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Summary
In recent years, "MACHIZUKURI" movements have been changing in many ways and the history and the character of the
area have been reflected in these movements.
Because the "KINKI area" used to be the historical center of Japan for a long time, it still holds many historical buildings. The
aim of this paper is to study the movements to preserve and make good use of these buildings in the "KINKI area", turning our
attention to the local authorities coping with these movements.
The results show
（1） Among the local authorities coping with "MACHIZUKURI" movements, the quality and frequency of the preservation and
practical use of historical buildings depend on the following;
・Whether the division dealing with these movements exists or not
・The type of division
・The scale of the local authority
It seems that whether a "MACHIZUKURI" division is one of many divisions in a local authority or not influences the policy.
（2） In large scale local authorities, these movements are mainly dealt with by the "Division of City Planning and
Construction" and put into practice.
On the other hand, small scale local authorities generally have a "Division of MACHIZUKURI and Region Promotion" which
focuses on the preservation and practical use of historical buildings.

Keywords：まちづくり MACHIZUKURI，
保全・活用 the movements to preserve and make good use， 地方自治体 local authority，
部局 division

要旨：近年多様化しているまちづくりの中で、まちの歴史性や地域性を反映させる動きが増加していることに着目し、古くから
歴史の中心地であり、歴史的な建造物が数多く存在する近畿圏において、まちづくりの中で歴史的建造物を保全・活用する動
きを、地方自治体の取り組みに着目して考察する。
この結果では、次の事が明らかになった。
1.）地方自治体のまちづくりの中で、歴史的建造物の保全・活用に対する取り組みの質や頻度は、担当部局の有無やその部局
系統、自治体規模と関連性がある。これは、施策の形式は、担当部局が含まれる組織系統によって取り組まれる他の業務の

形態に影響を受けるからだと考えられる。
2.）規模の大きな自治体では「都市計画・建設系部局」が担当している割合が高く、これらの部局では歴史的建造物を保全・活
用する動きが具体的な施策にあらわれている事が多い。一方で「まちづくり・地域振興系部局」は規模の小さな自治体に設置
され、歴史的建造物の保全・活用を自治体のまちづくりの目標として掲げている事が多い。

