丹波・丹後の繰綿・木綿、出雲の

もとより広くまちづくりに生かす取組

は、
「岐阜は信長自慢のおもてなし都市

木綿、大坂の砂糖等、さかんな取引が

を促進する」ことが挙げられるととも

だった」と帰結させている（
「日本遺産

なされ、金融業・運送業とともに、当

に（文化庁、2007）、2011年には、「文

【「信長公のおもてなし」が息づく戦国

地域における商業の一拠点を形成して

化芸術振興に関する重点施策」として

城下町・岐阜】ストーリー」参照）
）に

６本の重点戦略が掲げられる中、その

ついて、
「針小棒大」であるとし、文化

第５に「文化芸術の地域振興、観光・

財を生かした地域活性化と観光重視の

いではなかったことから、
「古来わずか

産業振興等への活用」が挙げられ、そ

一環としての日本遺産のあり方につい

に山道と海上がその交通に役立ってい

の中の「重点的に取り組むべき施策」

て「少し頭を冷やした方がよいのでは

たに過ぎなかった」
（
『舞鶴市史』、1978）

には、
「文化財建造物、史跡、博物館や

ないか」と批判的に述べている（木下、

場所であり、そこに、京都府が主導的

伝統芸能等の各地に所在する有形・無

2015）。木下の意見に代表されるよう

立場に立って、新市街の計画と立案、

形の文化芸術資源を、その価値の適切

に、歴史研究者からは、史実を拡大解

その実施がなされた。軍港、市街地工

な継承にも配慮しつつ、地域振興、観

釈した日本遺産選定の方向性に疑問を

事の完成に伴い、軍港地域の戸数、人

投げかける意向も散見される。

口は飛躍的に増加し、
『舞鶴市史』は、

を進める」ことが明記されている（文

いった。
８


同地域は、舞鶴から若狭への街道筋沿

例えば、幕末の戊辰戦争で知られる会

「この急激な人口増加はのどかな田園

化庁、2011）。2012年３月には「観光立

津藩の白虎隊の悲劇は、戦前の国家主

風景を一変させ、商家や住宅の立ち並

国推進基本計画」が閣議決定され、
「観

義的思潮の下にことさら強調され、そ

ぶ都市を作り上げてしまった」と記し

光資源の活用による地域の特性を生か

れが、戦前、戦後を通じて多くの観光

した魅力ある観光地域の形成」が提唱

者を招き寄せることとなるが、そうし

され、「文化遺産を活かした観光振興・

た歴史事実の政治利用のあり方や、会

地域の対立感情から、
1950年３月には、

地域活性化」項では、
「我が国の『たか

津戦争の実態は、観光素材としての幕

西地域分離に関する住民投票
（西地域）

ら』である地域の多様で豊かな文化遺

末会津の「悲劇」が強調される中で、

が実施され、
「分離賛成」が「分離反

産を活用し、文化振興とともに観光振

ともすれば省みられない傾向にもある

対」を上回る結果となった。しかし、

のが現状である（須賀、2015）
。

その後、当時の蜷川虎三知事の意向も

舞鶴市をめぐる歴史概況については、

あり、同年７月の京都府議会本会議で

４

興・地域活性化に資する各地域の実情
に即した総合的な取組を推進」するこ
とも明記された（観光庁、2012）。

５





『日本歴史地名大系』舞鶴市項、
『舞鶴

ている（同前）
。
９


1943年に合併した舞鶴市では、東西両

当該分離問題が諮られ、
「分離反対」を

市史・各説編』
『舞鶴市史・通史編（中）
』

可決、それを受けて柳田秀一舞鶴市長

等を参照した。

が辞職、分離運動の中心を担った分離



当地域における延喜式内社は、大川神

期成同盟会が知事を相手取って行政訴

組を1,000事業程度実施」することなど

社など11社を数え、そのうち、10社は

訟を起こすなど、当地における東西両

が示され、具体的なアクションプラン

現在の舞鶴市域内に比定され、古代に

地域の対立は、市政の混乱を来たす状

としても、
「世界遺産や日本遺産、文化

創建されたとされる寺院には、
多禰寺・

況もあった（
『舞鶴市史』
、1975参照）。

芸術活動など、地域の文化資源の一体

円隆寺・松尾寺・金剛院がある。丹後

一方、1990年代に入ると、
「舞鶴はひと

的な整備・活用、国内外に向けた情報

国田数帳によれば、中世の当地・加佐

つ

発信（解説・多言語化を含む）への支

郡には18の郷・荘・保が成立し、その

合同行事」とする記事が確認できるよ

援」として、「我が国の文化・伝統をス

うち当市域内には、倉橋郷・田辺郷・

うに、両地域の対立感情は緩和に向か

トーリーで表現する『日本遺産』を2020

大内庄など、10の郷・荘・保が存立し

ったものと推察される（1991年10月30

ていた。

日付『朝日新聞』朝刊、京都地方版）。



舞鶴湾は古来海上交通上重要な地であ

同記事では、東西両地区に所在する両

ったが、1672年に西廻り航路が開かれ

校同窓会の会長が
「
「西も東もない。仲

同時に、2020年までの目標として「地


域の文化財を一体とした面的整備や分
かりやすい多言語解説の整備などの取

６

年までに100件程度認定する」ことなど
が提示された（文化庁、2016）。
３

ると、由良川河口の由良湊（現宮津市）



光・産業振興等に活用するための取組

２

2015年に日本遺産として選定された

一般誌における記述だが、木下直之は、


７
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良くして舞鶴の発展を」と話し合った

（2015年）において、
「文化・歴史」項

ど、
その施策への内外の評価は高いもの

のがきっかけ」で初めて開催されるこ

に相当する施設には、
石清水八幡宮
（４

の、館内展示を含めて、その様態は、
「港

ととなったといい、「「東西のわだかま

位、八幡市、1,050,000人（順位、所在

横浜」
のイメージを切り売りするものに

りは根深い」といわれてきた」状況を

地、入込客数の順、以下同じ）
）
、長岡

しかなっていない。
税関倉庫として機能

改善する動きとして、特筆されている。

天満宮（８位、長岡京市、707,100人）
、

した当建造物とその空間について、堀野

当該記事が示すことは、逆に言えば、

宇治神社（15位、宇治市、360,000人）

正人は、多くの日雇い労働者、水上生活

そうした事柄が大きく取上げられるほ

が挙げられている（同、2015）
。赤れん

者が集まり、
苛酷な環境の下で労働に従

ど、両地域の対立感情は根深く存続し

がパークは、
開業後の2013年データで、

事していた場所であったはずの歴史的

たものと思われ、それは、聞き取りの

13位で当ランキングに初めて表れ、集

事実は前景化されず、その建物も「個性

中でも、多くの市民が口にするところ

客数は319,544人（同、2013）
、2014年

あるおしゃれなショップやカフェのフ

であった。一方、そうした対立状況は、

の集客数は、332,795人で（同、2014）
、

ァッショナブルな入れ物」
「空間演出の

近年は薄れてきたとする話も聞き取れ

開業以来、集客数は順調に伸びている

舞台装置」に転換させたにすぎないと

ことがわかる。

し、
「本物性を担保する物理的な位相（と



1995年、舞鶴海上自衛隊・第四術科学

くに外観）における継続と同時に、意味

えて、全市を挙げて課題に向き合わざ

校の図書館から
「海軍厨業管理教科書」

論的な位相での断絶が起きていること

るをえない状況が現出したことによる

が確認され、
「甘煮」とする料理が日本

を看過するわけにはいかない」
と述べて

ものとも推察され、期せずして同時期

最古の肉じゃがのレシピであることが

いる（堀野、2010）
。本稿における問題

た。こうした経過は、市内人口の減少
等に直面する中で、地域感情を乗り越

12

に進行することになる、当市における

推定された。当該書籍が、舞鶴にのみ

意識をふまえつつ、
横浜に関する論点に

「東西対立」の融和と観光施策の進展と

残されていることから、
「肉じゃがが舞

ついては、
後考を期したいと考えるもの

は、時には対立にもつながった、地域

鶴の海軍から始まったことを表して」

である。

に根ざした強い地域意識の醸成とその

いるとされ
（
「まいづる肉じゃが祭り実

融合が図られていく中で、それが市を

行委員会」公式ホームページ）
、また、

挙げての観光施策の積極的な展開に連

東郷平八郎が1901年に舞鶴鎮守府初代

関していったものとも思料される。

長官着任に際して、英国で食べたビー

・岩本通弥「現代日本の文化政策とその



演歌「岸壁の母」は、1954年に、菊池

フシチューが忘れられず日本風につく

政治資源化」山下晋司編『資源化する

章子の歌で売り出され、100万枚以上の

らせたという話が「考案」される中で、

文化』弘文堂、2007年、253頁。

ヒットを記録し、さらに、1972年には、

当地は肉じゃが発祥を宣言した（2004

・上杉和央「
『引揚のまち』の記憶」坂根

二葉百合子の浪曲調を交えた歌いぶり

年09月10日付『朝日新聞』朝刊）
。一

嘉弘編『軍港都市史研究Ⅰ舞鶴編』清

で再度売り出され、この時、LPレコー

方、東郷に関連して、舞鶴着任に先立

文堂出版、2010年、295頁。

ド等250万枚を超える売り上げを記録

って、1890年に東郷が呉鎮守府参謀長

する大ヒットとなっている。1976年に

に就いていたことから、
広島県呉市も、

鶴の『赤れんが』 ― 」
『京都府立大学

は、中村玉緒主演で映画化が、1977年

その発祥地として名乗りを上げること

学術報告「人文」
』第63号、2011年、１

となった（同前）
。

～16頁。

10

には市原悦子主演でドラマ化もなされ

・同 「軍港都市と近代の文化遺産 ― 舞

歴史的建造物のさらに極端な活用事例

・木下直之「
『国宝』をめぐる知られざる

た1950年代なかばの状況では、正に引

としては、
横浜赤レンガ倉庫を挙げるこ

戦後史」
『文藝春秋』2015年11月号、339

揚の渦中での「現在」の場におけるド

とができる。当施設では、１号館、２号

頁。

ラマとして歌いこまれ、多くの支持を

館とも、フロアのほとんどが、ショップ

・京都府商工労働観光部『京都府観光入

得たことになるわけだが、一方、1970

やレストラン、
カフェなどで構成されて

込客調査報告書』2010年～2015年。

年代の大ヒットは、高度経済成長の

おり、その歴史性を提示するスペース

・佐 藤健二「文化資源学の構想と課題」

ピークを過ぎつつある中で、戦後20数

は、ごくわずかなものでしかない。1992

山下晋司編『資源化する文化』弘文堂、

年を経た、依然記憶に新しい「過去」

年に始まる、行政主導の修復、保存への

2007年、47～50頁。

の一面を懐古する、辛いながらも昔懐

注力は賞賛すべきものがあり、
2007年に

・須賀忠芳
「ストーリー化された歴史観光

かしい記憶を呼び戻す装置として、広

は、経済産業省の「近代化産業遺産」に

素材の功罪をめぐって～会津若松市に

く一般に受け入れられたものと考える

認定され、2010年には、
「ユネスコ文化

おける『幕末会津』をめぐる言説を中心

ことができる。

遺産保全のためのアジア太平洋遺産賞」

に～」日本国際観光学会『第19回全国

集客数20位までを示す当該ランキング

優秀賞を日本国内で初めて受賞するな

大会発表論集』2015年、100～101頁。

ている。「岸壁の母」は、当初ヒットし

11
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