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例　言

1. 本書は、文化的景観資料集成の第 2集として、文化財保護法に基づく重要文化的景観の概要と文化的
景観保存計画の抜粋、ならびに文化的景観価値調査報告書の目次一覧等を収録したもので、四部から
構成される。

2. 「Ⅰ 文化的景観保存計画の概要」は、平成 25 年 3 月時点での重要文化的景観の一覧及び平成 22 年 4
月から平成 25 年 3 月に選定された重要文化的景観の概要と文化的景観保存計画の抜粋を収録したもの
である。

　  　重要文化的景観一覧については、選定年月日、面積、選定基準等の情報や、景観計画、景観条例、
その他関連条例・計画等を一覧表にまとめ、掲載した（平成 25 年 3 月までの事項について記載）。

 　重要文化的景観の概要については、文化庁が公表した重要文化的景観の選定説明文書に準ずる
ものとして、『月刊文化財』（文化庁文化財部監修、第一法規株式会社発行）各号の重要文化的景
観選定の説明文章を転載し、位置図、写真を併せて掲載した。

 　文化的景観保存計画については、「重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則」（平成
17 年 3 月 28 日文部科学省令第 10 号、最終改正：平成 23 年 6 月 29 日文部科学省令第 24 号）で
保存計画への記載事項として定められている、1. 文化的景観の位置及び範囲、2. 文化的景観の保
存に関する基本方針、3. 文化的景観の保存に配慮した土地利用に関する事項、4. 文化的景観の整
備に関する事項、5. 文化的景観を保存するために必要な体勢に関する事項、6. 文化的景観におけ
る重要な構成要素、に関する計画内容を抜粋して掲載した。また、重要な構成要素一覧、位置図
については、各保存計画に記載のない場合は、重要文化的景観所在市町村提供資料等を掲載した。   

  　なお、『月刊文化財』説明文章及び各保存計画の中で、記載内容に明らかな誤記がある箇所、計
画改訂がなされた箇所に関しては一部修正した。

3. 「Ⅱ 追加選定及び文化的景観保存計画改訂版の概要」は、平成 22 年 4 月から平成 25 年 3 月の期間に
追加選定された重要文化的景観の概要等、また、保存計画の改訂や追加策定がなされた場合にはその
概要について、前項に準ずるかたちで収録したものである。なお、対象期間内に新規選定、追加選定
がともに実施された重要文化的景観については、「Ⅰ 文化的景観保存計画の概要」にあわせて収録した。

4. 「Ⅲ 文化的景観価値調査報告書目次一覧」は、平成 25 年 3 月までに刊行された文化的景観の価値調査
報告書の目次を収録したものである。

5. 「Ⅳ 都道府県による文化的景観保護」は、平成 25 年 3 月時点の都道府県文化財保護条例における文化
的景観の位置づけ、文化的景観関係条文（抄）及び文化的景観選定状況について収録したものである。

6. 掲載図版・写真は、一部を除き、重要文化的景観所在の各市町村提供によるものである。

7. 本書での重要文化的景観選定地等の掲載順序は、自治体コード順を基本とする。ただし、「四万十川流
域の文化的景観」については、四万十川の源流から下流までの流域順に整理した。

8. 本書は、景観研究室員の合議を踏まえ、菊地淑人（文化遺産部景観研究室アソシエイトフェロー）が
編集を担当し、惠谷浩子（同研究員）、水牧達志（京都大学大学院生）がこれを補佐した。また、本文
の図表作成等は、十倉亜希、御田智子、渡邉佳奈の助力を得た。

9. 本書を刊行するにあたり、重要文化的景観所在の各市町村から、図版等の提供、転載許諾および掲載
内容の確認・修正等を頂いた。ご協力頂いた各市町村の文化的景観担当者の方々、文化庁文化財部記
念物課、第一法規株式会社、関係者各位に厚く御礼申し上げる。
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文化的景観保存計画の概要

■文化的景観保護制度と文化的景観保存計画

地域における人々の生活又は生業と当該風土により形成された文化的景観は、その範囲が広域に及び、居
住者や土地所有者等の形態も多様であるため、地域によってその特性や保存管理の方法は様々である。その
ため、文化的景観保護制度は、都道府県及び市町村が主体となって地域住民との合意形成に基づき、その保
存管理を行うことが基本となる。国は、都道府県・市町村の申出に基づき、文化的景観の保存のために必要
な措置を講じられているもののうち、文化財として特に重要なものを「重要文化的景観」として選定する。
その上で、都道府県又は市町村が行う文化的景観の修理・修景・復旧・防災等の事業に関わる経費の一部補
助など、文化的景観の保護に必要な支援を行う仕組みとなっている。
選定申出を行う都道府県等が講じる必要がある文化的景観の保存のための必要な措置については、「重要文

化的景観に係る選定及び届出等に関する規則」（平成 17 年 3 月 28 日文部科学省令第 10 号、最終改正：平成
23 年 6 月 29 日文部科学省令第 24 号）の中で以下の事項が定められている。
一 　 選定の申出に係る文化的景観（以下「文化的景観」という。）の保存に関する計画（以下「文化的景

観保存計画」という。）を定めていること。
二  景観法 その他の法律に基づく条例で、文化的景観の保存のため必要な規制を定めていること。
三  文化的景観の所有者又は権原に基づく占有者（管理者がいる場合には、当該管理者を含む。以下「所

有者等」という。）の氏名又は名称及び住所を把握していること。 
つまり、重要文化的景観の選定の申出を行う都道府県等は、①文化的景観の位置及び範囲、文化的景観の

保存に関する基本方針等を記載した文化的景観保存計画を策定すること、②景観法に基づく景観計画を策定
し、景観計画区域または景観地区の中に文化的景観を位置づけ、景観計画による行為規制・誘導措置を図る
るとともに、文化財保護法、都市計画法、自然公園法等のその他法律によって、景観計画だけでは補えない
文化的景観の保存のために必要な土地利用規制を定めること、③重要文化的景観の土地は、生活や生業と深
く関係しており、文化財保護法に基づき勧告または命令、現状等の報告といった規制がかかるため、所有権
等を随時把握することが必要となる。

■文化的景観保存計画の構成

重要文化的景観の選定に係る必要な措置の一つである文化的景観保存計画は、文化的景観の保存調査の中
で明らかにされた文化的景観の価値を適切に保存管理し、整備・活用するための基本方針、方法を示した計
画であり、文化的景観保護に係るマスタープラン的な性格をもつ。
文化的景観保存計画に記載すべき内容として、「重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則」（前掲）

の中で以下に掲げる事項を記載することが定められている。
一 文化的景観の位置及び範囲
二 文化的景観の保存に関する基本方針
三 文化的景観の保存に配慮した土地利用に関する事項
四 文化的景観の整備に関する事項
五 文化的景観を保存するために必要な体制に関する事項
六 文化的景観における重要な構成要素
七 前各号に掲げるもののほか、文化的景観の保存に関し特に必要と認められる事項
なお、「重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則の一部を改正する省令の施行について」（平成

20 年 7 月 31 日 20 庁財第 148 号文化庁文化財部長通知）で、重要文化的景観の選定申出の際の文化的景観保
存計画に、当該文化的景観を形成する重要な構成要素を記載することとなった。これに伴い、重要文化的景
観の選定の申出に際し、これまで、都道府県又は市町村は、あらかじめ当該文化的景観の土地所有者等の同
意を得ることが必要であったが、省令改正以降、文化的景観を形成する重要な構成要素である不動産の所有
者等の同意のみが必要となった。
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１.    アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観
２.    遠野　荒川高原牧場　土淵山口集落
３.   一関本寺の農村景観
４.    最上川の流通・往来及び左沢町場の景観
５.    利根川・渡良瀬川合流域の水場景観
６.    佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観
７.    金沢の文化的景観　城下町の伝統と文化
８.    姨捨の棚田
9.   近江八幡の水郷
10. 高島市海津・西浜・知内の水辺景観
11. 高島市針江・霜降の水辺景観
12. 宇治の文化的景観
13.   奥飛鳥の文化的景観
14.   樫原の棚田
15. 遊子水荷浦の段畑
16. 四万十川流域の文化的景観　源流域の山村
17. 四万十川流域の文化的景観　上流域の山村と棚田
18. 四万十川流域の文化的景観　上流域の農山村と流通・往来

19. 久礼の港と漁師町の景観
20. 四万十川流域の文化的景観　中流域の農山村と流通・往来
21. 四万十川流域の文化的景観　下流域の生業と流通・往来
22.   求菩提の農村景観
23. 蕨野の棚田
24. 長崎市外海の石積集落景観
25. 佐世保市黒島の文化的景観
26. 平戸島の文化的景観
27. 五島市久賀島の文化的景観
28. 小値賀諸島の文化的景観
29. 新上五島町北魚目の文化的景観
30. 新上五島町崎浦の五島石集落景観
31. 天草市﨑津・今富の文化的景観
32. 通潤用水と白糸台地の棚田景観
33. 小鹿田焼の里
34. 別府の湯けむり・温泉地景観
35. 田染荘小崎の農村景観

図 0-1　重要文化的景観の位置（平成 25年 3月現在）
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表 0-1　重要文化的景観一覧（平成 25年 3月現在）
番
号

都道 
府県

選定名称／
英名（仮訳 **）

所在地 選定年月日
追加選定
年月日

面積（ha） 選定基準
景観行政団体
移行日 ***

景観計画
名称 策定日 ****

1 北海道

アイヌの伝統と近代開
拓による沙流川流域の
文化的景観 
Cultural Landscape 
of the Saru River 
Basin Based on Ainu 
Tradition and Modern 
Reclamation

沙流郡 
平取町

平成 19.07.26 ―  4381.0
二 
（2.3.5.7.8）

平成 18.10.01
平取町景観計
画

平成 19.04.01

2 岩手県

遠野　荒川高原牧場　
土淵山口集落 
Tōno: Arakawa Heights 
Livestock Farm and 
Tsuchibuchi
Yamaguchi Village

遠野市 平成 20.03.28
平成 21.02.12 
平成 25.03.27

（選定） 1416.1
（追加 1） 2.4 
（追加 2） 269.5 
（計） 1688.0

二 
（2.8）

平成 19.03.10
遠野市景観計
画

平成 19.03.15

3 岩手県
一関本寺の農村景観 
Rural Landscape of 
Ichinoseki Hondera

一関市 平成 18.07.28 ―  337.5
二 
（1.8）

平成 17.12.26
本寺地区景観
計画

平成 18.03.24

4 山形県

最上川の流通・往来及
び左沢町場の景観 
Landscape of Movements 
of Goods and People in 
Mogami River and the 
Aterazawa Townscape

西村山郡
大江町

平成 25.03.27 ―  255.9
二 
（5.7.8）

平成 19.04.01

大江町景観計
画／特別景観
形成地区にお
ける景観計画

平成19.09.20
／

平成 24.06.11

5 群馬県

利根川・渡良瀬川合流
域の水場景観 
Fluvial Landscape at 
the Confluence of the 
Tone and Watarase 
Rivers

邑楽郡 
板倉町

平成 23.09.21 ―  606.5
二 
（1.8）

平成 20.08.01
板倉町風景計
画

平成 22.06.18

6 新潟県

佐渡西三川の砂金山由
来の農山村景観 
Rural Mountain Village 
Landscape Based on 
Alluvial Gold Mining at 
Nishimikawa, Sado

佐渡市 平成 23.09.21 ー  518.3
二 
（1.5.6.8）

平成 19.03.05
佐渡市景観計
画

平成 22.01.28
（平成23.11.01
改訂）

7 石川県

金沢の文化的景観　城
下町の伝統と文化 
Kanazawa Cultural 
Landscape: Castle 
Town Tradition and 
Culture

金沢市 平成 22.02.22 ―  292.0
二 
（5.7.8）

平成16.12.17
金沢市景観計
画

平成 21.07.31

8 長野県
姨捨の棚田 
Obasute Rice Terraces

千曲市 平成 22.02.22 ―  64.3
一 
（1）

平成 21.05.01
千曲市景観計
画

平成 21.07.13

9 滋賀県
近江八幡の水郷 
Ōmihachiman Lakeside 
District

近江八幡
市

平成 18.01.26
平成 18.07.28 
平成 19.07.26

（選定） 174.6 
（追加 1） 13.7 
（追加 2） 165.7 
（計） 354.0

二 
（1.3.5.8）

平成 17.03.21
近江八幡市風
景計画

平成 17.07.29

10 滋賀県

高島市海津・西浜・知
内の水辺景観 
Kaizu/Nishihama/Chinai 
Lakeside Landscape in 
Takashima 高島市

平成 20.03.28 ―  1842.8
二 
（5.7）

平成 17.11.18
高島市景観計
画

平成 19.10.01
（平成22.03.10
改訂）

11 滋賀県

高島市針江・霜降の水
辺景観 
Harie/Shimofuri 
Lakeside Landscape in 
Takashima

平成 22.08.05 ―  295.9
二 
（5.8）
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景観条例 その他関連条例等 その他の関連計画 保存計画の概要
名称 施行日 関連条例 施行日等 名称 年月日 範囲・期間 Ⅰ Ⅱ

平取町景観づくり
条例

平成19.04.01 ― ― ― ― ― ●

遠野市景観計画に
よる届出行為等に
関する条例

平成19.04.01 ― ―
山口集落ながめづく
りガイドライン

平成24.03.04 
締結

協定区域： 
土淵山口集落
協定有効期限： 
無期限

● ●

一関市本寺地区景
観計画による届出
行為等に関する条
例

平成18.04.01

一関本寺の農村景観
を形成する重要建物
修理修景事業受益者
分担金に関する条例

平成19.04.01
一関景観農業振興地
域整備計画

平成 19.06.19 
策定

対象範囲：
170.62ha

●

大江町景観条例 平成 19.04.01 ― ― ― ― ― ●

板倉町風景条例 平成 22.10.01 ― ― ― ― ― ●

佐渡市景観条例 平成 22.04.01
佐渡市重要文化的景
観整備事業受益者分
担金徴収条例

平成24.04.01
佐渡市歴史文化基本
構想

平成 23.03.31
策定

― ●

金沢市における美
しい景観のまちづ
くりに関する条例

平成21.10.01 ― ―

金沢市歴史遺産保存
活用マスタープラン

平成21.03.31 ―

●
金沢市歴史的風致維
持向上計画

平成21.01.19 
認定

事業期間： 
平成 20-29 年度

金沢市重要文化的景
観保全・整備計画

平成24.03.31
策定

―

千曲市美しいまち
づくり景観条例

平成21.08.01
名勝「姨捨（田毎の
月）」指定

平成 11.05.10 ― ― ― ●

近江八幡市風景づ
くり条例

平成17.04.01
近江八幡市文化的景
観の保全・再生・創
出基金条例

平成22.03.21
近江八幡景観農業振
興地域整備計画

平成18.12.28 
策定

対象範囲：
261.5ha

●

高島市景観の形成
および景観計画に
関する条例

平成19.10.01
高島市重要文化的景
観整備事業受益者分
担金徴収条例

平成25.04.01 ― ― ―

●

●



6　　Ⅰ  文化的景観保存計画の概要

番
号

都道 
府県

選定名称／
英名（仮訳 **）

所在地 選定年月日
追加選定
年月日

面積（ha） 選定基準
景観行政団体
移行日 ***

景観計画
名称 策定日 ****

12 京都府
宇治の文化的景観 
Uji Cultural Landscape

宇治市 平成 21.02.12 ―  228.5
二 
（1.5.6.7.8）

平成 17.03.27
宇治市景観計
画

平成 20.04.01

13 奈良県
奥飛鳥の文化的景観 
Oku Asuka Cultural 
Landscape

高市郡
明日香村

平成 23.09.21 ―  565.8
二 
（1.5.8）

平成 21.05.01
明日香村景観
計画

平成 23.04.01

14 徳島県
樫原の棚田
Kahihara Rice Terraces 

勝浦郡 
上勝町

平成 22.02.22 平成 25.10.17  16.0
二 
（1.8）

平成 17.12.11 上勝町樫原地区景観計画 平成 21.05.22

15 愛媛県
遊子水荷浦の段畑 
Yusu Mizugaura 
Terraced Fields

宇和島市 平成 19.07.26 ―  8.3
一 
（1）

平成 17.10.17
宇和島市遊子
水荷浦地区景
観計画

平成 19.04.02

16 高知県

四万十川流域の文化的
景観　源流域の山村 
Cultural Landscape of 
the Shimanto River 
Basin: Headwater 
Mountain Villages 

高岡郡 
津野町

平成 21.02.12 平成 24.01.24
（選定） 5355.7 
（追加） 1140.8 
（計） 6496.5

二 
（3.5.8）

平成 19.09.20
津野町景観計
画

平成 20.07.17

17 高知県

四万十川流域の文化的
景観　上流域の山村と
棚田 
Cultural Landscape of 
the Shimanto River 
Basin: Upstream
Mountain Villages and 
Rice Terraces

高岡郡 
檮原町

平成 21.02.12 ―  8976.9
二 
（1.3.5）

平成 17.04.14
檮原町景観計
画

平成 20.06.19

18 高知県

四万十川流域の文化的
景観　上流域の農山村
と流通・往来 
Cultural Landscape of 
the Shimanto River 
Basin: Upstream Rural 
Mountain Villages and 
Movements of Goods 
and People 

高岡郡 
中土佐町

平成 21.02.12 平成 23.02.07
（選定） 3324.2 
（追加） 519.1 
（計） 3843.3

二 
（1.3.5.7.8）

平成 19.09.20
中土佐町景観
計画

平成 20.07.01

19 高知県

久礼の港と漁師町の景
観 
Port and Fishing Town 
Landscape of Kure

平成 23.02.07 ―  244.6
二 
（4.5）

20 高知県

四万十川流域の文化的
景観　中流域の農山村
と流通・往来 
Cultural Landscape of 
the Shimanto River 
Basin: Midstream Rural 
Mountain Villages and 
Movements of Goods 
and People 

高岡郡
四万十町

平成 21.02.12 平成 23.09.21
（選定） 13392.7 
（追加） 79.6 
（計） 13472.3

二 
（1.3.5.7.8）

平成 19.09.20
四万十町景観
計画

平成 20.08.28

21 高知県

四万十川流域の文化的
景観　下流域の生業と
流通・往来 
Cultural Landscape of 
the Shimanto River 
Basin: Downstream 
Livelihoods and 
Movements of Goods 
and People

四万十市 平成 21.02.12 ―  5303.6
二 
（3.4.5.7.8）

平成 19.09.20

四万十市の環
境デザイン
（四万十川景
観計画）

平成20.04.01

22 福岡県
求菩提の農村景観 
Rural Landscape of 
Kubote

豊前市 平成 24.09.19 ―  42.4
二 
（1.8）

平成 19.05.14
豊前市景観計
画

平成 21.12.25

23 佐賀県
蕨野の棚田 
Warabino Rice Terraces

唐津市 平成 20.07.28 ―  400.9
一 
（1）

平成 18.01.06
唐津市景観計
画

平成 20.01.31



 　　7

景観条例 その他関連条例等 その他の関連計画 保存計画の概要
名称 施行日 関連条例 施行日等 名称 年月日 範囲・期間 Ⅰ Ⅱ

宇治市良好な居住
環境の整備及び景
観の形成を図るた
めのまちづくりに
関する条例

平成20.04.01

宇治市重要文化的景
観の保存に係る分担
金の徴収に関する条
例

平成24.04.01
宇治市歴史的風致維
持向上計画

平成 24.03.05
認定

事業期間：
平成 23-33 年度

●

明日香村景観条例 平成 23.04.01 ― ― ― ― ― ●

上勝町樫原地区景
観条例

平成21.07.06
上勝町分担金徴収条
例

昭和 39.07.13 ― ― ― ●

宇和島市景観条例 平成 17.08.01 ― ― ― ― ― ●

津野町景観条例 平成 20.08.01

高知県四万十川の保
全及び流域の振興に
関する基本条例

平成13.04.01

― ― ― ● ●
津野町分担金徴収条
例

平成 17..02.01

檮原町景観条例 平成 20.07.01
高知県四万十川の保
全及び流域の振興に
関する基本条例

平成13.04.01 ― ― ― ●

中土佐町景観条例 平成 20.07.01

高知県四万十川の保
全及び流域の振興に
関する基本条例

平成13.04.01

― ― ―

● ●

中土佐町文化財保存
事業等分担金徴収条
例

平成21.10.01

●

四万十町景観条例 平成 20.09.01

高知県四万十川の保
全及び流域の振興に
関する基本条例

平成13.04.01

― ― ― ● ●

四万十町分担金徴収
条例

平成18.03.20

四万十市四万十川
の保全及び振興に
関する基本条例

平成17.04.10
高知県四万十川の保
全及び流域の振興に
関する基本条例

平成13.04.01 ― ― ― ●

豊前市景観条例 平成 21.07.01 ― ― ― ― ― ●

唐津市景観まちづ
くり条例

平成20.04.01 ― ― ― ― ― ●



8　　Ⅰ  文化的景観保存計画の概要

番
号

都道 
府県

選定名称／
英名（仮訳 **）

所在地 選定年月日
追加選定
年月日

面積（ha） 選定基準
景観行政団体
移行日 ***

景観計画
名称 策定日 ****

24 長崎県

長崎市外海の石積集落
景観 
Stone-built Village 
Landscape of Sotome, 
Nagasaki

長崎市 平成 24.09.19 ―  456.1
二 
（1.8）

平成16.12.17
長崎市景観計
画

平成 23.03.29

25 長崎県

佐世保市黒島の文化的
景観 
Kuroshima Island 
Cultural Landscape in 
Sasebo

佐世保市 平成 23.09.21 ―  475.5
二 
（1.8）

平成 20.08.01
佐世保市景観
計画

平成 22.09.09

26 長崎県
平戸島の文化的景観 
Hirado Island Cultural 
Landscape

平戸市 平成 22.02.22 平成 22.08.05
（選定） 1105.6 
（追加） 349.6 
（計） 1455.2

二 
（1.5.8）

平成 20.03.26
平戸市景観計
画

平成 21.02.27

27 長崎県

五島市久賀島の文化的
景観 
Hisaka Island Cultural 
Landscape in Gotō

五島市 平成 23.09.21 ―  3881.1
二 
（3.8）

平成 20.07.01
五島市景観計
画　久賀島景
観計画

平成 22.12.28

28 長崎県

小値賀諸島の文化的景
観 
Ojika Islands Cultural 
Landscape

北松浦郡
小値賀町

平成 23.02.07 平成 23.09.21
（選定） 313.9 
（追加） 810.4 
（計） 1124.3

二 
（1.8）

平成 20.08.01
小値賀町景観
計画

平成 22.04.01

29 長崎県

新上五島町北魚目の文
化的景観 
Kitauome Cultural 
Landscape in
Shin Kamigotō

南松浦郡
新上五島
町

平成 24.01.24 ―  1508.0
二 
（1.4.8）

平成 20.06.11
新上五島町景
観計画

平成 21.11.01
（平成23.07.30
改訂）

30 長崎県

新上五島町崎浦の五島
石集落景観 
Stone-built Village 
Landscape of Sakiura, 
Shin Kamigotō

平成 24.09.19 ―  976.9
二 
（6.8）

31 熊本県

天草市﨑津・今富の文
化的景観 
Cultural Landscape of 
Sakitsu and Imatomi, 
Amakusa

天草市 平成 23.02.07 平成 24.09.19
（選定） 159.9 
（追加） 697.8 
（計） 857.7

二 
（1.4.6.7）

平成 20.12.01
天草市景観計
画

平成 21.04.01
（平成22.04.01
平成 24.05.01
改訂）

32 熊本県

通潤用水と白糸台地の
棚田景観 
Tsūjun Irrigation Canal 
and Rice Terrace
Landscape of
the Shiraito Tableland

上益城郡
山都町

平成 20.07.28
平成 21.07.23
平成 22.02.22

（選定） 63.9 
（追加 1） 73.8 
（追加 2） 68.1 
（計） 238.8

二 
（1.5.7）

平成 20.03.01
山都町景観計
画

平成 20.04.01

33 大分県

別府の湯けむり・温泉
地景観 
Spa and Steam
Landscape in Beppu

別府市 平成 24.09.19 ―  48.7
二 
（5.6）

平成 17.04.01

別府市景観計
画

平成 20.03.27
（平成21.03.31
平成 24.08.31
改訂）

鉄輪温泉地区
温泉湯けむり
重点景観計画

平成21.03.31

明礬温泉地区
温泉湯けむり
重点景観計画

平成24.08.31

34 大分県
小鹿田焼の里 
Onta Pottery Village

日田市 平成 20.03.28 平成 22.02.22
（選定） 14.1 
（追加） 224.7 
（計） 238.8

二 
（1.3.5.6）

平成 19.04.01
日田小鹿田焼
の里景観計画

平成 19.09.27

35 大分県
田染荘小崎の農村景観 
Rural Landscape of 
Tashibunoshō Osaki

豊後高田
市

平成 22.08.05 ―  92
二 
（1.8）

平成 19.05.01
田染荘小崎景
観計画

平成 22.01.20

*    網掛けは、平成 22年 4月から平成 25年 3月までの期間に新規／追加選定された重要文化的景観として、本書に収録している地区である。
**   英文による選定名称は奈良文化財研究所景観研究室訳、Walter Edwards（奈良文化財研究所客員研究員）校閲による仮訳である。
***  政令指定都市及び中核都市は、都道府県との協議・同意を必要とせず、自動的に景観行政団体となるため、便宜上、景観法施行日を景観行
政団体移行日とした。

**** 改訂日については、重要文化的景観選定等に伴うもののみを掲載した。
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景観条例 その他関連条例等 その他の関連計画 保存計画の概要
名称 施行日 関連条例 施行日等 名称 年月日 範囲・期間 Ⅰ Ⅱ

長崎市景観条例 昭和64.01.01 ― ― ― ― ― ●

佐世保市景観条例 平成23.01.01 ― ― ― ― ― ●

平戸市景観条例 平成 21.07.01

平戸市重要文化的景
観を形成する構成要
素修理修景事業受益
者分担金徴収条例

平成23.04.01 ― ― ― ● ●

五島市景観条例 平成 23.04.01 ― ― ― ― ― ●

小値賀町景観条例 平成22.04.01 ― ― ― ― ― ●

新上五島町景観条
例

平成21.11.01 ― ― ― ― ―

●

●

天草市景観条例 平成20.12.01
天草市重要文化的景
観整備事業分担金徴
収条例

平成26.04.01 ― ― ― ●

山都町景観づくり
条例

平成20.04.01 ― ― ― ― ― ●

別府市景観条例 平成 20.07.01 ― ― ― ― ― ●

日田小鹿田焼の里
景観計画による届
出行為等に関する
条例

平成19.09.27
日田市
分担金徴収条例

昭和 39.04.01 ― ― ― ●

豊後高田市田染荘
小崎景観づくり条
例

平成22.04.01 ― ― ― ― ― ●
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最上川は、山形県と福島県との県境に位置する西
にしあずまやま

吾妻山の山域を源流とし、山形県内を貫流して酒田で日
本海へと流入する総長 229km の一級河川である。大

おおえまち

江町左沢はその中流部に位置し、米沢・長井盆地から
五
い も が わ

百川峡谷を流れ下った最上川が、山形盆地へと流れ出た谷口に形成された町場である。五百川峡谷を北流
した最上川は左沢で楯

たてやま

山に突き当たり、その麓で南南東へ大きく流れの向きを変える。他方で、大江町西部
の朝日山地から東流する月

つきぬのがわ

布川は、左沢で最上川に合流する。月布川に沿って展開する集落では、かつて焼
畑農業を中心に青

あおそ

苧等が栽培され、最上川舟運を利用し、小
お じ や

千谷・能登をはじめ全国へと移出された。
左沢の町場景観は、大きく 3つの区域に分けられる。一つ目は、市街地北部に位置する楯山地区である。

14 世紀後半、寒
さ が え

河江地頭大江氏の一族であった左沢氏が、最上川の攻撃斜面である楯山南側の急崖を利用して、
大規模な山城を築いた。当時の集落の在り方は未詳だが、楯山麓には現在も「元

もとやしき

屋敷」の地名が残されており、
当地が集落および山城の立地する政治・行政上の拠点であったことが推測される。また、左沢市街地の北側
に位置する楯山では、コナラ－カスミザクラ、クヌギの群落が分布しており、比較的近年まで、薪炭などに
利用するため定期的な伐採が行われたことがわかる。
二つ目は最上川の河川区域で、河川舟運および漁業など、歴史的に生活・生業の場であった。特に、17 世

紀半ばの西廻り航路・東廻り航路の整備に伴い最上川舟運の流通量が増えると、17 世紀末には左沢に米沢藩
舟屋敷が設置され、河

か し

岸が発達した。置
おいたま

賜地方と村山地方とを結ぶ峡谷の転換点にあたる左沢では、下流の
航行に適した比較的大型の滞

ひらたぶね

船から、上流の航行に適した比較的小型の小
こう か い ぶ ね

鵜飼舟へと荷の積み替えが行われ、
流通・往来の要衝として町場が栄えた。また、幕末から近代にかけては楯山麓の百

ど め き

目木地区などに大型の簗
やな

が仕掛けられたほか、茶屋も設置され船頭衆で賑わったとされる。
三つ目は市街地が展開する町場地区である。17 世紀前半に左沢藩領が成立すると、藩主の酒井直次は楯山

城を廃した。そして、楯山城の西南方で、西から延びる台地が漆
うるしがわ

川および小
こうるしがわ

漆川の浸食により形成された要
害の地に小漆川城を築城し、城下町を造営した。家臣屋敷および酒井家の菩提寺である巨

こかんいん

海院等が配された
城下町は、現在も「内

うちまち

町」・「横
よこまち

町」といった近世起源の地名、矩
かねおり

折型に屈曲した街路、武家屋敷に由来する
比較的大規模な地割等にその痕跡を残す。他方で、最上川と並行する河岸段丘の段丘面上には、近世の河岸
の発達に伴い、町人層を中心とする河岸集落が展開した。原

はらまち

町通りを中心とする河岸集落起源の街区では、

最上川の流通・往来及び
左沢町場の景観
最上川の流通・往来及び
左沢町場の景観

左沢

山形

1  最上川の流通・往来及び左沢町場の景観
山形県西村山郡大江町

図 1-1　「最上川の流通・往来及び左沢町場の景観」の
位置

図 1-2　楯山から最上川と町場を望む

重要文化的景観の概要
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道路に面して短冊状の地割をもち、道路側からミセ・母屋・土蔵が並ぶ屋敷構えが形成されている。また、
囃子屋台・神輿・獅子舞などの「練り物」を伴う近世の都市型祭礼が、現在も継承されている。また、大正
11 年（1922）に山形－左沢間の軽便鉄道が完成すると、駅が設置された左沢北西部の前田では放射状街路を
もつ駅前通りの整備が行われ、沿道には旅館・食堂・劇場が新たに並んだ。さらに、昭和 11 年（1936）の大
火後は、延焼防止のため内町通り・横町通り等が拡幅され空地が確保されたほか、従来の道路に並行して新
道が敷設され、現在に至る左沢の碁盤目状区画が形成された。現在も、平成 15 年に最上橋が国道として架橋
されるなど、自動車交通に対応した都市整備が行われており、近世から現在に至るまで、時代に応じて展開
した町場の計画的な街区構造を重層的に確認することができる。
このように、左沢では、政治・行政上の拠点および河岸集落として独特の生活文化を有する町場が展開し

てきた。中世から現代に至る左沢の歴史的展開が、現在の土地利用の在り方に重層的に表れており、最上川
沿岸に発達した町場の一つの典型として、この地域における生活・生業を理解する上で欠くことができない
景観地であることから、重要文化的景観に選定し、保存・活用を図るものである。／出典 :『月刊文化財』第
593 号、一部修正

図 1-3　沿道に短冊地割が形成される内町・横町通り 図 1-4 河岸集落に起源をもつ原町と通りに面した店蔵
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最上川の流通・往来及び左沢町場の景観保存計画

河川区域では大江町と寒河江市及び朝日町の境界、
月布川及び市の沢川は陸上の申出範囲に接する河川
区域が申出範囲内に含まれるよう境界を設けた。
　また、保存調査編に記述したとおり、当地におけ
る文化的景観は町場左沢と栽培作物の生産地である
農山村の互恵関係のうえで成り立ったものである。
そのため、左沢西部の月布川流域に散在する農山村
の景観は、当地の生活・生業を知る上で重要なもの
である（図1－ 5）。
　平成 24年 7月に申出を行うのは左沢の町場であ
るが、農山村部集落の景観も貴重なものである。そ
のため、今回申出対象としていない農山村部につい
ては、調査や普及・啓発活動を継続する。調査成果
の公表などを通して、地域住民が改めて地元の魅力
を見つめることで、アイデンティティや誇りの創出
を目指す。また、交流人口拡大を通した地域の活性
化のため、他の団体等との連携により文化的景観の
観光面への活用を模索するなどの取組みが考えられ
る。これら普及・啓発活動を継続する中で、保護の
機運が高まり、追加申出の合意形成が成ったら、2
次以降の申出を行う。
第2節　景観の特性と地区区分
　（前略）
文化的景観保存の方針を定めるにあたり、これら多
様な要素を良好に継承するため、現在の土地利用の
特性から以下のように地区を区分し、地区毎に特に
保存すべき価値を示した（付図略）。
◯最上川地区［最上川の河川区域］
　舟運の中継点という左沢の特性や、全国的に広
がった舟運の流通・往来が当地にもたらした影響が、
川に関わる自然環境により成立したものであること
を示す自然的空間の価値
◯左沢町場地区［最上川と月布川の河岸段丘上の市
街地］

　最上川舟運による流通・往来の恩恵を受けた生活
が、城下町を基にした政治的な拠点で営まれるとい
う、複合的な要因によって左沢の市街地が形成され
たという特性を示す生活・生業空間の価値
◯楯山地区［史跡左沢楯山城跡及び稲沢山丘陵］
　現在、地域の人々が「日本一公園」と呼ぶ景勝地
楯山に、中世には最上川や水陸交通の要衝を意識し、

事業の経緯
目的
　（前略）
左沢の景観は、市街地の街並みや城跡などの人工的
な要素、最上川や月布川などの自然的な要素に加え、
そこで営まれる商業活動や日常生活、祭礼などの無
形の要素が織りあげたものである。
　このため、本計画は文化財としての形状をそのま
ま保存することを目標とするものではない。人が暮
らし続ける中で良好な景観が継承される。それを活
用することで、景観を構成する暮らしが継続され、
そしてより良好な景観が継承される。このような良
い循環が生み出されることを目標として策定した。
すなわち、「大江町景観条例」「大江町景観計画」に
定められた優良景観のビジョンを示し、町民と行政
の協働による景観形成、暮らしの快適さと美しさが
調和するまちづくりを継続的に行うための方策を示
したものである。
体制と経過
　（略）

第Ⅱ部　保存計画編
第1章　対象範囲と地区区分
第1節　申出の範囲
　（前略）
今回の申出は合意が形成され、文化的景観を保護す
るための景観計画の変更がなされた左沢周辺に限定
し、農山村部については継続して普及・啓発活動に
取組み、申出の合意形成がなされてから 2次以降の
申出を行う。
　「最上川の流通・往来及び左沢町場の景観」の範
囲は、大江町景観計画の特別景観形成地区の「最上
川地区」「左沢町場地区」「楯山地区」と一致し、左
沢 1～ 13区及び小漆川区に含まれる市街地部分及
び国指定史跡左沢楯山城跡を中心とした丘陵部分、
並びに大江町域内の最上川と陸上の申出範囲に近接
する月布川、市の沢川の河川区域である（付図略）。
　陸上における申出範囲内外の境界は、基本的に左
沢 1～ 13区及び小漆川区が含まれる大字の境を基
本とし、「左沢町場地区」の市街地という特性から
宅地の広がりを考慮した筆境で区切った。最上川の
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自然地形を巧みに利用した山城が置かれたことを伝
える歴史的空間の価値
　以上のような特性から、地区毎に保存の方針を定
めた。
　なお、各地区の保存の方針を示すうえで、「最上
川の流通・往来及び左沢町場の景観」は複合的な景
観として 3地区が一体となり本質的価値を形成して
いることを念頭に置いた。
第2章　基本方針
第1節　全体の方針
　（前略）
全体的な保存の基本方針として、3地区が形成する
複合的な景観の継承を念頭に置き、具体的には各地
区毎の方針を策定して文化的景観の保存を図ること
とする。地区毎の方針は第2節以降で記述した。
　また、景観の形成にはそこに暮らす人々の存在が
欠かせないことから、住民の理解と参加が重要であ
る。そのため、地区毎の方針や運営と体制の整備の
項で住民参加についての記述を行った。
第2節　地区毎の方針
（1）最上川地区
　（前略）　
最上川地区の自然景観の保全の方針は、河川の現状
の維持に努めることを基本とし、景観を阻害する要
素の修景を図って良好な景観を形成する。

　また、最上川と町場や河岸の連続した空間、「日
本一公園」から望む最上川の姿など、左沢の人々と
最上川の関係が表れた景観の維持継承、舟運時代の
痕跡の保存に努める。
　公益上必要不可欠な開発においても、最上川の環
境や川と町場の連続性等に配慮した工法、意匠を選
択して良好な景観の保全、創出に努める。
　左沢の町場景観の保護において、左沢の陸上部分
と最上川の連続した景観の継承は基本的な要件であ
り、左沢の生活と最上川の関係が表れる諸要素を積
極的に広め、活用を図る。
　（付図、付表略）
（2）左沢町場地区
　（前略）
左沢町場地区の生活空間の景観保存においては、大
規模な開発にさらされなかった「御免町通り」「内町・
横町通り」「原町通り」の街並みの連続性が保たれ
た建築や土地利用の継承が重要である。現在、連続
して木造 2階建の商店建築や住宅が多く並ぶこれら
の通り沿いは、建築物や工作物の高さや色、形態に
留意するとともに、景観計画や文化的景観整備の制
度を活用して、戦前の伝統的な建築の保全に努める
とともに、現代の建築や工作物を含め、より良好な
景観形成へと行為誘導を図っていく。特に舟運に関
係する信仰をあらわす社寺、店蔵や座敷蔵など、左

図 1-5　重要文化的景観選定範囲図
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沢の町場景観にとって特徴ある建築については積極
的な保護を図る。
　また、左沢の歴史を反映して町の構造を規定して
いる道路の新設や拡張を検討する場合、町の歴史的
背景に配慮することとし、道路の整備や修繕を通し
て良好な景観の継承、創出を図る。
　一方で、建築の取り壊しによる更地や空き家、空
き店舗が発生しており、生活の継続性を考慮する必
要がある。そのため、行為誘導においては、現在営
まれる生活・生業、土地利用を尊重する。あわせて
町の誇りである歴史や文化を表すサイン、統一感の
あるストリートファニチャーの設置など、文化的景
観を活用した公共物の整備による、より魅力的な街
並みの創出、ソフト面における情報発信の取組みな
ど、より自発的な景観形成を目指す。
　川や地形との関係において、百目木や川端など最
上川から市街地へと連続した土地利用がなされた場
所では、最上川との関係を意識した景観の保全に努
めるとともに、小漆川城跡や左沢楯山城跡など、土
地利用の特徴がみられる比高差がある地形が分かる
ように建築物や工作物の規模や高さに配慮する。
　また、様々な取組みを通して祭礼や囃子屋台、百
目木甚句などの無形の要素の継承を推進するととも
に、文化的景観において最上川舟運や城跡との関係
を整理する。そして、分かりやすく、ストーリー性
のある情報を発信し、文化的景観を通して新たな価
値や魅力のＰＲに努める。
　本地区は、良好な景観を継承するために居住者の
積極的な取組みが特に必要となる地区であるため、
いずれの取組みも地域の魅力の再発見とそれらを通
して住民がまちづくりに参加するような取組みを目
指す。
　（付図、付表略）
（3）楯山地区
　（前略）
本地区のうち、楯山公園（日本一公園）を含む約
25haは、平成 21年 2月 12日、中世から近世初頭の
城跡として国の史跡に指定され、大江町では指定範
囲を史跡公園と定めている。楯山地区の保存方針を
定める上で前提となるのは史跡としての価値の担保
であり、文化的景観においても、水陸交通の要衝左
沢に政治的拠点が置かれたことを示す歴史的空間と
しての価値が見出されている。
　史跡の保存は「史跡左沢楯山城跡保存管理計画」、
整備活用は「史跡左沢楯山城跡保存整備基本構想」

を基本とするが、楯山公園（日本一公園）を中心に、
近代以降の土地利用や左沢で「日本一公園」と認知
されていることに配慮する。
　楯山地区全体としては、不必要な樹木の伐採を抑
制するとともに、良好な山林環境の創出に努める。
　（付図略）
第3章　保存・管理
第1節　関係する法令と土地利用
（1）関係法令等
　（略）
（2）保存に係る土地利用の考え方
　（略）
第2節　景観条例と景観計画
（1）地域・地区の区分と条例に基づく届出
　（略）
（2）景観計画の景観形成基準
　申出範囲は、大江町景観計画対象地域の市街地地
域及び田園地域に加え、特別景観形成地区として、
以下のような景観形成の方針と基準が定められてい
る（付図・付表略）。
［特別景観形成地区　最上川地区における良好な景
観の形成に関する方針］
　（略）
［特別景観形成地区　左沢町場地区における良好な
景観の形成に関する方針］
　（略）
［特別景観形成地区　楯山地区における良好な景観
の形成に関する方針］
　（略）
第3節　重要な構成要素
（1）要素の特定
　最上川の流通・往来及び左沢町場の景観を形成す
る重要な構成要素として、河川3要素、道路 3要素、
橋梁 1要素、遺跡 1要素、街並み 3要素、建築 24
要素の 6種類 35要素を特定した。これらの重要な
構成要素は次節の取扱基準により現状変更等につい
て文化庁長官への届出を行う対象とする。なお、河
川等 6種類の要素は種類ごとに以下の観点から重要
な構成要素に特定した。
　　①　河川（略）
　　②　道路（略）
　　③　橋梁（略）
　　④　遺跡（略）
　　⑤　街並み（略）
　　⑥　建築物（略）
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表 1-1　重要な構成要素一覧
区　分 要素の名称 所在地 備　考

① 河　川
1 最上川 大江町内の最上川の河川区域
2 月布川 月布川の河川区域の一部
3 市の沢川 市の沢川の河川区域の一部

② 道　路

4 「御免町通り」関連の道路 町道左沢駅前藤田線の一部

5 「内町・横町通り」関連の道路 主要地方道長井大江線、県道左沢浮
島線、町道北山線ほか

6 「原町通り」関連の道路 国道 458号、主要地方道天童大江線、
町道百目木原町線ほか

③ 橋　梁 7 旧最上橋 橋梁の大江町域部分
④ 遺　跡 8 左沢楯山城跡 国指定史跡左沢楯山城跡の範囲

⑤ 街並み

9 小漆川城跡の街並み 大江町大字左沢字小漆川ほか

10

城下と河岸の街並み 大江町大字左沢字元屋敷ほか
御免町、内町・横町、原町通り周辺 大江町大字左沢字原町ほか
最上川沿い 大江町大字左沢字元屋敷ほか
松山藩左沢代官所跡周辺 大江町大字左沢字横町ほか

11 近代化により形成された街並み 大江町大字左沢字前田ほか

⑥ 建築物

12 光明院 大江町大字左沢字原町 159-2
13 大瀧山不動尊 大江町大字左沢字元屋敷2266 最上川舟運に係る奉納物
14 八幡神社 大江町大字左沢字横町337-1 ほか 最上川舟運に係る石造物
15 天満神社 大江町大字左沢字内町458-1 最上川舟運に係る奉納物
16 實相院 大江町大字左沢字内町 458-1
17 神明社 大江町大字左沢字小漆川 718
18 医王寺薬師堂 大江町大字左沢薬師堂831-8
19 法界寺 大江町大字左沢字前田 917-1

20 巨海院 大江町大字本郷字古城裏己7ほか 最上川舟運や小漆川城に
関わる奉納物など

21 金子家 大江町大字左沢字原町 162
22 ヤマトニ菊地商店 大江町大字左沢字原町176-1 ほか
23 清野家 大江町大字左沢字原町 183ほか
24 五十嵐家 大江町大字左沢字原町 205
25 片桐家 大江町大字左沢字原町 216
26 菊地家 大江町大字左沢字原町 221
27 安彦こうじ店 大江町大字左沢字横町326
28 上田家 大江町大字左沢字横町 327
29 武一郎商店 大江町大字左沢字内町358ほか
30 菊地糀屋 大江町大字左沢字原町 379
31 髙取家 大江町大字左沢字横町 434
32 山家家 大江町大字左沢字内町 414ほか
33 旧廣野家 大江町大字左沢字内町 443
34 薬の髙取藻江堂 大江町大字左沢字内町904
35 富士屋 大江町大字左沢字内町 2595

（2）重要な構成要素
　（図1－ 6～ 9、表 1－ 1参照）
第4節　現状変更の取扱
　第 1節に掲載した重要な構成要素は、文化財保護
法における現状変更の届出対象として保護を図る。
第 1節の①河川、②道路、③橋梁は所有者・管理者
が全て公共団体であるため、大江町景観条例及び同
施行規則の届出基準に該当する行為について、事前
に教育委員会と協議を図ることとする。④の遺跡は、
史跡左沢楯山城跡で史跡の現状変更に該当する行為
は全て協議対象とし、文化的景観の面から評価した
価値にも留意する。
　⑤の街並みは、ア 小漆川城跡の街並み、イ 城下

町と河岸の街並み、ウ 近代化により形成された街並
みの 3つを重要な構成要素として取扱う。それぞれ
の範囲は左沢各区にわたり広域であるため、「街並
み全体」に係る取扱基準と、「御免町通り沿い」「原
町通り沿い」「内町・横町通り沿い」などの近世か
ら継承される通り、河川と関係する「最上川沿い」
の範囲など保存調査で明らかになった左沢の景観形
成において特に重要な範囲の基準との 2段階に分け
て取扱基準を定めた。街並み全体の取扱方針に記載
した「歴史的建築物」は、保存調査で左沢の文化的
景観の資源とした建築史において近代建築の範疇に
入る第二次世界大戦以前に竣工した建築、あるいは
それ以降の竣工でも意匠・技術などを継承している
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図 1-6　重要な構成要素位置図（1）
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図 1-7　重要な構成要素位置図（2）　道路・街並みの詳細図

図 1-8　重要な構成要素位置図（3）　建築物敷地
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図 1-9　重要な構成要素の個別記載（「ヤマトニ菊地商店」の例）
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表 1-2　現状変更の届出等の対象と取扱基準

区　分 名　称 対象範囲
町教育委員会と
の事前協議の対
象となる行為

現状変更届出の対象
となる行為

協議対象及び現状変更の届出対象となる行為に対
する取扱方針

①
河　川

最上川 河川区域

景観条例、景
観条例施行規
則の届出基準
に該当する行
為。

文化財保護法及び文
部科学省令などで定
められた現状変更の
届出が必要ないとさ
れる行為以外の事業
で、文化的景観の価
値に影響を及ぼす行
為。

事業主体と町の景観部局及び文化財担当部局（町教育
委員会）が打合せ等を行って、町の景観計画及び文化
的景観の保存計画に適合する工事が行われるよう調整
を図る。工事等について文化庁から報告を求められた
場合、町から文化庁に報告を行う。

月布川 河川区域
市の沢川 河川区域

②
道　路

「御免町通り」
関連の道路 道　路

「内町・横町
通り」関連の
道路

道　路

「原町通り」
関連の道路 道　路

③
橋　梁 旧最上橋 橋　梁

④
遺　跡 左沢楯山城跡 史跡地内

史跡の現状変
更に該当する
行為。

文化財保護法におけ
る史跡の現状変更に
あたる行為のうち、
文化的景観の本質的
価値に影響を与える
行為。

史跡の保存管理計画に準じる。

⑤
街並み

小漆川城跡の
街並み 全　体

景観条例、景
観条例施行規
則の届出基準
に該当する行
為。一部また
は全体の除去。

都市計画法第4条第
2項に該当する開発
行為を行う場合。区
画整理を実施する場
合。道路の新設及び
拡幅等道路の形状・
色彩が変化する改修
を行う場合。その他
文化的景観に影響を
与える行為。

景観に大きな影響を与える区画整理、道路の拡幅及び
新道の建設、大規模な開発について、文化的景観保存
計画及び景観形成基準に則った景観を創出するような
工法・意匠・位置・大きさ等の工事が実施されるよう
町教育委員会とあらかじめ協議を実施する。工事等に
ついて文化庁から報告を求められた場合、町から文化
庁に報告を行う。個別の建築物・工作物等の除去または、
新築・増築・改築などについては、景観条例、景観条
例施行規則、景観計画の施行により文化的景観の保護
を担保することを原則とする。文化的景観に影響を与
える行為は、「歴史的建築物」の除去若しくは道路から
望見できる場所の色彩・形状・素材・意匠が明らかに
大きく変化する増築・改築（「歴史的建築物」は近代建
築とされる第二次世界大戦終戦以前の竣工の建築物あ
るいは前記の時代の工法や意匠などによる建築物を基
準とする）、又は周辺にある建築物より高いあるいは規
模の大きい建築物・工作物等の建築とする。

城下と河岸の
街並み

全　体 小漆川城跡の街並みの全体の取扱同様とする。

御免町通り
沿い、内町・
横町通り沿
い、原町通
り沿い、最
上川沿い

景観条例、景
観条例施行規
則の届出基準
に該当する行
為。一部また
は全体の除去。

移転・除去、文化的
景観に影響を与える
行為。

町教育委員会と事前協議の対象となる行為については、
各通り又は最上川に沿った景観の連続性を継承する観
点から文化的景観の価値に及ぼす影響を審査する。
文化的景観の価値に影響を与えるような行為は、各通
り又は最上川から望見できる場所における建築物等の
除去又は新築、あるいは各通り又は最上川から望見で
きる場所の色彩・形状・素材・意匠が明らかに変化す
るような増築・改築・移転等とする。

近代化により
形成された街
並み

全　体 小漆川城跡の街並みの全体の取扱同様とする。

⑥
建築物

（重要な構成
要素各物件）

重要な構成
要素とした
建築物

届出対象同様。
移転・除去、文化的
景観の価値に影響を
与える行為。

文化的景観の価値に影響を与えるような行為は、道路
から望見できる場所の色彩・形状・素材・意匠が明ら
かに変化するような増築・改築・移転とする。原則と
して建物の外観について伝統的な工法・素材・意匠・
形態またはそれを模した増築・改築・移転等を行うよ
う努める。特に典型的又は特徴的と評価された形態や
工法、意匠等については、これを維持するよう努める。
また、生業や信仰等、建物の外観以外で評価を受けた
構成要素については、評価を受けた事象や物件の継承
に努める。
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と考えられる建築物、橋梁、石垣などの土木構築物
の他、旧来の建物の一部を保存したものなどを指す。
　⑥建築物は「重要文化的景観の形成に重要な家屋
として文部科学大臣が定める家屋」の対象となる物
件の取扱基準である。
　具体的な対象及び取扱基準は、表1－ 2に示す。
第4章　運営と体制
第1節　運営
　文化的景観の保存にあたっては、現状変更の届出
あるいは町（文化的景観担当課）との協議に係る行
為のうち、文化的景観への影響が大きい行為につい
ては、学識経験者と当該行為に関わる住民及び行政
関係者による審査会を設置し、助言・指導を得るこ
とで保存を担保する。

　一方でこれまで調査を担当してきた「文化的景観
調査委員会」の発展的組織（「文化的景観整備検討
委員会」（仮称））が、町として取り組む整備や整備
のための調査等について助言を行う。併せて、大江
町の景観形成に関する重要事項について審議を行う
「大江町景観形成委員会」と連携を図り、将来的に
はこれらの一体化も含め組織のありかたについて検
討・調整を進め、スムーズな運営により文化的景観
の価値向上と良好な景観形成を図る。
　保存のための現状変更や協議については、景観担
当課と文化的景観担当課、その他土地利用に関する
関係法令を担当する部局で窓口や担当内容を調整
し、スムーズな運営を目指す。河川や道路などの公
共事業については計画段階から情報を収集し、景観

図 1-10　手続きの流れ 1: 現状変更に該当しない場合

図 1-11　手続きの流れ 2: 現状変更に該当する・文化
的景観保存上問題ない場合
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の調査の中で得た魅力や住民の意識を踏まえ、より
良い事業が行われるよう調整を図る。（中略）
調査で明らかになった左沢の独自性や魅力を、住民
と行政、さらに住民同士が共有できる仕組みづくり
や、住民の意見を集約して取組みを進めることが必
要不可欠である。特に街並みなどは、住民自ら景観
形成に参画したくなるような体制づくりを進める必
要がある。そのため観光物産協会や商店街などの既
存の組織に取組みへの参画を促し、関係機関と住民
と行政が協働で文化的景観の保存・活用における運
営を進める。
　住民や民間開発等を対象とする実際の手続きの流
れについては図1－ 10、11、12に示した。届出は景
観担当課が一括して受付を行う。現状変更が必要に

図 1-12　手続きの流れ 3: 現状変更に該当する・文化
的景観保存上問題ある場合

図 1-13　国土保全事業など現状変更の届出を要しな
いケースの手続きの流れ

図 1-14　国土保全事業など現状変更の届出を要しな
いケースの手続きの流れ （事業毎の検討会
を立ち上げる場合の事業設計）
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なる場合のみ（図 1－ 11、12）文化的景観担当課が、
行為を行おうとする事業者等に現状変更届の提出を
求め、現状変更届の受付を行い文化庁に進達する。
　また公共事業で、現状変更の届出を行う必要がな
いとされる行為については、事業に係る情報を大江
町内の関係課（建設水道課・政策推進課・総務課・
教育委員会など）で共有し、必要があれば当該事業
に係る打合せなどに教育委員会（文化的景観担当課）
も参加する。
　併せて事業の実施にあたっては、住民・事業主体・
文化的景観担当課を含む町関係課及び土木や景観等
の有識者を含めた事業ごとの検討会等における検討
を経て実施することを基本とする。検討会等は、町
内及び事業主体と調整を図ることで、事業ごとに町
の窓口の一本化を図るとともに、適切な検討が行わ
れるようにする。なお、町の文化的景観担当は検討
会等の検討にあたり、必要に応じて現状変更対応の
ために設置している文化的景観の審査会や文化的景
観整備検討委員会（仮称）を開催して助言や指導を
得る。
　また、小規模な工事など事業ごとの検討会等の立
ち上げが必要のない工事については、文化的景観の
現状変更の届出について審査を行う審査会を、事業
ごとの検討会にかえて実施する。
第2節　体制
　（前略）
学識経験者や専門家は、文化的景観の特性や価値の
継承・価値の向上のための助言や調査を担う。
　行政では、文化的景観を担当する課（教育委員会
教育文化課）が重要な構成要素の届出や文化財保護
法に基づいた保存、整備などを担当し、景観行政を
担当する課が重要な構成要素以外の景観法及び景観
条例に基づく届出行為について、景観計画に定める
景観形成基準に適合するよう必要な措置を行う。町
行政内部でも、文化的景観の保存及び活用を図るた
め、景観及び建設、農林、商工観光等の担当で組織
する文化的景観保存活用検討委員会を設置し、情報
共有と活用に向けた検討を行うこととする。
　景観づくりには住民協働が必要不可欠であること
から、学識経験者や専門家による知見をもとに行政
が積極的に情報発信を行うことで住民が景観の魅力
を再発見し、暮らしの中で自ら景観の継承・創出に
参加するような取組みを行う。そのためにこれまで
の「大江町文化的景観調査委員会」を発展させた専
門家・住民・行政により整備等を検討する組織（「大

江町文化的景観整備検討委員会」（仮称））などを設
置し、将来的には景観法に基づいた景観計画に関わ
り住民・専門家・行政で組織している「景観形成委
員会」と、組織のあり方を整理して文化的景観の保
存活用を進める。
　また、商店街や観光ボランティアガイド、観光物
産協会など、まちづくり関連の既存の組織と学識経
験者や専門家及び行政との連携により、住民が参画
して文化的景観を活用した商店街の活性化や交流人
口の増大、町の広報に努める。
　（付図略）
第5章　整備・活用の方針
第1節　基本方針
　（前略）
整備においては、古き良きものを継承し、再生でき
るものは再生して、今の時代のものと共存させ、新
しいものと融合していくという意味の「復古創新」
という理念を掲げながら、文化的景観を推進し、地
域の誇りと魅力を高めていく。
［全体的な整備の基本方針］
□「最上川の流通・往来及び左沢町場の景観」全体
のなかで評価を行う

　（略）
□暮らしを継承するための視点を持つ
　（略）
□住民参加を図りながら全国へ情報発信を行う
　（略）
第2節　地区毎の方針
（1）最上川地区
　河川管理者と調整を行いながら、河川改修工事等
においても五百川峡谷の自然景観を維持・継承する
ような工法・意匠の選択に努める。
　左沢の百目木から月布川合流点付近にかけては、
現在も見られる市街地との連続性がある景観と、百
目木など当該地の居住者及び左沢居住者の景観認知
や意向に配慮した整備に努める。
　また、最上川地区の舟運の痕跡や甚句に唄われた
景観など、地区の景観についての情報発信を行うた
めのハード・ソフト両面の整備を検討する。
（2）左沢町場地区
　市街地の街並みを構成する建築物について、重要
な構成要素や歴史的建築物を中心に、対象となる建
築物やその維持措置、修理・修景の内容を検討して
整備計画を策定し、保存整備を図る。
　市街地で継承される囃子屋台などの芸能、秋まつ
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りや初市などの行事、商業などの生業が継承される
ように、文化的景観としての評価から付加価値を創
出し、住民とともに文化的景観の活用に努める。
　また、最上川に由来する景観、国の選定を受けた
文化的景観として広く町内外に情報を発信し、左沢
居住者が地元の魅力を再発見する説明板等の整備、
観光客などの来訪者の受け入れに対応するコース設
定や案内など、既存の取組みを評価しながら関係組
織とともに検討する。
　また、市街地の構造を規定する道路や短冊地割に
連続する建築物など、景観を構成する諸要素の整備
では、左沢町場地区内、あるいは最上川や左沢楯山
城跡など地区外の景観と、整備しようとする要素の
関係を整理したうえで、より良好な景観を創出する
整備を行う。
　（表1－ 3参照）
（3）楯山地区
　楯山地区の保存の方針で、史跡部分の保存は史跡
の保存管理計画を、整備は「史跡左沢楯山城跡保存
整備基本構想」を基本とすることを定めている。（中
略）
　また、ネットワークにかかる「文化的景観との連
携と役割分担」として、史跡指定地内の保存管理と
保存整備は、史跡としての管理や計画をもとに実施
することとするが、山城の廃城以降も楯山が左沢の
生活で利用されたことを表す植生に見られる二次林
や、日本一公園とともに形成された景観認知などに
ついて、文化的景観の評価を考慮すること、文化的
景観の取組みで、史跡から眺めた最上川と左沢市街
地景観の保全を図ること、史跡の特徴や価値を踏ま
え文化的景観の取組みを中心にネットワークの整備
を図ることなどを定めている。
　散策ルートの構築などを目標とした第Ⅰ期の整備

においても、当地で営まれた暮らしの積み重ねが形
成した左沢の景観構造を踏まえ、文化的景観と連携
したネットワークの構築を図ることを定めるととも
に、体制の整備でも、史跡に係るワークショップの
取組みや、史跡も含めた文化的景観の取組みで周辺
の資源と連携できるような体制を検討することとし
ている。
　なお、本計画において楯山地区全体の保存の方針
は、史跡指定地外を含む楯山地区全体では、不必要
な樹木の伐採を抑制するとともに、良好な山林環境
の創出に努めることと定めている。

／出典：『最上川の流通・往来及び左沢町場の景観
保存計画書』（平成 24年 7月、大江町教育委員会）、
抜粋、一部修正

表 1-3　「左沢町場地区」の景観を構成する諸要素の整備方針
区　分 名　称 対象範囲 町が主体となる整備の方針

街並み

小漆川城跡の街並み
近代化により形成された街並み 全　体

必要に応じて案内の設置や、防災・修景等の工事を実施する（町
主体、 国庫補助制度を活用）。 また、歴史的建築物を保護する
ため、町が主体となって、国庫補助を活用して所有者負担に
よる建物外観の補修・修景、建物維持のための修理や防災措
置などの事業化を目指す。

城下と河岸の街並み

全　体 小漆川城跡の街並み全体の整備の方針同様とする。

御免町通り沿い、
内町・横町、通り
沿い、原町通り沿
い、最上川沿い

通り沿いの連続した景観継承・創出を誘導するため、町が主
体となり、 国庫補助を活用して所有者負担による街並みの修
理・修景事業などのメニューの作成を目指す。歴史的建築物
については、小漆川城跡の街並みの歴史的建築物の整備の方
針同様とする。

建築物 重要な構成要素各物件 建築物
重要な構成要素の建築物を保護するため、町が主体となって、
所有者負担に国庫補助を活用し、町も支援する建物外観の補
修・修景、建物維持のための修理や防災措置などのメニュー
と制度の創設を目指す。
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群馬県の最東端に位置する板倉町には、利根川と渡良瀬川との合流点に形成された沖積地が展開しており、
水場と称されている。河川区域や旧河道、町内に点在する池沼群では、ヨシ・マコモなどの抽水植物群落や、
ベニイトトンボなどの水棲動物、さらにはオオタカなどの猛禽類など多様な生態系が確認されている。特に
谷田川では、後述する川

かわ た

田の畦を抑えるためにアカメヤナギが挿し木で植栽され、かつては薪炭材としても
利用された。現在もアカメヤナギのほかジャヤナギ・オノエヤナギ・タチヤナギなどヤナギ類が卓越しており、
特徴的な植生を形成している。
当地は古くから洪水多発地帯であり、生活を営むためにさまざまな工夫が行われてきた。人びとの居住は

縄文時代から確認されるが、広大な沖積低地における集落形成や開墾は、中世末期から近世にかけて実施さ
れた築堤や河川の瀬替えによって実現した。さらに、近代には大規模な治水事業が行われ、現在に通じる水
利システムが完成され、おもに水田耕作が行われてきた。水田の中には、河川や沼に面した湿地に溝を掘り、
その掘削土を客土（揚げ土）し掘り上げ田を造成した、川田と呼ばれる農地も営まれている。また、自然堤
防上等に形成されている居住地では、屋敷地の一画に土盛りをし、その上に水

みつ か

塚と呼ばれる避難用建物が築
造されている。屋敷地の北西にはエノキ・ムクノキなど自然堤防の環境に適応した郷土種や、水防にも有効
なタケ類が植栽されており、防風屋敷林として機能している。
このように、利根川・渡良瀬川合流域の水場景観は、大河川の合流域で形成された低地における、水と共

生する生活・生業上のさまざまな工夫によって育まれた、価値の高い文化的景観である。しかしながら、近
年は生活様式の変化等により伝統的な居住形態や営農形態が徐々に変容し、地域共同体も弱体化しつつある。
そのため、当該地域における生活・生業を維持し当該文化的景観を保存・活用するため、板倉町は文化的景
観保存調査を実施し文化的景観保存計画を策定した。調査では景観単位として、川田など治水によって開か
れた農地、水塚などを伴う自然堤防上に築かれた居住地、排水機場など当該地域の水利技術を示す河川・水
路が析出された。また、保存計画では重要な構成要素として川田、水塚、排水機場など 70 件の不動産が特定
されている。これらに基づき、今次選定申出が行われた当該文化的景観について、重要文化的景観に選定し、
その保存・活用を図るものである。／出典 :『月刊文化財』第 576 号、一部修正

2  利根川・渡良瀬川合流域の水場景観
群馬県邑楽郡板倉町

図 2-1　「利根川・渡良瀬川合流域の水場景観」の位置 図 2-2　利根川・渡良瀬川合流域

重要文化的景観の概要

館林

利根川・渡良瀬川合流域の水場景観利根川・渡良瀬川合流域の水場景観
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図 2-3　谷田川堤防上を通る旧古河往還 図 2-4 避難用の「水塚」を守る石垣
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利根川・渡良瀬川合流域に形成された水場景観保存計画

第2部　板倉町の「水場」景観保存計画
第1章　「水場」景観の特性と保存の意義
第1節　「水場」景観の特性整理
　（略）
第2節　「水場」景観を保存することの意義
　現在の板倉町では、洪水被害にあうことも、内水
被害に悩まされることも過去の出来事となり、首都
圏近郊という立地を生かした農業の盛んな豊かな
地域となっている。低湿地「水場」ならではの暮ら
しの有り様を体現する人が、年々減少する一方で、
ニュータウンには新たな住民が増えている。都市化
の波は、新旧住民の意識を変化させ、急速に伝統的
な文化を薄れさせていくとともに、「水場」に培わ
れた板倉特有の文化を次世代への継承を困難にさせ
つつある。
　以上の状況を鑑み、板倉町は、水場特有の景観
を「板倉らしさ」を象徴するものとして捉え、長年
住み続けてきた住民だけではなく、新たな住民も共
にその価値を共有し、「板倉らしさ」を育んでいく。
そのために、水場の景観について保存のための計画
を策定し、文化財保護法に定める重要文化的景観の
選定を受けることを目指し、板倉らしい景観を長く
後世に伝えていくとともに、景観に停留する「板倉
らしさ」の継承を図る。
　（後略）
第2章　「水場」景観の保存対象範囲
第1節　保存計画の対象範囲
（1）重要文化的景観を目指す範囲
　板倉町域における水場景観として、その保存の必
要性が高く、将来を含めて重要文化的景観を目指す
範囲については、以下の考え方に従う。
［重要文化的景観を目指す範囲の設定］
・水場特有の自然環境と、自然に対応した水場特有
の生活様式等が良好に維持されている地域と設定
する。

・広域的な水場の環境や歴史的な治水事業の全容を
把握可能な範囲とする。
　（後略）
（2）重要文化的景観の申出についての考え方
　（前略）
　本来、町内の出来るだけ広範囲について、重要文

化的景観としての選定を目指すべきであるが、手続
きの長期化が予測される。従って本保存計画では、
範囲を限定しながらも、端的に板倉町における水場
の地域性について伝えていくことを方針とし、第一
次申出域は板倉町の水場景観の基軸となる河川及び
河川跡を保存の対象とする。具体的には「利根川地
区」、「渡良瀬川地区」、「渡良瀬遊水池地区」、「谷田
川地区」、「古利根地区」の 5地区と、水場信仰の対
象地「雷電神社周辺地区」を含めた計 6地区を設定
した（付図略）。計画対象範囲は、河川法に定める
河川区域に従うことを基本とし、河川法の適用を受
けない地区（古利根地区）は、かつての堤外地及び
堤防敷の範囲を対象範囲とする。
　さらに、将来的には、重要文化的景観の選定を目
指す範囲の全域についても、新たに保存計画を策定
し、その範囲拡大を目指すこととする。
　風景計画は、板倉町全域を対象とし、水場景観の
基軸となる河川及び河川跡を「水辺風景づくり重点
区域」と位置づけている。さらに重点地区は順次追
加指定できるものとしている。
第2節　保存計画対象範囲の現状
　5つの地区は、利根川中流域における板倉町の治
水の歴史や構造を今に伝え、現在の板倉町の「水場」
の基本的な骨格を形成する。また、治水事業の歴史
とともに「水場」に根づいた生活文化を継承するう
えでも、重要な地域でもある。
　各計画対象範囲における土地利用の現況や景観構
成要素の分布状況を整理した。
　いずれの地区も、河川または旧河川の地形である
ことが共通する。景観の基本的骨格を形成する地形
は、堤防－高水敷－水面（及び低水敷）を基本的組
合せとして連続する、河川としての地形特性を備え
ている。
（1）利根川地区
a　地形の特徴
　（略）
b　植生概況
　（略）
c　利用状況
　（略）
d　文化的景観の重要な構成要素の分布
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　分布状況は表（付表略）に示したように、水運（河
岸）および養蚕等は現在行われておらず、生業と
の関連性は極めて薄れてきつつある。しかし堤防は
近世の堤を概ね踏襲し、近代に設置された２つの排
水機場が農業に果たしてきた役割は大きいものがあ
る。
　（付図略）
（2）渡良瀬川地区

a　地形の特徴
　（略）
b　植生概況
　（略）
c　利用状況
　（略）
d　文化的景観の重要な構成要素の分布
　分布状況は表（付表略）に示したように、渡良瀬

図 2-5　重要文化的景観選定範囲図・重要な構成要素位置図（重要な構成要素番号は表 2-3 参照）
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川の右岸に位置する頭沼揚水機場が生業との関わり
を示す。近世文書により、鮭漁が盛んであったこと
が判明しているが、足尾鉱毒事件以降全く漁業は行
われていない。また渡し跡は 3箇所を数え、堤防改
修等があったものの概ね位置の把握が可能である。
　（後略）
（3）渡良瀬遊水池地区
a　地形概況
　（略）
b　植生概況
　（略）
c　利用状況
　（略）
d　文化的景観の重要な構成要素の分布
　分布状況は、排水機場に付随して樋門が 4箇所点
在し、治水そして生業に大きな役割を担ってきた人
工構造物は、「水場」ならではの様相を呈する。
　（後略）
（4）谷田川地区
a　地形概況
　（略）
b　植生概況
　（略）
c　利用状況
　（略）
d　文化的景観の重要な構成要素の分布
　分布状況は、両岸に樋門をはじめ、石造物、沈下橋、
八間樋頭首工など「水場」の文化的景観を形成する
重要な構成要素を数多く認める。また近世初期に造
られた堤防は、破堤による改修や新堤（引堤）を造
り水と闘ってきた歴史が近世文書から把握できる。
さらに渡良瀬川の逆流に備え、遊水池機能をもたせ
た堤の広がり、そして北側の板倉沼へ流入させるた
めの越流堤などを造っていることがみてとれる。こ
のように本地域における人々の治水への歴史が残る
河川域である。
　（後略）
（5）古利根地区
a　地形概況
　（略）
b　植生概要
　（略）
c　利用状況
　（略）
d　文化的景観の重要な構成要素の分布

　現在は河川ではなくなっているもの、堤防はじめ
堤外地の水路をはじめとして河川景観をよく継承し
ている。近世初期まで利根川が流下し国境を成した
が、現在は幅 2mたらずの水路となって県境を呈す
る。
　（後略）
（6）雷電神社周辺地区
a　地形概況
　（略）
b　植生概要
　（略）
c　利用状況
　（略）
d　文化的景観の重要な構成要素の分布
建造物　本社、北側に奥宮、北西側に末社八幡宮稲
荷神社が位置する。
　（後略）
第3章　文化的景観保存のための基本方針
第1節　基本方針
　板倉町における水場特有の文化的景観を保全し、
住民自らがその価値を再認識することにより「板倉
らしさ」への誇りを培い、今後の地域づくりへの架
け橋としていくとともに、水場特有の景観を後世へ
良好な状態で継承することを目的として、特に保存
計画対象範囲の景観保全のために以下に示す①～⑥
の項目を基本方針として定める。
［基本方針］
① 地域の歴史と生活を担う一連の水系としての機能
を永続的に維持する。

　（略）
② 河川としての地形や景観の連続性の確保に努め
る。

　（略）
③ 河道内の土地条件に対応した多様な生態系の保全
に努める。

　（略）
④ 「水場」独自の景観を構成する建造物等は、適切
に維持・修復を図る。

　（略）
⑤ 水場特有の自然・歴史・文化について、積極的に
普及啓発を図る。

　（略）
⑥ 公開および活用事業は、住民と行政が協力して実
施する。

　（略）
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第2節　地区別方針
　基本方針に基づき、また地区ごとの状況に即し、
より具体的な保存方針および方法を示す。（中略）
（1）利根川地区
［地区別方針］
・  わが国を代表する規模を誇る利根川の、流路、高
水敷、堤防の地形が連なる連続的かつ広大な景観
を継承する。

・  かつての瀬替や水制による治水事業、地域の物流
の大動脈であった水運の歴史についての普及啓発
の場とする。

・  隣接する自然堤防上の集落（島・大久保地区）も
含めた一体的な景観の保全を目指す。

［文化的景観の構成要素に対する方針］
　（略）
（2）渡良瀬川地区
［地区別方針］
・  流路、高水敷、堤防の地形が連なる連続的かつ広
大な景観を継承する。

・  板倉町の水害と最も密接に関わった渡良瀬川の瀬
替事業等の歴史についての普及啓発の場とする。

・  隣接する自然堤防上の集落（西岡新田地区）も含
めた一体的な景観の保全を目指す。

（3）渡良瀬遊水池地区
［地区別方針］
・遊水池としての広大な景観を継承する。
・  ヨシ原の優占する植生環境を維持し、水辺の多様
な生物相の保全に努める。

・  堤防敷に排水機場が並ぶ景観を保全し、その機能
と歴史について普及啓発を図る。

（4）谷田川地区
［地区別方針］
・流路、高水敷、堤防の地形が連なる連続的かつ変
化に富んだ景観を継承する。

・適正な植生管理計画を策定し、大規模なヤナギ林
やヨシ原から成る植生を維持し、水辺の多様な生
物相の保全に努める。

・川田や柳山、漁撈を始めとする谷田川の伝統的な
利用のあり方を継承する。

・近世から現代に至る水防の歴史や仕組み、または、
川田や漁撈を始めとする谷田川に伝わる地域の生
活文化について、普及啓発を行う場とする。

・谷田川の治水や利水に関連する多くの施設は、景
観に留意しながら適切に維持・改修を図る。

・隣接する堤内地に位置する自然堤防上の集落（谷

田川左岸及び右岸地区）や池沼（天神池、肘曲池、
外柄池）も含めた一体的な景観の保全を目指す。

（5）古利根地区
［地区別方針］
・「合の川」の旧河道地形と近世の堤防の地形を連続
的に継承する。

・旧河川の地形条件を巧みに活かした集落や耕作地
としての土地利用を継承する。

・利根川の瀬替事業や「水場」のくらしに関する普
及啓発を行う場とする。

・隣接する自然堤防上の集落（下五箇地区）も含め
た一体的な景観の保全を目指す。

（6）雷電神社周辺地区
［地区別方針］
・歴史的な景観を継承する。
・水に関わる農耕神であるので、水辺の修景を図る。
・社叢の保全に努める。
・池沼・参道も含めた一体的な景観の保全を目指す。
第4章　文化的景観保存のための法規制
第1節　現行の土地利用に関する法規制
　（略）
第2節　風景計画における行為規制
　（略）
第3節　文化的景観の保存に関わる現状変更行為
　計画対象区域において想定される様々な行為のう
ち、文化的景観の特性を滅失させるような行為につ
いては、現行の法規制や板倉町風景計画によって概
ね行為の規制が図られる。しかし、文化的景観を構
成する重要な構成要素のうち、堤防に数多く分布す
る石造物（石塔・石祠・石仏等）については、その
価値を担保するための明確な法的根拠が存在せず、
その行為規制を定める必要がある。
　谷田川に架かる沈下橋は、オオミズの際の先人の
知恵が認められる重要な人工構造物であるため、形
状変更等については行為規制を定める必要がある
が、通常の管理行為、非常時の応急措置については
除外とする。
　古利根地区については、河川法や農振法による行
為規制を受けないが、板倉町風景計画によって「水
辺づくり重点地区」と位置づけ、保護を図っている。
しかし近世以来の歴史的価値を有し、文化的景観
の特性を構成する重要な構成要素である堤防（文禄
堤）、天保（呑口）の締め切り跡、また、水防建築「水
塚」の立地する土盛等は、なかでも極めて重要であ
るため、地形の形状変更等は行為規制を定める必要
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がある。
　また、第 4節に示す「文化的景観を構成する重要
な家屋」とした「水塚」についても、文化的景観の
価値を損なわないための行為規制を定める必要があ
る。
　以上から、表 2－ 1に示す行為について、文化庁
長官への現状変更の届出対象行為として定める。ま
た、表 2－ 1と現行の法規制等に基づき、文化的景
観を構成する重要な構成要素に対する現状変更及び
保存に影響を及ぼす行為として、許可または届出の
必要な行為について表（付表略）に整理を行った。
第4節　文化的景観を構成する重要な家屋について
（1）文化的景観を構成する重要な家屋の特定
　本保存計画における「文化的景観の構成に重要な
家屋」として、以下①、②の要件を満たす水防建築「水
塚」と特定する。
①機能的に水防建築であること
②板倉町文化財調査委員が認めたもの
　（後略）
（2）現状変更の取扱い
　文化的景観を構成する重要な家屋として特定した
建築物は、本保存計画において現状変更の対象行為
を定めて、文化庁長官への届出を行うものとする。
現状変更に際しては、所有者は板倉町教育委員会に

事前協議を行うものとする。さらに、滅失又はき損
の発生した場合についても、文化庁長官への届出を
行うものとする。
　（表2－ 2参照）
第5章　文化的景観の整備活用
　（前略）
文化的景観の価値を顕在化し、広く普遍的な認知を
得るためには、水場本来の特性を備えた姿へ復元す
るための整備や修景を図っていく必要がある。また、
板倉町民ならびに町内外からの来訪者が水場の景観
の価値を共有するために、見学ルートの設定や説明
板等の設置を図る必要がある。
　また、水場景観の形態的な特徴を保存することの
みならず、板倉町民の日常的な生活環境として「生
きた景観」として継承することは、景観に底流する
「水場」の地域性を未来に継承し、「水場らしさ」、「板
倉らしさ」に根付いた地域づくりを展開していくこ
とにほかならない。新たな地域づくりにより、新た
な「板倉らしさ」を模索していくためには、第一に
板倉町民が水場の景観に親しみ、ふるさとの自然・
歴史・生活文化を体感できるような様々な普及啓発
活動を推進し、板倉に生きる誇りを喚起・啓発して
いく必要がある。

表 2-1　文化的景観を構成する重要な構成要素に対する文化庁長官への届出行為
地　区 文化的景観の構成要素 文化的景観との関連性 現状変更届出行為

全地区 石造物

河川及び旧河川の堤防には、水に関する神仏（水神宮・
水神塔、弁才天、録事尊・録事法眼、青龍大神等）を始
めとする多くの石塔・石祠・石仏等がある。これらの石
造物は、かつての決壊地や用水の取り入れ口、船着場な
どに多く分布し、水場の生活を支える重要な地に建立さ
れている。

・石造物の除却または移設

谷田川地区 沈下橋

「通り前橋」、「北坪東橋」の 2つの沈下橋は、欄干はなく
谷田川の水位が上昇した場合にも水の抵抗が少ない構造
を持つ。板倉町の東地区（海老瀬村）と南地区（大箇野村）
を繋ぐ橋であり、また居住地と中洲の耕作地を繋ぐ重要
な橋である。

・滅失又はき損
・新築、改築、移転、除却
・修繕若しくは色彩の変更。

古利根地区
堤防

近世期に築堤された古利根地区の堤防は、全長約 2kmに
渡り、連続的に維持されている。現在の町域の景観の骨
格となっている。

・地形の形状変更天保の締め切り跡
（呑口締め切り跡）

天保 12年に旧合の川を締め切った跡である。近世におけ
る利根川瀬替事業の偉業をしのぶ土木遺産である。

谷田川地区
古利根地区

水塚の配される土盛地
形

水塚は、堤防地形を活用するとともに、さらに土盛を施
して設置されており、その地形は、水塚をより高所に配
する「水場の一寸高」の意識を表している。

文化的景観を構成する
重要な家屋

重要文化的景観を構成する重要な家屋として、特定される建築物とその取扱いについて
は、第4節で定める。

表 2-2　文化的景観を構成する重要な構成要素に対する文化庁長官への届出行為
届出の種類 届出対象行為

滅失又はき損 ・建築物が火災や地震・台風等の被害を受け、全壊又は半壊以上の破損が発生し
た場合、滅失又はき損の届出を行う。

現状変更（所有者は、板倉町教育委
員会と事前協議を行うものとする）

・建築物の新築、増築、改築又は移転、外観を変更することとなる修繕若しくは
模様替又は色彩の変更。
・建築物の除去。
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第1節　構成要素の整備・修景の考え方
　現在も使われ、動態保存されているものを、さら
に修景することで、本来のあるべき姿を伝えていく
ことにある。それは、板倉町の人々が水場という地
にあって、その経験の中から生み出した多くの知恵
と努力が感じられるような修景を図る。
　そして悪田（ドブッタ）から美田と称される穀倉
地帯に変えてきた先人たちの苦労の認識を図る。つ
まり、「板

いたくらびと

倉人」が、水場とともに生きている景観
の修景・整備をめざす。
　板倉町の水場景観の保全や活用のための整備又は
修景等の基本的考え方を以下に示す。
○風景計画による風景づくりの方向性に配慮した修
理・修景を行う。

　（略）
○ 文化的景観の構成要素は、適切な維持管理を行う
とともに、必要に応じて景観を改善するための整
備又は修景を行う。

　（略）
○ 景観への影響を最小限に留めるように配慮しつ
つ、公開活用のために必要な施設を整備する。

　（略）
第2節　公開・活用の考え方
　板倉町の水場景観の公開、活用に関する基本的考
え方を以下に示す。
○ 文化的景観の価値を守り、広く伝えることを基本
とした様々な普及啓発活動を展開する。

　（略）
○ 板倉町内外の来訪者が、地域の自然・歴史・生活
文化と親しみ、景観の価値を認識できるような公
開を図る。

　（略）
○ 水場景観ひいては水場環境における特産品の地域
ブランド化を図り、経済効果に繋げる。

　（略）
○ 住民の水場景観に対する意識を高め、居住者が「住
んでよし」のまちづくりへ繋げる。

　（略）
第6章　文化的景観の保存活用に関する体制
　住民はじめ行政が地域を認識（理解）することが、
ひいては文化的景観の保存を図ることに繋がる。そ
のため行政側は、調査したことを住民に報告（公開）

図 2-6　文化的景観保存のための体制イメージ
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し、住民の意識向上と普及に努めることが重要であ
る。
　また風景計画の中で、重要地区指定制度を謳って
いる。重点地区は、文化的景観地区やシンボルとな
るような資源などが相当する。そして地区住民等の
意向を把握し、第三者機関（風景審議会等）の意見
を聴きながら策定を進めるとなっている。
　つまり文化的景観の保存には風景計画の中で「重
点地区」とすることによって重要な町の風景資産と
して位置づけている。そのため文化財部局では、風
景審議会に提言できるような調査を推し進める。そ
して今後さらにその体制がスムーズに行えるように
努める。
第1節　行政組織づくり
　文化的景観の構成要素は多岐にわたり、その保存
は、地域の土地利用のあり方や、伝統文化の継承、
観光事業の推進などの課題と密接に関連する。その
ため文化的景観の保存にあたっては、板倉町のみな
らず国土交通省や群馬県も交えた行政組織の枠組み
を越えた横断的な連携や体制が不可欠である。
　以上から、行政組織内の関連部局の連携のもと、
第四次総合計画や都市計画、景観計画等の上位計画
との調整を図るとともに、文化的景観の範囲に関わ
る様々な事業や活動について、「板倉らしさ」に根
ざした地域づくりの観点から、定期的な協議検討を
諮る場を設ける。また、職員自らが「板倉らしさ」
について学ぶための場として、住民とともに活動を
展開し、地域に対する職員の意識改革を図っていく。
　また、保存計画の対象は、本来は各地区とも行政
界をまたがり景観の広がりを有している。水場の自
然・歴史・文化に根ざした景観を良好な状態で未来
に引き継いでいくため、隣接する自治体への文化的
景観としての価値の共有を促し、ともに協力できる
体制づくりを働きかけていく。
　さらに必要に応じて、有識者を要請し、指導・助
言等を受けることのできる場を設けることとする。
第2節　住民組織づくり
　住民の行動力こそ、地域を活性化する。
　30年以上にわたって、活動を続けてきている「板
倉町民俗研究会」は、住民有志を母体とした行動的
な団体である。住民の手による『板倉町史』編纂
への協力にはじまり、「第 16回国民文化祭・ぐんま
2001」における先人の知恵の見直しを図った「揚舟
ツアー」や、小学生を巻き込んだ川田での体験学習
など、地域文化を見直すための多くの取り組みにつ

いて、行政と協力しながら活動を継続している。
　また、本町では、「水場の知恵を伝える」「舟を漕
げる」「糸が紡げる」「機を織れる」などのすばらし
い技を持った町民に対して、地域文化の継承のため
「板倉町民俗文化伝承士」の認定を行っており、平
成19年現在、その数は 100人以上におよぶ。
　このように本町には、地域文化の継承を願い、そ
の核となることが出来る多くの人的財産を有してい
る。行政は、「水場」の文化的景観を、板倉町民の
日常的な生活環境「生きた景観」として継承してい
くために、景観に息吹を吹き込む住民自らの活動を
促進し、「民俗文化伝承士」を始めとした核となる
住民の協力を得ながら、活発な活動を展開できるよ
う住民組織づくりをサポートしていく。
　文化的景観の保存のために住民と協働で行う具体
的な作業としては、川田の耕作、柳山の管理、漁撈
技術の体験、和船の操船などが挙げられる。「板倉
町民俗研究会」などの活発な団体を中心に「水場の
風景を守る会」を設けて、これらの作業ごとに作業
グループを設定し、各作業への参加を住民から募り、
各グループの運営や作業の調整や助成に務める。各
作業グループは、「板倉町民俗研究会」などの指導
を仰ぎ活動を展開し、「生きた景観」を保存すると
ともに、技術継承を図ることで、「板倉らしさ」を
愛する「板倉人」を育むとともに「板倉人」の輪を
広げていく。
　その輪を広げるために、形骸化した寄り合いでな
く、江戸時代のような「寄り合い」の復活を提案する。
地区住民の意見は政策に反映され、また町職員の地
区行政への積極的参画によって、情報提供がなされ
ることで、地区住民の意識の向上を図る。このよう
な相互の意見交換のできる寄り合いによって、町は
活性化していくと考える。
　（後略）
第7章　文化的景観の重要な構成要素
　（前略）
第1節　文化的景観を構成する重要な構成要素の考

え方
　河川という基軸のもとに多くの構成要素の分布を
認める。
　自然の脅威であるオオミズ（水害）をも享受しな
がら、知恵や文化を生み出してきた「水文化」と位
置づけられる一つ一つの構成要素が「水場」景観の
本質的価値を示すとともに、「水場」そのものをつ
くりだしている。これらの景観特性を構成する物件
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表 2-3　重要な構成要素一覧
No. 種類 名称 所在地 「文化的景観」との関連性 所有者・管理者

1　利
根
川

河川 利根川 飯野字新～
大高嶋字島地先

「水場」文化の根幹を作ってきた水
系であり、現在の県境を成す。

国土交通省関東地方整備局
（利根川上流河川事務所）

2 治水施設 （堤防）文禄堤 飯野字新～
大高嶋字島地先

文禄年間に邑楽郡千代田町から板倉
町下五箇まで造られた堤。

国土交通省関東地方整備局
（利根川上流河川事務所）

3 治水施設 谷田川第二排水機場 飯野字新地先 昭和 24年に内水排除を目的として
建設。

国土交通省関東地方整備局
（利根川上流河川事務所）谷田川第二排水樋管 飯野字新地先

4 治水施設 国交省谷田川排水機場 飯野字新地先 昭和 49年度に谷田川第二排水機場
西に設置。

国土交通省関東地方整備局
（利根川上流河川事務所）谷田川排水樋管 飯野字新地先

5 石碑
（利水施設）（石碑）坂東樋管跡 飯野字新地先 利根川からの用水樋管があったこと

を示す。
大箇野土地改良区（邑楽土
地改良区）

6 信仰 （石造物）水天宮・風天
宮 飯野字新地先

利根川の土手上にあって、明治 43
年の決壊のとき、この水神様の西方
100mのところで止まったと言われ
る信仰物。

第 16行政区

7 信仰 （石造物）大杉大明神 飯野字新地先 水信仰の大杉神社のおまつり 第 16行政区

8 信仰 （石造物）水神宮・風神
宮 大高嶋字島地先 堤防の改修に伴い、現在地に移動。

水神信仰の雷様境内に建つ。 雷様組世話人

9 信仰（生業）（石造物）飯野河岸銘庚申塔 飯野字新地先
江戸時代の水運の隆盛を伝える石造
物であり、庚申塔として信仰の対象
物。

長養寺世話人

10　渡
良
瀬
川

河川 渡良瀬川 西岡新田～西岡
～除川地先

「水場」文化の根幹を作ってきた水
系であり、現在の県境を成す。

国土交通省関東地方整備局
（渡良瀬川河川事務所）

11 治水施設 （堤防）文禄堤 西岡新田～西岡
～除川地先

文禄年間に足利市から板倉町海老瀬
まで造られた堤。

国土交通省関東地方整備局
（渡良瀬川河川事務所）

12 利水施設 頭沼揚水機場 除川字頭沼地先 渡良瀬川唯一の揚水機場。 邑楽土地改良区
13 信仰 （石造物）録事尊 除川字北原地先 決壊地 北原耕地世話人

14　渡
良
瀬
遊
水
地

河川 渡良瀬遊水地 海老瀬地先
足尾鉱毒事件と治水の歴史を語る。
ヨシ焼き等によって、湿地環境が保
全されている。

国土交通省関東地方整備局
（利根川上流河川事務所）

15 治水施設 堤防 海老瀬地先 カスリーン台風時の堤が現在の道路
部分として残る。

国土交通省関東地方整備局
（利根川上流河川事務所）

16 治水施設 海老瀬排水樋管 海老瀬地先

悪水を排水することは、人命をはじ
めとし、農地を守るため、機械排水
は本地域の命綱であり、重要な排水
施設である。北西部の館林地域の楠
木承水溝から仲伊谷田承水溝を通過
して遊水地へ流れ込むが、吐口が高
水位になると、自然排水不可能とな
る。大正末～昭和時代初期に造られ、
3連から成る。仲伊谷田承水溝の板
倉町と館林市境では江戸時代から水
争いが耐えなかった箇所である。

国土交通省関東地方整備局
（利根川上流河川事務所）

17 治水施設

邑楽東部第 1排水機場

海老瀬地先

排水機場は、人命をはじめとし、農
地を守るため、機械排水は本地域の
命綱であり、重要な排水施設。初代
は昭和 9年に竣工し、カスリーン台
風（昭和 22 年）で喪失、第 2代は
昭和 39 年竣工。現在の新機場は平
成 18年完成。

関東農政局
（渡良瀬川中央農地防災事
業所）

板倉川排水樋門 国土交通省関東地方整備局
（利根川上流河川事務所）

18 治水施設
邑楽東部第 2排水機場

海老瀬地先

排水機場は、人命をはじめとし、農
地を守るため、機械排水は本地域の
命綱であり、重要な排水施設。初代
は昭和 9年に竣工し、第 2代は昭和
43 年完成。現在の新機場は平成 19
年完成。

県知事（館林土木事務所）

第二排水機場樋管 国土交通省関東地方整備局
（利根川上流河川事務所）

19 石造物 石碑（決壊口跡） 海老瀬地先 昭和 23年カスリーン台風時に決壊
した地点。

国土交通省関東地方整備局
（利根川上流河川事務所）

を重要な構成要素として特定した。種類と件数は次
のとおりである。
第2節　文化的景観の重要な構成要素
　（図2－ 5、表 2－ 3参照）

／出典：『利根川・渡良瀬川合流域に形成された水
場景観保存計画－群馬県板倉町－』（平成 23年 3月、
板倉町教育委員会）、抜粋、一部修正
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　谷
田
川河川 谷田川

（左岸）岩田～
板倉～海老瀬地
先 
（右岸）飯野～
大高嶋～下五箇
地先

「水場」文化の根幹を作ってきた水
系で、多くの構成要素を有する。 県知事（館林土木事務所）

21 池沼 蛭田沼（キリゴミ漁） 岩田字下川田地
先 内陸（内水面）漁法 民地（5名）・漁業組合が管

理

22 池沼 肘曲池 大高嶋字北根
1811ほか

決壊によってできた押堀（オッポリ）
である。 民地 6名（肘曲り沼代表）

23 生業 柳山 岩田字下川田
3077他

低地の耕作（掘上げ田）と薪炭林を
呈す。林床には希少種のノウルシや
カサスゲが認められ、低湿地の自然
景観としても貴重である。

板倉町・民有地

24 生業 川田 飯野字浦川田地
先

江戸時代に開墾されたと思われる低
地（「水場」）における耕作法（掘上
げ田）を呈し、現在 2枚を耕作。

県（館林土木事務所）

25 植生 ヨシ原 飯野字浦川田地
先

現在ヨシ原で、ハナムグラ・ハンゲ
ショウなどの湿地性植物を認める。
南側は共同の茅場跡。

県（館林土木事務所）

26 植生 ヨシ原
大高嶋字北根
1808・1810・
1812

付近にあった茅場（カヤバ）のおも
かげを今に残す 板倉町

27 治水施設 谷田川堤

（左岸）岩田～
板倉～海老瀬地
先 
（右岸）飯野～
大高嶋～下五箇
地先

近世絵図に見られる堤を踏襲し、近
世の治水の粋が認められる。ただし
高さは昭和 20年代に嵩上げしてい
る。

県知事（館林土木事務所）

28 治水施設
旧古河往還 
（五百間堤・引堤）
（町道 2-36号線）

大字板倉字小保
呂～大字海老瀬
字通り

江戸時代初期に造られた堤防であ
り、古河往還はその一部が相当する。板倉町

29 治水施設
小保呂排水機場 板倉字小保呂地

先

町の中央に広がる板倉沼の排水施設
で、江戸時代から機械排水までの変
遷が辿れる。現在は沼は穀倉地帯へ
と変化した。

板倉町

小保呂樋門 県知事（館林土木事務所）

30 治水施設 大箇野サイフォン

（出水口）字海
老瀬字通り地先 
（取水口）字大
高嶋字下五箇地
先

利根川・古利根川・谷田川の囲堤で
囲まれた低地部分の排水路の河床面
が谷田川河床面より低いために、自
然流入できずに、暗渠排水している。

県知事（館林土木事務所）

31 治水施設 大箇野排水機場 海老瀬字間田地
先

大箇野排水路の排水機で、以前は、
旧渡良瀬川・渡良瀬遊水地に排水し
ていたが、現在は東部第二排水機場
が機能開始したため、樋管もはずし、
建物が残っているのみである。ただ
し、内部のポンプ等昭和 29 年に造
られた当時のまま残る。排水機場と
いうのは、現在の農業を支えている
重要な建物である。

邑楽土地改良区

32 治水施設

谷田川第一排水機場
海老瀬字間田地
先

谷田川の排水により、耕作地の内水
排水が可能となって、住民の暮ら
しに大きな役割を果たしている。稼
働しているポンプとしては国内最古
（昭和 23年製造）であるので、老朽
化に伴い、現在北側に建設中。平成
23年稼働予定。（樋門も同様に新設）

国土交通省関東地方整備局
（利根川上流河川事務所）

谷田川排水樋門

33 治水施設 （沼除堤）土手
（町道 3250号線）

海老瀬字中新田
地先

板倉低地からのオオミズを除けるた
めの堤。 板倉町

34 利水施設 鶴生田川第一樋門 岩田字五味ノ木
地先

「水場」にあっては、死活問題の重
要な用排水施設であり、以前は上・
下流域の住民同士間で水争いの場と
もなっていた。

県知事（館林土木事務所）

35 利水施設 天神下樋門 岩田地先 邑楽土地改良区
36 利水施設 花和田樋門 岩田地先 邑楽土地改良区
37 利水施設 宮の前樋門 板倉地先 邑楽土地改良区

38 利水施設 上新田樋門
（八郎右エ門樋）

海老瀬字上新
田（八郎右エ門）
地先

邑楽土地改良区

39 利水施設 飯野車口樋門 飯野地先 邑楽土地改良区

40 利水施設 松ノ木樋門 飯野字松ノ木地
先 邑楽土地改良区

41 利水施設 念行樋門 飯野地先 邑楽土地改良区
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42
　谷
田
川

利水施設 岡樋門 飯野字岡村 邑楽土地改良区

43 利水施設 北根樋門 大高嶋地先 絵図によって江戸時代からの樋門で
あることがわかる。 邑楽土地改良区

44 利水施設 北根用水路 大高嶋地先 絵図によって江戸時代からある用水
路であることがわかる。 邑楽土地改良区

45 利水施設 八間樋頭首工（八間樋堰）大高嶋地先 絵図によって江戸時代からの堰であ
り、樋門であることがわかる。 邑楽土地改良区

46 橋梁（交通）沈下橋（通り前橋）（町道3285線）
海老瀬字天神悪
途地先

欄干がなく、谷田川の水位が上昇し
た場合にも水の抵抗が少ない構造。
現在は集落と中洲を繋ぐ重要な橋で
あるが、中洲は。本流と新堀（板倉
沼の排水路）の間に小堤が存在して
いたことの証左である。

板倉町

47 橋梁（交通）沈下橋（北坪東橋）（町道2385線）
海老瀬字天神悪
途地先

欄干がなく、谷田川の水位が上昇し
た場合にも水の抵抗が少ない構造。
現在は集落と中洲を繋ぐ重要な橋で
あり、元来本流の架橋。「明治 13年
木橋を架ける」『邑樂郡誌』

板倉町

48 建造物 水塚（№B08-07） 海老瀬 2772 堤防上に築かれた大水時の避難小屋
である。 個人

49 建造物 水塚（№B08-08） 海老瀬 2766-1 堤防上に築かれた大水時の避難小屋
である。 個人

50 信仰 （石造物）水神等・道標 岩田地先 河川の決壊口に設置された信仰対象
物 個人

51 信仰 （石造物）地蔵尊 岩田地先 病治癒のため。 個人

52 信仰 （石祠）浅間神社
板倉字藤ノ木地
先
（谷田川堤防上）

低地にあっては社を高所である堤防
上に造る。

（稲荷木南耕地）浅間神社
世話人

53 信仰 （石造物）水天宮・風天
宮

板倉字藤ノ木地
先
（谷田川堤防上）

決壊地に建立。 （稲荷木南耕地）赤城神社
世話人

54 信仰 （石造物）水神宮 大高嶋地先
（天神池北側） 決壊地に建立。 第 15行政区長

55 信仰 （石造物）馬頭観音・地
蔵尊

大高嶋地先
（天神池北側）

馬捨場にあったものを堤防改修時
（平成 12年）に現在地に移動。 第 15行政区長

56 信仰 （石造物）勝軍地蔵 大高嶋地先 堤外地にあったものを現位置（堤法
面）へ移動 丸谷組合

57 信仰（用水
取水口） （石造物）青龍大神 海老瀬地先

用水取り入れ口に設置された信仰対
象物である。水神まつりを 220日の
前夜に行っている。

上新田・中新田集落世話人

58 信仰 （石造物）地蔵尊 海老瀬地先
（合の川橋下）

渡しの通称が「地蔵の渡し」の由縁
と推察できる。 通り集落世話人

59 信仰 （石造物）阿弥陀如来 海老瀬地先
（合の川橋下）

地蔵と建立日が同じであるので、交
通の安全を祈ったと推察する。 通り集落世話人

60　古
利
根
川

河川 古利根川（水路） 下五箇地先 「水場」文化の根幹を作ってきた水
系であり、埼玉県境を成す。 板倉町

61 治水施設 堤防（道路）（町道 1-6・
2-22・2384号線）

島～上五箇～下
五箇地先

文禄年間に邑楽郡千代田町から板倉
町下五箇まで造られた堤であり、利
根川東遷によって利根川の流路が変
更になった後も堤としての機能を果
たしてきた。

板倉町

62 治水施設 天保の締め切り跡（町道
2235号線） 大高嶋字島地先 利根川の東遷事業等によって、天保

12年、締め切られた堤である。 板倉町

63 利水施設 小左エ門樋門 下五箇字小合地
地先 「樋ノ口」という字名の由来 板倉町

64 建造物 水塚（№C09-05） 下五箇地先
（旧堤防上）

堤防上に築かれた大水時の避難小屋
である。 個人

65 建造物 水塚（№C09-08） 下五箇地先
（旧堤防上）

堤防上に築かれた大水時の避難小屋
である。 個人

66 建造物 水塚（№C09-10） 下五箇地先
（旧堤防上）

堤防上に築かれた大水時の避難小屋
である。 個人

67 信仰 （石造物）水神宮 下五箇地先
（旧堤防上） 決壊地 川入代表　岡田弘

68 雷
電
神
社
周
辺
地
区

信仰 雷電神社・境内地内 板倉字雲間2334 雷神を祀る水神信仰である。 宗教法人雷電神社・民有地

69 交通 雷電神社参道（町道 1181
号線） 板倉字雲間地先 雷電神社への参詣道 板倉町

70 交通 （石造物）道標 板倉字雲間地先
雷電神社への参詣道を示す道標で、
本来は古河往還（国道旧 354 号線）
に面して建立していたものである。

宗教法人雷電神社
（氏子総代）
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佐渡島の南西部、真野湾に注ぐ西三川川流域一帯には、約 2,000 万年前の火山活動における熱水作用により
形成された火山岩中の金銀鉱脈が風化・浸食され、河川の運搬作用によって堆積した金銀鉱床が展開している。
そのため古くから砂金採掘が行われ、斜面の掘削による平坦面・被植に乏しい裸地や地崩れ地形・独立丘陵
など特異な地形が形成されてきた。
砂金採掘の記録は平安時代に遡るが、産金量が増大したのは中世末期のころとされる。当地では、砂金を

含有する山の斜面を人力で掘り崩し、長距離水路によって引いた水で余分な土砂を洗い流した後、残った砂
から砂金を取り上げる「大流し」と呼ばれる技法が採用され、その中心地であった西三川川中流域の山間地
には、砂金採取を主目的とした鉱山集落が形成された。近世に入っても徳川幕府の財政を支えた佐渡金銀山
の一つとして西三川砂金山は栄えたが、江戸時代中期以降は次第に産金量が減少し、明治 5年（1872）に閉
山となった。
砂金採掘で生計を立ててきた集落には、もともと土地も田畑も少なく、閉山直後は他村から購入した立木

を炭にし、町場へ売りに行くことで財を蓄えた。人びとは蓄えた財で少しずつ周辺集落の余剰地を購入し、
開墾を進めた。一方で砂金採掘跡や「大流し」の堤跡の田畑への転換、「大流し」用から農業用への水路の転
用といった農地開発が行われ、明治末期には現在の農山村へと産業構造の転換がほぼ完成するに至った。こ
うした田畑や水路は現在も機能しており、近世の鉱山跡地や鉱山技術を応用した農地開発にかかる土地利用
の変遷を確認することができる。また、集落内では長年の砂金採掘によって生じたガラ石を用いて、家屋の
敷地境界線や道路法面に石垣が築かれており、屋敷の配置構成も近世の砂金採掘時代の形態を継承している
ことが絵図によって示されている。
このように、佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観は、古代から近代まで行われた砂金採掘によって形成

された独特の地形・技術を、閉山後も巧みに土地利用に活かし農山村へと産業構造の転換を成功させた地域
の歴史的変遷を示す、価値の高い文化的景観である。しかしながら、現在は過疎化・高齢化が進み、耕作放
棄地や手入れの行き届かない雑木林の増大といった問題が生じつつある。そのため、当該地域における生活・
生業を維持し当該文化的景観を保存・活用するため、佐渡市は文化的景観保存調査を実施し文化的景観保存
計画を策定した。調査では景観単位として、砂金採掘跡等に形成された山林および農地、「大流し」用から農

3  佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観
新潟県佐渡市

図 3-1　「佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観」の位
置

図 3-2　砂金採掘によって山肌が削れた虎丸山

重要文化的景観の概要

佐渡西三川の
砂金山由来の農山村景観

両津

新潟



3  佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観　　37

業用に転用された水利の在り方を示す河川および水路、鉱山集落として開かれた居住地が析出された。また、
保存計画において重要な構成要素として農地・水路・集落など 17 件の不動産が特定されている。これらに基
づき、今次選定申出が行われた当該文化的景観について重要文化的景観に選定し、その保存・活用を図るも
のである。／出典 :『月刊文化財』第 576 号、一部修正

図 3-3　かつての砂金用水路を転用してつくられた農業
用水路

図 3-4 ガラ石を石垣に転用した家屋
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佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観保存計画

第1章　沿革と目的
1　計画と目的
　（前略）
今回の重要文化的景観選定申出範囲である西三川川
流域一帯は、佐渡最古の金山である「西三川砂金山
遺跡」が所在し、かつての砂金採掘地と、現在の農地・
山林・水路・宅地等が融合する独特の景観が広がっ
ており、文化的景観として保護していく体制づくり
を通じて、その本質的価値を証明し、継承していく
ことが大きな目標となる。
　現在、過疎化や高齢化が進み、耕作放棄地や手入
れの行き届かない雑木林の増大といった、景観上好
ましくない状況が展開しつつある当地域において、
これまで先人たちの営みによって形成された景観地
を重要な文化資産として認識し、地域住民の参画と
恊働によって保護し、次世代へ継承していくため、
地域特有の文化的景観を生かした景観保全の取組み
を推進し、地域の活性化を図ることとした。
2　検討体制
　（略）
3　計画策定に至る経緯
　（略）
4　位置及び範囲
　（前略）
「佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観」は、佐渡
市大倉谷・静平・下黒山・大小・田切須・豊田・西
三川の 7地区に及び、面積は約 519.3ha を測る。主
な範囲は二級河川西三川川・角間川・笹川川及び普
通河川十五番川・中津川流域の一部で、当該地には、
かつての砂金採掘地と現在の農地が一体となった景
観が広がっており、文化的景観の価値を有すること
から、各河川両岸の稜線を含む筆界までを主な範囲
とした。
5　重要文化的景観の申出についての考え方
　文化的景観保存調査は、かつての鉱山採掘の痕跡
と、現在の人々の生活が一体となった景観が残る相
川・沢根・西三川の3地区を対象としている。今回は、
平成 23年 1月に文化的景観調査及び保存計画の策
定が終了した西三川地区を申出することとした。
　既に、佐渡市全域が景観計画区域となっており、
文化的景観保存計画が策定された段階で、その範囲

が特別区域に指定されることとなっている。
　今後は、調査や地域住民の合意形成、開発部局と
の調整等が完了した地区から、順次申出を行う予定
である。
第2章　基本方針
1　文化的景観の概要と価値
　（略）
2　保存管理に関する基本方針
　（前略）
「佐渡市西三川の砂金山由来の農山村景観」の文化
的景観保存計画は、この佐渡市景観計画を基本とし
ており、適切に文化的景観が保全されるよう、景観
を構成している各種要素について特別な土地利用の
方針を設けている。また、文化的景観保存計画が策
定された段階で当該地域が位置付けられた保存計画
の規定による特別区域に指定される仕組みとなって
いる。今回の申出範囲は、笹川集落区域と山林・農
地・海岸区域に二分され、このうち文化的景観の重
要な構成要素が集中する笹川集落区域においては、
主に建造物・工作物・堆積物のほか、重要な構成要
素である農地・石造物・宗教施設等の現状変更行為
についても、独自の景観形成基準が設定される。一
方、山林・農地・海岸区域においては、山林と農地
が大部分を占め、景観を阻害する要因が少ないこと
から、佐渡市景観計画における自然・農漁村区域の
規制のほか、自然公園法による小佐渡県立自然公園
に伴う公園計画・農地法・農振法・森林法・河川法・
文化財保護法による周知の埋蔵文化財包蔵地の設定
といった既存の行為規制を利用して景観保全を図る
こととする。
　重要文化的景観の現状変更等の取扱いについて
は、文化的景観の重要な構成要素をその対象とする
こととし、滅失又はき損及び現状変更等がある場合
は、事前に佐渡市担当部局との協議を行い、文化庁
に対して届出を行うこととする。このほか、重要文
化的景観選定範囲内で行われる公共事業について
は、その所有者等は佐渡市文化的景観部局と事前に
協議を行い、重要文化的景観の保存に影響を及ぼす
ことがないよう調整を図ることとし、やむを得ず保
存に影響が及ぶ場合には、現状変更届の対象とする。
また、重要文化的景観の重要な構成要素以外で、選
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定範囲内において佐渡市景観計画のほか、既存法令
による届出等があったものについては、各担当部局
から文化的景観部局へ照会を行うこととし、現状変
更の内容によっては、所有者等と協議を行うことと
する。
3　整備活用に関する基本方針
　選定後の整備活用については、地域住民・行政・
各種団体・専門家等の担い手が相互に理解を図り、
恊働で取り組んでいく必要がある。
　まず、地域住民の役割としては、文化的景観の主
体として普段から強い意識を持ち、良好な景観づく
りに努める姿勢が求められる。特に、重要な構成要
素である居住空間としての集落と、家屋の新築・改
修等における景観への配慮、文化的景観に関する研
修や協議会等への積極的参加のほか、既に民間で行
われているコシヒカリなどの地元産物のブランド化
を推進し、都市部住民を対象とした農業体験や案内
板の設置、観光ルートの整備や観光ボランティアガ
イドの養成など、交流人口を増やすことによる地域
活性化を図ることが必要である。
　事業者は、選定範囲内における建築・土木・屋外
広告物など、景観に及ぼす影響が大きい分野におい
て、景観に配慮した事業に努める必要がある。また、

文化的景観保全のための基金の創設や、関連事業へ
の助成制度の設立といった支援体制の充実を図るこ
とが求められる。
　行政の役割としては、地域住民の意見を反映した
文化的景観施策の実施が何より重要である。国・県・
他の地方公共団体・関連機関等に積極的に働きかけ、
理解と協力を求め、連携・調整を図ることに加え、
文化的景観専門分野会議において、有識者のほか市
民や関係機関等からも意見を聴取し、文化的景観の
保存整備に取り組んでいくこととする。また、公共
事業の際には、景観づくりの先導役として景観配慮
型の公共施設整備を進めることとする。
　専門家は、文化的景観についての専門的知識や経
験をふまえ、地域住民・事業者・行政に対して良好
な景観づくりの指導的役割を担う必要がある。また、
当該地区に根付いている文化的景観の特性や価値に
ついて、第三者にわかりやすく伝え、普及啓発に努
めることが求められている。
4　管理運営に関する基本方針
　文化的景観の管理運営については、持続的な取組
みとして地域住民の生活の中に定着させ、自ら率先
して取り組む仕組みづくりが必要である。
　佐渡市景観計画においては、「景観計画区域内の

図 3-5　重要文化的景観選定範囲図
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住民が、自分たちの住む地区の景観形成のルールを、
自分たちで決める『景観協定』を定めることができ
る」、「市民の主体的な景観づくりの取組みが実践で
きるよう、良好な景観づくりに寄与する活動団体な
どについては、『景観推進活動団体』として認定し、
景観づくり活動への支援を優先的に進める」とあり、
重要文化的景観選定範囲内においては、地域住民に
よる「景観推進活動団体」の設立を推進する。
　このほか、同計画では景観保全（景観に関わる建
物の維持管理など）に取り組む法人を「景観整備機
構」として指定する規定や、佐渡市・公共施設管理者・
景観整備機構などの意見を集約し、景観形成のルー
ルづくりや関連するイベント等の企画・運営に取り
組む「景観協議会」の設立がうたわれている。
　これらの関係機関をとりまとめる上位機関とし
て、市民団体代表者・公募市民・有識者・行政等で
構成される佐渡市景観審議会が設立されており、景
観に影響をもたらす案件の審議や景観計画への助言
が行われる。今後は、これら景観計画部局と文化的
景観部局が密接に協力し連携できる体制を整備し、
文化的景観の活用・保全に取り組んでいくこととす
る。
第3章　保存管理
1　保存管理に関する考え方
　「佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観」につい
ては、その範囲を「笹川集落区域」、「山林・農地・
海岸区域」の 2地域に分けている。以下、それぞれ
の区域及び両区域共通の土地利用のあり方を示す。
1）笹川集落区域
　（表 3－ 1参照）
2）山林・農地・海岸区域
　（表 3－ 2参照）
3）両区域共通
　（表 3－ 3参照）
2　既存法令等による行為規制
　（略）
3　景観法に基づく景観計画による規制
　（前略）
「佐渡市景観計画」では、地域の特性に応じた景観
形成に努めるとして、景観計画区域を 6つの区域に
分け、区域ごとに景観形成誘導方針を示している。
そのうち、特に景観に配慮すべき区域を「特別区域」
として示し、必要に応じて「特別区域」を指定し、
他の区域よりも厳しい景観形成誘導方針を地元の住
民と協議しながら定めていく予定である。

　今回の重要文化的景観選定申出範囲は、「特別区
域」の候補地として、当初の景観計画に掲載されて
いる地域である。
　（後略）

表 3-1　笹川集落区域
景観を構成
する要素 土地利用等についての考え方

住居・ 旧学校

・建造物の形態・仕上げ・色彩等につ
いては 2階建て以下で自然素材を活
かした落ち着いた色彩の使用が望ま
しい。
・特に外壁仕上げは漆喰・土壁・板張
りなどの自然素材を活かしたものの
使用が望ましい。
・各敷地内の建造物配置は、地形的な
制限等を受けない限り、これまで通
り、前庭をもつ配置とすることが望
ましい。
・敷地内の石垣の保全に努める。
・良好な景観を有する住居群としての
景観保全に努める。
・環境を保護するため、浄化槽の設置
に努める。

工作物

・景観の連続性を阻害しているもの
は、修景に努める。
・電柱類、その他工作物を設置する場
合は、設置場所や高さ・色について
配慮し、周囲の景観との調和に努め
る。

広場
・資材等の投棄場所にならないよう、
景観の維持に努める。
・集落と一体となって良好な景観を形
成するよう整備方針を検討する。

信仰に関する空間
・集落内の寺社・伝承地・墓地等の空
間は、周囲の樹木等も含め保存する
こととし、聖地性（場所性）を損な
わないようにする。

集落の石垣景観 ・集落内に多数分布する石垣の景観は
特徴的であり、保全に努める。

農地

・谷地田、河岸段丘上の水田等の現状
維持に努める。
・圃場整備はできるだけ行わず、里山
景観を活かした地域づくりの可能性
を検討する。

用水

・砂金稼ぎのために遠方から引いた歴
史的な用水の保全に努める。
・自然護岸・自然石積護岸・自然河床
の保全に努める。
・多様な生態系の維持に努める。

ため池
・営農を継続させるための水利システ
ムの維持を第一に考え、維持管理・
補修を行いつつ、 景観の保全を図
る。

表 3-2　山林・農地・海岸区域
景観を構成
する要素 名称

住居・事業所 ・佐渡市景観計画の自然・農漁村区域
の基準を準用する。

工作物 ・佐渡市景観計画の自然・農漁村区域
の基準を準用する。

農地
・農地は農地法・農振法で保護されて
おり、今後も現状維持を行うことと
する。
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4　重要文化的景観の現状変更等の取扱い基準
　「佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観」の文化
庁長官への届出行為について整理する。届出の対象
とするものは、文化的景観の重要な構成要素とし（平
成 20年 20 庁財第 148 号　各都道府県教育委員会・
文化庁関係各独立行政法人の長あて文化庁文化財部
長通知）、滅失又はき損（文化財保護法［以下、法
とする］第 136 条）及び現状変更等（法第 139 条）
がある場合には、事前に佐渡市文化的景観部局と協
議を行い、文化庁長官に対して届出を行うものとす
る。また届出対象行為及び期間は以下のとおりとす
る。
　（付表略）
　このほか、重要文化的景観選定範囲内で行われる
公共事業については、その所有者等は佐渡市文化的
景観部局と事前の協議を行い、重要文化的景観の保
存に影響を及ぼすことがないよう調整を図ることと
し、やむを得ず保存に影響が及ぶ場合には、現状変
更届の対象とする。
　また、重要文化的景観の重要な構成要素以外で、
選定範囲内において佐渡市景観計画のほか、既存法
令による届出等があったものについては、各担当部

局から文化的景観部局へ照会を行うこととし、現状
変更の内容によっては、所有者等と協議を行うこと
とする。
5　重要文化的景観における重要な構成要素
1）景観を構成する重要な構成要素の考え方
　（前略）
この文化的景観における重要な構成要素は、鉱山集
落から農村集落への変遷過程を示す砂金採掘跡・石
造物・信仰施設や、現在の生活・生業のあり方を示
す家屋・農地・道路・河川等があげられる。今回特
定した要素は13種類 53件となる。
　・河川　　　　　　二級河川3件・普通河川 2件
　・道路　　　　　　県道 1路線・市道 33路線
　・修験聖地　　　　1件
　・神社　　　　　　1件
　・堂宇　　　　　　1件
　・墓地　　　　　　2件
　・農地　　　　　　1地区
　・水路　　　　　　1件
　・集落　　　　　　1地区
　・旧学校　　　　　1件
　・石造物　　　　　3件
　・石垣　　　　　　1地区
　・遺跡　　　　　　1件
2）重要な構成要素一覧
　重要な構成要素の一覧を表3－ 4に示す。
　なお、文化的景観における重要な構成要素ではな
いが、本地域の歴史を特徴づける以下の要素につい
ては、将来的に国史跡や埋蔵文化財包蔵地への指定
を視野に入れ、保全及び活用を図ることとする。
◯地域の歴史を特徴づける要素
　・砂金採掘跡
　・砂金流しに使用する水を調達した砂金江道跡
　・砂金流しの水を溜めた堤跡
　・作業小屋や休憩小屋に用いられたと想定される

石組遺構
　（図3－ 6、7参照）
第4章　整備・活用
1　整備・活用に関する考え方
　（前略）
整備・活用に関しては、中世から近世にかけての鉱
山集落と近代以降の農村集落が一体となった景観を
体感できるような、整備・活用が行われることが重
要となる。特に、景観への影響の大きい民家・農地・
信仰施設等の生活・生業空間や、道路・河川・橋梁

表 3-3　両区域共通
景観を構成
する要素 土地利用等についての考え方

道路
・新設、改良工事については、景観へ
の影響が考えられるため、事業主体
は、景観への配慮を最大限行うこと
とする。

河川

・自然護岸・自然石積護岸・自然河床
の保全に努める。
・多様な生態系の維持に努める。
・公共工事においては、周囲の景観
と調和するよう整備を行うこととす
る。

公共施設等

・高さ・規模・色彩等の誘導を行い、
周囲の景観との調和を図る。また、
改修に合わせ、積極的な修景に努め
る。
・敷地の緑化や板壁等により、景観阻
害要因の遮蔽に努める。

森林
・森林の多くは、自然公園で保全され
ており、 今後も現状維持を行うこと
とする。

自動販売機

・自動販売機を設置する場合は木の格
子の覆いの使用、周囲の景観に調和
した着色、建物の中への取り込みな
どにより、周辺景観との調和に配慮
する。

屋外広告物
・設置は行わないことが望ましい。
・交通誘導板・観光案内板等は必要最
低限に留める。

砂金山関連遺構
・砂金採掘地跡・水路跡・堤跡などの
遺構の保全に努める。
・周知の埋蔵文化財包蔵地として保護
を図る。
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表 3-4　重要な構成要素一覧
No. 名称 所有者等 備考
　 二級河川
1 西三川川、角間川、笹川川 国土交通省 管理者：新潟県
　 普通河川
2 十五番川、中津川 佐渡市
　 県道
3 静平・西三川線 新潟県
　 市道

4

大小 72号線、下黒山 1・2号線

佐渡市笹川 4・8・9・24・33・36・41・42・44・50・51・52・56・57・61号線
西三川 8・9・10・12・28・30・34・44・47・48・56・62・63号線
高崎 31号線・静平 38号線

　 修験聖地
5 荒神山 個人
　 宗教関連施設

6 大山祇神社 大山祗神社（土地）
笹川集落（建物） 団体同意

7 阿弥陀堂 個人（土地） 団体同意
笹川集落（建物） 団体同意

8 笹川集落内の共同墓地 個人 団体同意
　 生業空間
9 笹川集落内の農地 個人 団体同意
10 砂金江道を転用した用水路 佐渡市
　 居住地を構成する要素
11 笹川集落 笹川集落 団体同意

12 旧西三川小学校笹川分校 個人（土地） 団体同意
佐渡市（建物）

13 元金山・笹川集落境の石碑 個人 団体同意
14 笹川集落北端の石造物 個人 団体同意

15 笹川集落南端の石造物 （土地）新潟県
（石造物）笹川集落 団体同意

16 笹川集落内の石垣（ガラ石の利用） 個人 団体同意
17 虎丸山 個人 団体同意

図 3-6　重要な構成要素位置図
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図 3-7　重要な構成要素の個別記載（「大山祗神社」の例）
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等の公共施設については、地域住民による景観推進
活動団体の活動や、行政による景観計画における景
観重要公共施設の指定等の取り組みの中で、整備活
用を図っていく必要がある。
　また、世界遺産暫定一覧表に記載されている「金
を中心とする佐渡鉱山の遺跡群」の世界遺産登録の
取組みに併せ、西三川地区以外の関連資産との連携
を図りながら修理修景や啓発普及に努める必要があ
る。
2　整備・活用の方針
◯整備の方針
・住居や旧学校等の建築物は 2階建て以下とし、自
然素材を活かすことを原則とする。

・農地は現状維持を基本とし、用水路・ため池等に
ついては、自然護岸・自然石積護岸・自然河床に
努める。

・信仰の対象である聖地・寺社・堂宇・墓地等につ
いては、周辺の樹木を含め、聖地性（場所性）を
損なわないように保全する。

・石造物や石垣等は現状維持を基本とし、移設や撤
去等は行わないこととする。

・砂金採掘に関連する遺構は、文化財保護法によっ
て保護し、現状維持に努める。

・公共施設は、高さ・規模・色等の誘導を行い、周
囲の景観との調和を図る。
◯活用の方針
・住居や旧学校等の建造物は、啓発普及の拠点とし
て、公開民家や農家民宿、展示施設等に活用する
ことで、交流人口の増加を図る。

・農地は農業体験等を通じて交流人口の増加を図る
一方、農産物の地域ブランド化を検討し、販路拡
大や後継者不足の解消を目指す。

・信仰施設は、現在まで継承された貴重な地域文化
であり、祭礼行事の参加者や参拝者を募ったり、
能舞台での演能、阿弥陀堂での念仏の復興等の活
動を通じて、将来を守り、受け継いでいくように
努める。

・石造物や石垣、砂金山関連遺構は、地域の歴史を
物語る貴重な地域資源であり、散策マップや案内
板等を作成することで新たな観光資源としての活
用を図る。

・公共施設は、散策ルート・駐車場・展望場・公衆
トイレ等の観光施設としての活用が見込まれる。

第5章　運営及び管理体制
1　運営及び管理体制に関する考え方
　（前略）
本地区は、佐渡島の自然環境が生み出した砂金鉱床
を人為的に掘り崩して形成された地形に、近代以降
の農地開発の土地利用が重層的に重なりあって形成
された独特な景観地であり、地域住民がその形成過
程を十分に理解し、生活・生業を維持し、将来にわ
たって継承していくことが求められる。
　そのため本計画では、地域住民主導による文化的
景観の管理運営がスムーズに行われるよう、地域住
民と景観行政団体である佐渡市の役割を示し、相互
の協力体制の構築を目指すこととする。
2　地域住民の役割
　文化的景観の保全には、地域住民の参画と自主性
が重要となる。
　今回重要文化的景観の選定申出を行う西三川地区
の笹川集落には、地域の文化的景観の価値を示す重
要な構成要素が点在しており、既に様々な地域活性
化の取組みが行われている。現在、景観保護を推進
する「笹川の景観を守る会」（平成 22年発足）が母
体となり、集落内の文化的景観の現状変更等に係る
事前協議のとりまとめや、先進地視察、勉強会等を
行っている。また、集落行事として、平成 22年 3
月に閉校した旧西三川小学校笹川分校において、当
時の教員や関係者を交え、引き続き集落ぐるみで運
動会が開催されているほか、平成22年 8月には、「笹
川の夕べコンサート委員会」が主体となり、大山祗
神社能舞台でトランペットとピアノのコンサートが
実施され、好評を博している。農業の分野では、山
間の水田で栽培された「笹川の金山米」の販売が開
始され、徐々に販路を拡大している。普及啓発につ
いても、平成 22年 3月より、県・市・民間それぞ
れが主催する西三川砂金山現地見学会が随時開催さ
れている。
　本地区は、自治会組織が強く機能していることか
ら、「笹川の景観を守る会」をこれらの活動の母体
組織として位置づけ、重要文化的景観選定後は、佐
渡市景観計画に定める「景観推進活動団体」の認可
や、「景観整備機構」の設立等を視野に入れながら、
文化的景観の継承に取り組むこととする。
3　行政の役割
　佐渡市においては、重要文化的景観選定地区を景
観計画に基づく「特別区域」として指定することと
しており、制度的基盤となる景観形成のための誘導
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は建設課で行っているが、文化的景観保存計画に定
める管理体制を効率的に行うためには、県や市の関
係部局との連携を強化し、横断的な連絡調整が図ら
れる必要がある。
　佐渡市世界遺産推進課では、市内全域を対象に、
県や市の開発部局を対象に「文化財等に係る工事等
調査」を随時実施しており、史跡・名勝・天然記念
物等の文化財に係る工事についての事前協議を行っ
ている。この中で、重要文化的景観選定地区におい
ては、特に景観に配慮した事業を実施するよう、事
前協議の徹底に努めることとする。具体的な景観配
慮型の工法については、文化庁や市民団体代表者・
公募市民・有識者・行政等で構成される佐渡市景観
審議会、世界遺産に関わる文化的景観専門分野会議
等の機関が相互に連携を図り、専門的な見地からの
検討が図られることが望ましい。
　また、地域に対する支援制度の充実も重要である。
佐渡市景観計画では、地域住民が主体となって景観
保護活動を行う団体を「景観推進活動団体」として
認定し、情報提供やPR、専門家の派遣等の協力や、
セミナーの開催、地域のリーダー育成等の支援を行
うこととしている。このほか、文化的景観の重要な
構成要素の修理・修景について、分担金条例を制定
し、個人所有者に対しても国の補助が受けられるよ
うな体制整備を図りつつ、文化庁以外の補助・助成
事業の積極的な導入も視野に入れながら、文化的景
観の保全に取り組んでいくこととしたい。
　これらの管理運営体制を整備するにあたっては、
今後、文化的景観整備活用計画を策定することが必
要となる。現在設置している文化的景観専門分野会
議は、調査及び保存計画策定の専門家が主な委員で
あるため、整備活用及び管理運営について検討する
新たな体制づくりを行うこととする。

／出典：『佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観　
文化的景観保存計画』（平成 23年 3月、佐渡市世界
遺産推進課）、抜粋、一部修正
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高島市針江・霜降は、琵琶湖西岸における最大河川である安
あ ど が わ

曇川が形成する扇状地の、扇央部から扇端部
にかけて展開する集落である。集落の中心部には、安曇川の旧本流の一つであり付近の湧き水を集めて形成
される針江大

おおかわ

川が流れ、流域に水田や内湖・ヨシ原等を展開させ、琵琶湖に注いでいる。無数に湧出する湧
き水は「生

しょうず

水」と呼ばれ、湧水点の中には石像が祀られるなど地域の信仰施設としての機能をもつものがある。
この地域では、中世には比叡山延暦寺の重要荘園（木

こうつのしょう

津荘）であったことに示されるように、古くから稲
作が行われてきた。明治期の作成とされる『高島郡針江村地籍全図』には、針江大川の河岸に「物揚場」・「舟
入場」が記されており、米などの運搬に河川が利用されていたことがわかる。現在も針江大川沿いには基礎
に石積みを施した土蔵が集中しており、腐食防止の焼板を用いた家屋や、湿気を防ぐために高床にされた米
等の貯蔵庫である「モノケ」などとともに、低湿な当地における特徴的な生活・生業の在り方を示している。
湧水はほとんどが集落近辺で生じており、集落内には網目状に水路が展開している。集落では湧水点や水

路に「カバタ」と呼ばれる水汲み場・洗い場を設け、独特の水の利用形態を育んできた。主に個人所有であ
るカバタは集落の水路網と接続されており、また水路の中には共同の洗い場が設けられている。そのため水
路の清掃など共同作業は日常的に行われており、こうした公共的な水の利用形態が一つの装置として、当地
の共同体を形成している。
集落で利用された水は針江大川に集まる一方で、農業用水として周囲の水田に流入する。農業用水路の多

くは段差等がなく針江大川と接続されているため、琵琶湖から河川・農地を経て集落までが一つの水系とし
て連続しており、そうした水棲環境が集落近辺におけるアユ・フナ・モロコ等の漁業を可能としてきた。また、
琵琶湖近辺に展開する内湖・ヨシ原も重要な漁場である上、ヨシは屋根葺き材や漁具など当地における重要
な生活材として有効利用されてきた。
このように、高島市針江・霜降の水辺景観は、集落・水路・河川・水田・ヨシ原・内湖・琵琶湖を繋ぐ水

系の連続性が形成する自然環境において営まれてきた生活・生業によって育まれた文化的景観である。現在
も地域共同体は良好に機能しており、「針江生水の郷委員会」による活動など地域住民による文化的景観保護
の取り組みも熱心に進められている。しかしながら、カバタや河川・水路がコンクリート化されたり、ヨシ
産業の衰退によりヨシ地管理が粗放的になったりするなど、生活・生業形態が徐々に変化する中で、当該文

4  高島市針江・霜降の水辺景観
滋賀県高島市

図 4-1　「高島市針江・霜降の水辺景観」の位置 図 4-2　湧き水を集めて形成される針江大川

重要文化的景観の概要

高島市針江・霜降の
水辺景観

長浜近江今津
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化的景観を成立させてきた自然環境に対する影響も指摘されている。そのため、カバタ等の建築物・工作物
および河川を重要な構成要素として重要文化的景観に選定することによって、当該文化的景観の保護を図る
ものとする。／出典 :『月刊文化財』第 564 号、一部修正

図 4-3　水汲み場・洗い場としての「カバタ」 図 4-4 高床の貯蔵庫「モノケ」
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高島市針江・霜降の水辺景観保存計画

第Ⅱ部　「高島市針江・霜降の水辺景観」保存計画
第1章　文化的景観保存大綱
1．高島市針江・霜降の水辺景観を保護する意義
　（前略）
　今回の申出対象地域である針江・霜降集落および
針江大川周辺の水辺景観は、湧水や水路を使った生
活が作り上げた集落景観と、そこに住む人々が守り
続けてきたヨシ群落等の湖岸の景観である。とくに、
集落内の多くの家庭に存在する湧水を活用した独特
の洗い場（台所）は、カバタと呼ばれ、この地域の
水文化を表現する大きな特徴となっている。カバタ
は、日常の生活の中で使用され、長年にわたる生活
の知恵と経験によって、その形を徐々に変化させて
きた。現在のカバタは、この地域の風土に沿い、ま
たカバタを使う人々にとっては使いやすく、親しみ
のあるものである。こうしたカバタやそれにつなが
る河川および周辺一帯を次世代へ継承していくこと
は、この地域の人々の暮らし、そして文化的景観を
保存し、活用していくことにつながるものと考える。
このため、高島市針江・霜降集落および針江大川周
辺の水辺景観を、市内では 2カ所目となる重要文化
的景観として選定申出を行うものである。
2．計画の目的
　高島市では、湖岸地域一帯を景観形成推進区域（水
辺景観地区）と定める高島市景観計画に基づき、水
と密接した生活文化を現在に残す琵琶湖沿岸の文化
的景観の保存を指しており、ここでは市中部を流れ
る安曇川の伏流水を主な起源とする湧水の湧き出る
地域およびその地域と河川で結ばれ、歴史的にもか
かわりの深い湖岸地域一帯の文化的景観の保存・活
用し、継承することを目的として本計画を定めてい
る。
　滋賀県では、景観法施行以前から琵琶湖周辺の景
観保全に取り組んでおり、文化的景観保護制度が創
出された現在、特に貴重な文化的景観を数多く有す
る高島市においてはますます景観保全の取り組みを
促進し、地域独特の魅力ある景観を継承する地域が
持続的に発展することを目指して本計画を策定する
ものとする。
3．計画策定に至る経緯
　（略）

4．計画の構成
　（略）
5．申出についての考え方
　高島市は市全域が景観計画区域であり、市内には
複数の重要文化的景観候補地域が存在している。こ
の中で、今回「高島市針江・霜降の水辺景観」を「高
島市海津・西浜・知内の水辺景観」に続く 2カ所目
の申出地としたのは、同じ高島市の水辺景観であり
ながら、針江・霜降集落の景観形成の基本となる「水」
は、地下から湧き出る湧水であり、これの利用およ
び行先が、今回申出範囲とした集落と水田、湖岸一
帯という独特の文化的景観を作り上げているためで
ある。また、湖岸のヨシ群落は、県内でも一部地域
しか保存されておらず、今回の申出地域のように現
在も周辺集落の住民の手によって、維持管理が継続
されている例は非常に珍しいといえる。
　こうしたことから、今回は水の利用および居住に
関する景観地として、文化的景観範囲を設定し、そ
のうち、地域住民や土地利用者との協議が整った針
江・霜降地先および針江大川流域および、針江集落
の人々によって管理され続けている湖岸のヨシ群落
一帯を一次申出範囲とした。
　今回の申出については、地域住民の理解をより深
めた上で、深溝地域やヨシ群落に続く湖岸地域など
を対象地として検討を進めていく。
　（図4－ 5参照、付図一部略）
第2章　基本方針
1．総括的基本方針
　（前略）
この保存計画では、こうした人々の生活の基盤とな
る「水」にかかわる環境や景観の保全の在り方、そ
してそれらを活かした地域づくりの方針、また地域
住民はもとより行政をはじめこの地域にかかわる全
ての人々が、今後、期待し望むべき方向性を示して
いくものとする。
2．保存管理に関する基本方針
2－ 1　自然的観点
　（前略）
水辺の自然景観は、この地域の重要な特徴であり、
住民が誇りとしている点でもある。これらの保存に
ついては、これからも生態系にとっての環境はでき
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図 4-5　重要文化的景観選定範囲図
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るだけ変えることなく、現在の状況を維持していく
ことが必要である。それには、水路や河川の水草や
藻の刈り取り、湖岸のヨシ群落の管理が不可欠であ
り、現在行われている地域住民による水路の清掃や
区の行事の一つとして年に 4回行われる針江大川の
清掃と藻の刈り取り、さらには外部からの協力者も
受け入れて行われるヨシ刈りおよびヨシ焼きの行事
などを、今後も安定して継続していける体制作りを
進めるものとする。
2－ 2　歴史的観点
　（前略）
保存管理にあたっては、まず中世以来続く集落形態
の維持および水路の保全に努めることが肝要であ
る。ほ場整備による区間や水路の変更がなされては
いるが、記録や聞き取りから確認されたこの地域独
特の水利用や集落形態が復元・継承できるよう、工
事計画等の調整に努めるとともに、地域の歴史過程
と個性的な文化性を広く情報発信することで、来訪
者や居住者以外の人々にも理解と協力を得て、その
保全と継承を推進する。
2－ 3　社会的観点
　当該地域は水に関わる生活文化と景観がうまく調
和していることで知られ、それらを紹介する地域住
民の活動や、保存・景観維持のための取り組みは、
すでに全国からの注目を集めている。
　集落内の多くの家庭には、カバタと呼ばれる石造
りの洗い場（台所）があり、この場所は「生水」の
湧き出る場所であるとともに、家庭の中の大切な水
場、台所、場合によっては信仰の対象の場となるこ
ともあった。ここで使われた水は、集落内の水路、
内湖、そして湖岸一帯へとつながっており、そのた
め水の使い方については住民共通の暗黙のルールが
あり、水を大切なもの、神聖なものとする意識は、
現在にも引き継がれている。
　こうした中で確立されてきた地域住民の役割、地
域全体でこの周辺の景観を守っていこうとする取り
組みなどは、今後も継続していかなければならない
ものであり、行政はこうした活動の継続支援を図っ
ていくものとする。また、地域社会を維持していく
ための集落組織、祭礼行事などについても、住民の
意向を十分に反映した形での保存、継承に努める必
要がある。
3．整備活用に関する基本方針
3－ 1　総合的な整備の必要性
　（前略）

景観が有名になる一方で、この地域の風景を、この
地域の住民が最も望む形で維持し続けることが、大
変に困難であるということも明確になりつつある。
とくに、この地域の最も重要で特徴的な構成要素で
ある「水」は、まさに生活と密着して存在するもの
であり、また、周辺からの外的要因により、維持さ
れなくなったり、汚れたりすることが十分にあり得
るものである。この地域の「水」をこの先最も良い
状態で守り続けることが、この「高島市針江・霜降
の水辺景観」の保存に直結することは間違いない。
3－ 2　重要な構成要素の整備活用
　集落景観の中の特徴的な構造物であるカバタとい
くつかの建造物を、今回は文化的景観における重要
な構成要素としている。カバタは、そのほとんどが
現在も各家庭で毎日使用されているものであり、生
活の中での改変が見受けられる。具体的には、当初
が石積みであった水際の足場がコンクリートで塗り
固められたり、水はねや風雨をさけるためにカバタ
の周囲がビニール製の波板で囲われていたりするこ
とがごく一般的に見られる。これらは、日常生活の
中で使用し続けるために行われたものではあるが、
今後は、改修や波板の取替えなどを行う際には、外
部から見える部分にできるだけ周囲や建物と調和さ
せる。また可能な部分については設置当初の状況に
近くなるよう、石作りの部分の復元、コンクリート
の除去などを進める。また、外カバタに見られるカ
バタを覆う建物については、整備事業の対象として、
周辺の風景と調和し、かつ内部のカバタに相応しい
外見が維持されるように努める。
　建造物については、基本的に現状を維持すること
を目的に、修理費用の公的補助を受けながら、集落
全体での維持管理および活用を目指す。整備後は、
地域住民のみでなく来訪者も含めた多くの人がその
建物の価値に気付くことができるよう普及に努める
とともに、観光施設としてだけではなく、地域にとっ
て必要かつ重要な建物として、所有者および行政・
地域住民が一体となって、今後の保存管理を進めて
いくように努める。
3－ 3　重要な構成要素以外の景観の整備活用
　選定範囲全般について、不必要なき損・滅失がな
いよう、関係機関と調整し、景観に配慮されるよう
努めていく。また、地域では住民が相互に協力し、
美しい町づくりを進めるため、近隣景観形成協定の
締結等を推進し、住民の意識向上をはかっていくも
のとする。
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3 － 4　集落内の水路・水田および針江大川の整備
活用

　水路および大川は、地区住民による日常的な清掃
のほか、年 4回行われる地区行事として行われる川
掃除など、現在も地域全体での維持管理が行われて
おり、選定後は、より一層、景観の基本となる「水」
を守るという意識を住民すべてがもつことで、水路
や水田、針江大川の整備活用につなげることができ
ると考えられる。具体的には、漁業協同組合などの
地域の団体等と連携して、地域に存在することが明
確になった貴重な魚類や植物の観察会や普及事業を
行うなど、この地域の水路・水田・河川の価値に多
くの人が気づくことができる仕掛け作りを推進して
いく。また、現在コンクリート化している集落内の
水路については、将来の修理の際にはできるだけ自
然護岸に近いものに変更するものとし、さらに水中
の生物や植物を通じて、かつては水系によってつな
がれていた水田との関わりの回復に努める。
4．運営体制に関する基本方針
　文化的景観の保全と継承は、行政が行う都市計画
や事業の全体と深く関わりあうため、行政内部では、
土木・観光・商業・農業・環境等、多くの関係部局
との緊密な協力体制が構築できる体制作りが必要と
なる。また地域では近隣景観形成協定の締結を推進
し、地域住民同士で、現在の景観の維持に加えて、
各家、各個人が実施する景観形成への配慮、規定を
定めていけるよう誘導をはかる。さらに、文化的景
観地区に住む市民や重要な構成要素の所有者はもち
ろん、すべての市民が積極的にその継承に参加でき
る仕組み作りが必要であり、これには、針江地域で
すでにカバタ見学の案内やまちづくり活動に取り組
む「針江生水の郷委員会」（報告書第7章第 1節参照）
等と連携し、行政にできる支援も行いながら、地域
住民と外部からの見学者や研究者が一体となった地
域作りを進めていくことが重要である。
第3章　保存管理
1．土地利用方針
　当核地域は、針江大川流域の集落（針江および霜
降）を中心とした一帯と、針江大川流域の水田、そ
して針江大川河口および周辺湖岸ヨシ群落一帯の 3
地区に分けられる。このため、地区ごとの保存管理
の方針を示し、市は所有者等の協力を得て、これに
努めるものとする。
1－ 1　針江・霜降集落
　カバタと水路に象徴される、人々の日常生活の主

な舞台となる地域である。早くから集落形態が形作
られていたことは明確であり、豊富な湧水を目的と
して人々が集まり、集落として発展してきた歴史性
がうかがえる。人々の知恵と工夫によって形作られ
てきた現在の集落景観の維持が重要となる。
○自然的観点
・湧水の維持、水質保全に努める。
・水路に生息する植生物の生態系を維持するよう、
生育環境の保全に努める。

・現在の集落、水路の形態の維持に努める。
・文化的景観に配慮した景観形成を図ると共に、災
害防備に努める。
○歴史的観点
・近世以前に成立したと考えられる建造物、構築物
（カバタ等）の保存に努める。
・保存活用調査によって明らかになった情報を周知
し、集落の歴史的変遷を広く普及することで、中
世以来の集落形態を維持、継承するよう努める。

・一般建造物の新築や改修を行う場合は、文化的景
観に配慮したものにすると共に、災害防備に努め
る。
○社会的観点
・カバタをはじめとする湧水の使用方法を次世代に
継承するよう努める。

・現在に続く集落の組織や活動を維持、継承できる
よう努める。

・カバタに対する信仰、集落内での祭礼行事はこの
集落の地域文化であり、今後の維持、継承に努める。
1－ 2　針江大川流域の水田地帯
　針江大川にその水が流れ込む水田地域はほ場整備
により、昭和 40年代にその姿を変えているが、水
田の機能は地域住民によって維持し続けられるとと
もに、近年では農事改良組合による地域本来の姿が
もつ機能を再発見するための環境保全型農業も盛ん
となっている。また水田地域は、この付近の水路や
河川に生息する魚類等の重要なすみかであり、これ
は、人の住む集落と琵琶湖と水路に囲まれた水田で
あるがゆえの特徴である。今回の申出範囲の中では、
集落と琵琶湖をつなぐ役割を果たす地域でもある。
○自然的観点
・水路の水質保全に努める。
・水田・水路は今後の改修の際には、できるだけ自
然護岸に近いものにすることとし、今後も動植物
の生態系を維持するよう努める。
1－ 3　湖岸地域
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　県内でも有数のヨシ群落が広がり、高島市内の湖
岸地域の中でもとくに保全と今後の活用が期待され
る地域である。この地域のヨシは、古くから周辺
地域の住民にとって貴重な資源であり収入の糧でも
あった。また、現在にあっては、水辺の景観向上と
ともに、水辺の食生物の繁茂にも大きな影響をあた
え、自然・景観の維持にはもっとも重要な地域とい
える。ただ、近年では水中の藻草にも外来種が増え、
このまま放置を続けるとこの地域本来の生態系が維
持できなくなる可能性もあり、定期的な藻の刈り取
りや清掃作業が必要であると考えられる。
○自然的観点
・河川および琵琶湖の水質保全に努める。
・河川および琵琶湖に生息する動植物の生態系を維
持するよう努める。

・ヨシ群落の生育、繁殖環境の維持に努める。
・外来種の動植物の除去に努める。
・針江大川河口の風景は今回申出を行う文化的景観
範囲の極めて特徴的な景観であり、今後も現在の
風景の維持に努める。
○社会的観点
・ヨシ群落を維持・活用する地域コミュニティーの

活動を支援する。
・地元漁師の漁場、また地域活動であるヨシの刈り
場としての機能を維持するよう努める。
2．行為規制の方針
2－ 1　土地利用規制法等による行為規制
　（略）
2－ 2　景観法に基づく景観計画による規制
　（略）
3．現状変更等の取り扱い基準
　重要文化的景観選定申出範囲の現状変更対象行為
は、基本的に当該地域に設定される規制法の手続き
や景観法に基づく届出の対象となっている。また、
平成 20年文部科学省令第 24号により、文化的景観
を構成する要素のうち本質的価値を有する構成要素
を特定し、文化的景観における重要な構成要素とし
て保護の対象とすることになっている。重要な構成
要素の現状変更等の取扱いについては、以下のよう
に対応するものとする。
・重要な構成要素となるカバタの移転・除去を行う
場合

・重要な構成要素となる建造物等の移転・除去を行
う場合

図 4-6　土地利用に基づく景観地域区分
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名称 所在地 所有者等
1 足立家のカバタ 針江 401番 個人
2 福田家のカバタ 針江 405番 個人
3 海東家のカバタ 針江 407番 1 個人
4 高田家のカバタ 針江 493番 1 個人
5 田中家のカバタ 針江 550番 個人
6 美濃部家のカバタ 針江 554番 個人
7 中山家のカバタ 針江 555番 個人
8 松尾家のカバタ 針江 558番 個人
9 水田家のカバタ 針江 574番 個人
10 三宅家のカバタ 針江 576番 2 個人
11 前田家のカバタ 針江 591番 個人
12 前田家のカバタ 針江 593番 個人
13 前田家のカバタ 針江 597番 個人
14 北野家のカバタ 針江 676番 2 個人
15 福田家の内カバタ 針江 172番 個人
16 福田家の外カバタ 針江 172番 個人
17 石津家のカバタ 針江 185番 個人
18 福田家のカバタ 針江 210番 個人
19 小畑家のカバタ 針江 219番 個人
20 森田家のカバタ 針江 227番 個人
21 増田家のカバタ 針江 237番 2 個人
22 伊藤家のカバタ 針江 258番 1 個人
23 田中家の内カバタ 針江 284番 個人
24 田中家の外カバタ 針江 284番 個人
25 清水家のカバタ 針江 295番 1 個人
26 清水家カバタ 針江 296番 個人
27 橋本家のカバタ 針江 314番 1 個人
28 石田家のカバタ 針江 321番 個人

表 4-1　重要な構成要素一覧
29 上原家のカバタ 針江 324番 1 個人
30 沢村家のカバタ 針江 345番 1 個人
31 久保田家のカバタ 針江 349番 1 個人
32 森家のカバタ 針江 369番 個人
33 清水家のカバタ 針江 375番 個人
34 森田家の内カバタ 針江 376番 個人
35 森田家の外カバタ 針江 376番 個人
36 海東家のカバタ 針江 378番 個人
37 吉野家のカバタ 針江 380番 個人
38 山川家のカバタ 針江 386番 個人
39 福田家のカバタ 針江 391番 個人
40 福田家のカバタ 針江 396番 1 個人
41 服部家のカバタ 旭 40番 3 個人
42 福田家のカバタ 旭 358番 10 個人
43 田中家のカバタ 旭 358番 11 個人
44 田中家の内カバタ 旭 358番 5 個人
45 田中家の外カバタ 旭 358番 5 個人
46 美濃部家住宅 針江 554番 個人

47 行者堂 旭 194番 饗庭村霜降
農事実行組合

48 川島酒造店舗・酒蔵 旭 83番、83番 1 川島酒造株式会社

49 正伝寺　亀の池 旭 38番 宗教法人
正傳寺

50 一級河川　針江大川 針江 国土交通省
51 普通河川　針江大川 針江 高島市
52 普通河川　前郷川 針江 高島市
53 普通河川　小池川 針江 高島市
54 普通河川　石津川 針江 高島市

図 4-7　重要な構成要素位置図（重要な構成要素番号は表 4-1 参照）



54　　Ⅰ  文化的景観保存計画の概要

4．文化的景観における重要な構成要素の特定
　「高島市針江・霜降の水辺景観」がどのような景
観特性によって実体化されているかについては、「文
化的景観保存活用調査報告書」で述べたとおりであ
る。この調査結果に基づき「高島市針江・霜降の水
辺景観」の本質的な価値を示しかつ景観特性を構成
する物件を重要な構成要素として特定した。
　（図 4－ 7、表 4－ 1参照）
　（後略）
第4章　整備・活用の基本方針
1．全体に共通する考え方
　高島市針江・霜降の水辺景観は、これまでから湧
き水をはじめとする多様な水文化や、集落に続く水
田や美しい湖岸の風景で注目を集める地域である。
ここでは、地域住民の「景観を守る」という意織も
高いことから、今後も地域・行政・関係機関が連携
して、現在の美しい景観を守ることと、水が流れる
環境、それによって育まれた景観の維持に配慮を続
けるとともに、今後の積極的な整備・活用方法を検
討していく必要がある。
　地域へのアンケート調査結果からも明確なよう
に、何よりも大切なポイントは、この地域がそこに
住む人々にとって、住みやすい、住み続けたい土地
であることで、より多くの人がそう思えることが、
現在の多様な水文化の継承および地域の活性化につ
ながっていくことは間違いない。
　一方でこの地域では、住民自らが地域を守るため
に始めた見学者の受け入れ体制や地域の案内ガイド
組織が確立されているとともに、水田の景観の維持
につながる環境保全型農業への取り組みも熱心に行
われている。今後は、全国から注目される地域であ
ることを認識し、外部の応援団を増やすとともに、
従来からの生活習慣を崩すことなく、住民自らが、
住みやすさ、安全を守りつつ、この地域独特の文化
的景観を整備・活用していくことが目指されている。
2．整備・活用の具体的な手法
・文化的景観の保全については、不必要なき損・滅
失がないよう、関係機関と調整し、景観に配慮さ
れるよう努めていく。

・地域住民および観光客に対し文化的景観の周知を
はかり、理解を深めるよう努める。

・文化的景観の継承のために、地区ごとに近隣景観
形成協定を締結し、地域住民の意識向上を図る。

・地域（区）および既存団体と行政との連携を強める。
・地域内の農事改良組合と連携・協力し、水田の最

観の維持、好ましい生物の増殖を図る。
・漁場となっている水域については、湖西漁業協同
組合と連携・協力し、景観の維持向上を図る。具
体的には、漁船の停留位置に配慮するとともにエ
リ漁をはじめとする伝統的な漁法の継続に努める。

・水土里ネットしんあさひ（土地改良区）と連携し、
針江の水田で実施されている「高島市うおじまプ
ロジェクト」の活動を推進し、魚類の生息する水
田の復活を目指す。

・「針江生水の郷委員会」と協働し、重要な構成要素
を活用した観光経路を検討する。

・カバタの見学方法の在り方、情報発信方法の再検
討を行う。

・地域の大学などの協力を得て、カバタの歴史的価
値の調査を行い、伝統的工法による修理方法を検
射する。

・重要な景観構成要素に特定した建造物については、
詳細調査を行い、保存に不可欠な場合は修理を行
う。

・湖岸のヨシ群落の維持管理については管理者であ
る滋賀県に連携・協力を求め、地域の行事として
のヨシ刈り・ヨシ焼きの継続を図る。
第5章　運営及び管理体制
1．行政
　（前略）
今回の申出範囲については、景観計画に法づく景観
計画区域（文化的景観地域）に設定されており、景
観形成の推進については市の景観担当部局が行うこ
ととなる。行政としては、ここで定める文化的景観
保存計画を踏まえ、文化的景観の管理と継承に関す
る効率的な行政運営を行うために、関係する庁内の
土木・観光・商業・農業・環境・教育部局等の連携
体制をより強化して取り組む必要がある。また、選
定後は、今回の調査結果に基づき積極的な整備計画
を策定する必要があり、それには、いかに地域住民
の声を取り入れ希望に沿った計画を策定できるのか
が大きな課題となる。計画の策定にあたっては、保
存活用委員会を基盤として、今後の迫加選定申出や
整備、活用方針の検討を行う「整備計画検討委員会」
を立ち上げることとする。
2．地域住民
　文化的景観の保存と活用は、行政の施策とともに、
地域住民の活動と自主性が重要となる。当該地域内
の針江区では、すでに多数の見学者の案内と自分た
ちの住む地域の環境を自らが守るための組織作りが
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進んでおり、この「針江生水の郷委員会」の活動の
活性化は、文化的景観の活用および地域住民への波
及、さらに外部の人々への紹介のためにも重要であ
る。この「針江生水の郷委員会」による地域見学ツ
アーやマップ作製は、外部からも高い評価をうけて
おり、この活動を継続させ、また地域全体に根づか
せていく必要があることから、今後は地域住民中の
理解者と外部の応援者を積極的に増やしていく必要
がある。
　また、針江・霜降地区全体としての景観保全への
意識は、アンケート結果等からもかなり高いことが
明らかとなっており、今後は行政と連携して、近隣
景観形成協定の締結等による区民による自主的な地
域作りの持続的な取り組み等を推進していく必要が
ある。
　（図4－ 8参照）

／出典：『「高島市針江・霜降の水辺景観」保存活用
事業報告書』（平成 22年 3月、高島市新旭地域のヨ
シ群落および針江大川流域の文化的景観保存活用委
員会）、抜粋、一部修正

図 4-8　高島市針江・霜降の水辺景観保存・活用体制図
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明日香村の中央部を貫流し大和川へ注ぐ飛鳥川の源流域では、スギ・ヒノキが卓越する深い植林地の中で
集落・農地が営まれている。奥飛鳥地域の記録は皇極天皇元年（642）まで遡ることができ、中世末期には
入
にゅうだに

谷・栢
かやのもり

森・稲
いなぶち

渕・畑
はた

の 4 大字が飛鳥川上流域の「ムラ」として成立していたとされる。地域ではハギやヤ
マブキなどいわゆる万葉植物の植生も卓越しており、豊かな生態系が育まれている。
飛鳥川沿いに展開する河岸段丘の段丘面上や山の緩斜面上には、小規模な集落が展開する。いずれも斜面

地に平場を造成するために、飛鳥川の川石や山を切り開いた際に出土した石材を用いた石積を伴う。集落の
中には、急傾斜の茅葺屋根と緩傾斜の瓦葺屋根を有した落

おちむね

棟とを組み合わせた大
やまとむね

和棟の民家が点在しており、
石積と併せて独特の集落景観を形成している。
地域では、おもに農業が営まれている。特に稲渕では地域でも有数の広さを誇る棚田が形成されており、

現在も耕作が継続されている。棚田には、15世紀に遡るとされる井
い で

手によって水が供給されており、最長3.8km
を誇る大

お お い で

井手をはじめ数十本の井手が耕作者によって管理されている。農業に関連してさまざまな神事が飛
鳥川を舞台に行われており、また集落から河岸の階段を下りて飛鳥川に設えたアライバで洗いものをするな
ど、流域における日常的な生活・生業と飛鳥川との結びつきは強い。
このように、奥飛鳥の文化的景観は、飛鳥川上流域において展開される、地形に即して営まれてきた居住

の在り方と、農業を中心とした生業の在り方とを示す価値の高い文化的景観である。しかしながら、現在は
過疎化による空き家の増加や、後継者不足による耕作放棄地の発生など、地域共同体を維持していく上で課
題が生じている。そのため、当該地域における生活・生業を維持し当該文化的景観を保存・活用するため、
明日香村は文化的景観保存調査を実施し文化的景観保存計画を策定した。調査では景観単位として、山間の
傾斜地に形成された棚田をはじめとする農地および山林、潅漑のため形成された井手をはじめとする河川お
よび水路、石積と大和棟家屋とを特徴とする居住地が析出された。また、保存計画では、重要な構成要素と
して棚田・石積など 11 件の不動産が特定されている。これらに基づき、今次選定申出が行われた当該文化的
景観について重要文化的景観に選定し、その保存・活用を図るものである。／出典 :『月刊文化財』第 576 号、
一部修正

5  奥飛鳥の文化的景観
奈良県高市郡明日香村

図 5-1　「奥飛鳥の文化的景観」の位置 図 5-2　稲淵の棚田

重要文化的景観の概要

奥飛鳥の文化的景観奥飛鳥の文化的景観奥飛鳥の文化的景観

奈良

橿原神宮前
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図 5-3　室町時代につくられ、現在も地域で管理がなさ
れている井手（下井手取水部）

図 5-4 飛鳥川の氾濫原であった谷部の石材を用いた石
積み（稲渕）
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奥飛鳥の文化的景観保存計画

はじめに
序章　計画策定の目的と体制
序－1　計画策定に至る背景と目的
（1）計画策定の背景
　（前略）
古代から中世、近世にかけて、かつての宮都は農村
へと変容したものの、平地と周囲を取り囲む山地で
形成される景観の骨格は失われず、現在も古代の宮
都を偲ばせる宮跡、寺跡、古墳などが水田景観の中
に広がり、古都保存法、明日香法・風致条例、文化
財保護法などの法制度によって全村域にわたって歴
史的風土が保存されている。（中略）
　また、村外からの多くの観光客が訪れることから
もわかるように、明日香村は魅力ある独特の景観を
有している。しかし、来村者には、明日香村の景観
を支えてきた生業や生活に関する理解が十分になさ
れていない状況にある。一方で、村民にとっても、
自らの生活や生業の持続が、景観に深く関わってい
ることには、なかなか気付きにくいものとなってい
る。
　そのため、明日香村における文化的景観に関する
調査を通じて、その価値を正しく評価するとともに、
保存・活用のための方策の検討が求められている状
況にある。
　さらに、平成 19（2007）年に「飛鳥・藤原の宮都
と関連資産群」として、世界遺産暫定一覧表への追
加記載がなされたが、世界遺産の取り組みと連携し
ながら、景観の保全に向けた取組みが求められてい
る。
　（後略）
（2）計画策定の目的
　本計画では、奥飛鳥地域を対象として、地域にお
ける文化的景観を構成する要素の特定およびその特
徴の分析などを通じて、それらの要素と生活、生業、
信仰等との関わりや構成要素間の有機的関連などか
ら本質的価値を明らかにし、その価値を次世代に継
承するため、奥飛鳥地域文化的景観保存計画を策定
することを目的とした。
序－2　検討のための体制
　（略）

第Ⅱ部　文化的景観保存計画編
第6章　保存計画
6－ 1　計画の目的・手法・区域
（1）計画の目的
　（前略）
この地域の風土や生活・生業を表す独特の景観であ
る「古代から連綿とつながる飛鳥川を中心とした文
化・生業・生活と深く結びついた地域独自の文化を
表象する景観」を文化的景観として適切に保護し、
地域の財産として将来世代に継承すること、また地
域活性化に活用することを目的として、本計画にお
いてその保存の方向性等を示す。
（2）重要文化的景観の区域
　奥飛鳥地域を構成する稲渕、栢森、入谷の 3大字
の範囲に、稲渕の棚田を形成している飛鳥川右岸の
阪田大字、左岸の祝戸の一部を加えた範囲を重要文
化的景観の申出区域とする。また畑大字の畑谷川（細
谷川）およびその周囲を追加選定予定区域とする。
　対象区域の面積は 565.8ha（稲渕：216.4ha、栢森：
168.1ha、入谷：166.5ha、祝戸（一部）：9.4ha、阪田（一部）：
5.5ha）である。また追加選定予定区域は 88.6ha であ
る。
　（付図略）
6－ 2　保存の基本方針
（1）奥飛鳥地域文化的景観保存の基本方針
　（前略）
奥飛鳥地域の文化的景観を代表する稲渕の棚田の保
存・継承を進めるためには、その担い手の確保はも
ちろんのこと、年行という水利慣行により用水が
賄われているという社会的特性を考慮する必要があ
る。このように、奥飛鳥地域の文化的景観は個々の
構成要素ならびに構成要素間が関係して成立してい
ることから、景観構成要素の有機的関連ならびに社
会的特性に配慮して保存を図るものとする。
　また、奥飛鳥地域は飛鳥川上流域の森林や農地な
どの土地利用が維持されていることによって、数多
くの万葉植物や希少種も含めた多様な動植物が存在
する環境を有しており、これらも奥飛鳥地域の文化
的景観の価値を高めている。そのため農業や生活に
影響を与える水環境の保全をはじめ、地域の生物多
様性にも配慮した生活や生業の仕組みを継承すると
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ともに、新たな整備を行う際にも、十分な配慮を行
うこととする。
　保存にあたっては、古都保存法、奈良県風致地区
条例、文化財保護法、農振法、森林法等の既存関連
法令との調整を図るとともに、これらの法令で保存
が十分に担保されていない重要な構成要素に関して
は、文化的景観の重要な構成要素として現状変更等
の届出対象として設定するほか、明日香村景観条例
にもとづき奥飛鳥地域が独自に策定する「奥飛鳥地
域景観計画」（仮称）において保存のためのガイド
ラインの項目として規定することで、文化的景観の
保存の実効性を高める。
　また、公共事業に関しても、明日香村への行為の
通知を義務付け、影響が大きいと判断される場合は

事前に協議を行う仕組みづくりを進めることとす
る。
（2）景観単位別保存の基本方針
①「飛鳥川」
　飛鳥川は奥飛鳥地域の文化的景観の中心となる構
成要素であるため、より積極的に保存・継承を図る
必要がある。このため、河川整備にあたっては、周
辺の景観との調和を配慮するとともに、日常的な管
理に関しては、大字住民が管理を行うことができる
仕組みを作り出すものとする。さらに、過去に整備
が行われている箇所に関しても、文化的景観の価値
を損なうものは、将来的な再整備の実施にあたり、
奥飛鳥地域の文化的景観に対する調和に配慮するも
のとする。

図 5-5　重要文化的景観選定範囲図・重要な構成要素位置図
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　特に綱掛け神事や、男淵・女淵等の習俗に関係す
る場、飛び石等の万葉集に詠われた場、飛鳥ホタル
の生息空間については、奥飛鳥地域の文化的景観の
特徴を強く表す場であるため、より配慮が必要とな
る。そのため、古都保存法および風致地区条例にも
とづく行為制限の適用除外となる小規模な土地の形
質変更や工作物等の新築についても、景観計画にお
ける基準設定に基づき保存の処置を図る。また景観
重要公共施設としての位置付けを検討するなど、き
め細かく整備に関する事項を調整することを検討す
る。
　さらに、棚田の用水を賄う、八幡だぶに代表され
る井手の取水部および堰については、農業や水利慣
行などの文化的景観の特徴を強く表す要素であり、
伝統的な水利慣行などの仕組みを含めて保存・継承
を図る。
②「集落」
　稲渕、栢森、入谷の 3集落ともに、伝統的民家や
社寺などの歴史のある建造物の保存と併せて、その
他の建造物および構造物に関しても、伝統的な建造
物との調和や全体としての統一感の形成を図る必要
がある。そのため、古都保存法および風致地区条例
にもとづく建築物等の新築や増築に関する行為の制
限に加え、既存の構成要素の修繕等に関しても景観
計画にもとづく基準設定を行う。
　また、奥飛鳥の集落は周囲の飛鳥川、農地、森林
と一体となることで、集落景観が特徴付けられてい
る。そのため、集落に隣接する森林や農地との景観
的調和を図る。
　（後略）
③「農地」
　平坦部の少ない奥飛鳥地域では、農地の多くが棚
田の形態となっており、特に稲渕の棚田は、地域の
生業の歴史を表す重要な要素として積極的に保存・
継承を図る。今後、景観農業振興地域整備計画を策
定による、景観に配慮した農地の保全や整備等につ
いても検討する。
　さらに、景観単位としては農地に含まれる飛鳥稲
淵宮殿跡は国指定の史跡であり、文化財保護法によ
る保護の措置を図る。
　また耕作放棄された棚田や、原野化した棚田に関
しては、地区内の主要幹線道路等の主要な視点場か
らの可視性が高い棚田等はボランティアなどの支援
を受けながら復田等を行うことを検討する。
　畑や果樹に関しても、奥飛鳥地域の地形・地質条

件や、社会的条件と密接に関係した人々の労働や創
意工夫の歴史を表す重要な要素であり、保存・継承
を図る。
　さらに、棚田の石積みは、長年にわたる労働の歴
史を表すとともに、棚田景観の重要な構成要素であ
り保存・継承を図る必要がある。保存にあたっては、
奥飛鳥地域において、石積み築造の際に伝統的に採
用されてきた、下段の石積み（空積み）から天端に
かけて土羽で突き固めた工法、また地中に杭を打ち
込み割り竹をしがらみ状にした中に土を詰め突き固
めながら天端まで土羽で立ち上がる工法で築造され
た石積みについては、文化的景観の構成要素として
現状変更等の届出対象とする。さらに上記の伝統的
な工法を「奥飛鳥地域景観計画」（仮称）にガイド
ラインとして位置付け、築造・修繕の際にも配慮を
行うこととする。
　藁を積み上げた「ススキ」は地域の伝統的な農法
によるものであり、また棚田の重要な景観構成要素
であるため、継承を図る。
　井手は年行と呼ばれる水利慣行により管理された
地域の生業の歴史・仕組みを表す要素であり、伝統
的な水利慣行等の仕組みを含めた保存・継承を検討
する。
　また農地の保存・継承を図るために、現在、稲渕
で行われているオーナー制度に代表される、新たな
担い手の創出などの仕組みづくりを行う。
④「森林域」
　奥飛鳥地域は周囲を森林で囲まれており、地域の
広い範囲から見ることができる森林は、多様な生物
の生息環境を提供するとともに、重要な景観構成要
素ともなっている。さらに林業をはじめ、かつては
炭焼きやシイタケ栽培も行われており、地域の生業
の歴史を表す重要な場所でもある。特に飛鳥川源流
域の女淵や男淵等に代表される文化的景観を構成す
る重要な要素を有する場では、周囲の樹林が構成要
素と一体となり独特の環境を形成しており、周囲を
含めた環境の保存・継承を図る。
　また、各大字住民は、森林域に位置する飛鳥川上
坐宇須多伎比売命神社の氏子として、宮講とよばれ
る精神的なつながりを有しており、境内地も含めて
文化的景観の構成要素として現状変更等の届出の対
象とする。その他、大字住民により管理が行われて
いる地蔵尊や祠、墓地等を含めて保存・継承を検討
する。
　さらに、奥飛鳥地域内外との往来や交流の場と
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なっていた古道や林道に関しても、地域の歴史を表
す重要な場であり、地区を周遊する歩道等の整備に
より保全活用を進める。
（3）地域に根ざした無形の要素の保存方針
　奥飛鳥地域では、稲渕大字と栢森大字で行われる
綱掛け神事をはじめとした祭礼や年中行事、また地
域の伝統的な石積みの工法や棚田の「ススキ」など
に代表される生活や生業の知恵など、地域のコミュ
ニティに根ざした無形の価値、また民俗的な価値を
持つ要素が多く存在する。これらの無形の要素は、
4つの景観単位を構成する有形の要素と有機的に関
連することで、奥飛鳥地域の文化的景観のさらなる
固有性を生み出している。
　古代から奥飛鳥地域の生活・生業・文化は時代の
変化に応じて変容を繰り返しながらも、その基底を
なしている無形の要素が継承されることで、現在の
文化的景観の価値が生まれている。
　そのため、文化的景観の保存にあたっては、奥飛
鳥地域で古代から続く人々の地域の環境への働きか
けという歴史的特性を考慮した上で、有形の要素だ
けでなく、地域の生活や生業を支えてきた伝統的な
維持管理の手法や仕組みなど、地域に根ざした無形
の要素についても保存・継承を図る。
　さらに無形の要素の保存・継承を図る上では、祭
礼や年中行事に代表されるように、それらが執り行
われる「場」も併せて保存するものとする。これに
より、無形の要素の価値と、空間の価値とが有機的
に関連することで生まれている奥飛鳥地域固有の文
化的景観の保存・継承につながるものである。
6 － 3　文化的景観の価値を構成する要素とその保

存の方針
（1）文化的景観の価値を構成する要素間の関係の継

承
　奥飛鳥地域の文化的景観を保存するためには、既
存法令及び景観計画を活用し、現状変更及び保存に
影響を与える行為のコントロールを行う必要があ
る。
　一方で、奥飛鳥地域の文化的景観は、敷地単位の
ミクロのスケールから、集落単位のメソスケール、
さらには集落周辺の土地利用や奥飛鳥地域全体と
いったマクロのスケールまで、それぞれのスケール
の中で複数の構成要素が有機的に関連することで価
値が形成されている。
　そのため、法令等によるコントロールにより、文
化的景観を構成する個別の要素の保存を進めるにあ

たっては、以下に示すスケール別の文化的景観の価
値を踏まえた上で、それらのスケール間の関係性に
ついても、併せて適切に継承されるように配慮を行
うこととする。
（2）スケール別にみた文化的景観の構成要素と保存

方針
①敷地単位でみた構成要素と保存方針
　奥飛鳥地域の伝統的な民家は、主屋と複数の付属
屋とで中庭を取り囲む敷地配置に特徴があり、農業
と密接に関連した住まいの形が奥飛鳥地域の文化的
景観の価値となっている。このため、主屋、付属屋、
中庭で構成される空間配置を構成要素と捉え、その
保存・継承を進める。
②集落単位でみた構成要素と保存方針
　稲渕は、山裾の旧道に沿って発達した街道型集落
の特徴を有している。家々の多くは旧道上部の山地
斜面に立地し、細い路地の坂道に沿って、伝統的民
家や石積みが点在する景観が稲渕の特徴となってい
る。また綱掛け神事が行われる河川沿いや地蔵尊な
ど、年中行事や祭礼に関係する場所が点在し、地域
の信仰や習俗を支える重要な空間となっている。こ
のため、綱掛け神事が行われる飛鳥川、集落内の地
蔵尊などの生活に係る要素の保存・継承を進める。
　栢森は、飛鳥川の源流である 3本の河川の合流地
点にあり、谷底の河川に沿って民家が並ぶ独特の景
観を有している。洗い場や川沿いの各家に設置され
ている橋など、水に関連した景観構成要素が点在す
ること、稲渕同様に河川沿い等では地域の信仰や習
俗を支える重要な場が点在することが、栢森の特徴
となっている。このため、特に洗い場など水に関連
する要素の保存・継承を進める。
　入谷は山地斜面に立地する塊村状の集落であり、
稲渕および栢森とは 100ｍ以上の標高差がある。集
落内においても 50ｍ以上の標高差があり、集落内
を歩くことで、立体的に変化する景観を楽しむこと
ができる。他の 2集落と異なり、個々の民家は比較
的離れて立地し、その間には畑地や斜面緑地が点在
する景観的特徴を有している。峠を介した吉野地方
との流通往来の玄関口として栄え、かつての歴史に
まつわる資源が存在することも入谷の特徴となって
いる。このため、かつての流通往来にまつわる古道
などの集落のかつての様相を示す要素の保存再生を
進める。
③集落と周辺の森林・河川・農地とで形成される構
成要素と保存方針
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　稲渕は飛鳥川の流れが形成する谷筋の河岸段丘面
上に立地し、より低部段丘面に立地する農地と、集
落背後の森林とで、飛鳥川－農地－集落－森林とい
う立体的な景観の構造を生み出している。
　栢森は谷の底部を流れる河川に沿って集落が立地
し、集落上部の山裾に農地が存在している。稲渕と
異なり、河川－集落－農地－森林という立体的な構
造を有している。
　一方、入谷は山地のわずかな緩斜面に立地してお
り、他の 2集落と異なり森林との関係が強くなって
いる。栢森からは、周囲の樹林に取り囲まれている
集落の様子を眺めることができる。
　このように集落と森林・河川・農地が相互に関連
しあって現在の景観を継承してきたことに価値を有
しており、集落と周辺環境で形成される構成要素を
一体として保存・継承を進める。
④奥飛鳥地域全域の構成要素と保存方針
　（前略）
奥飛鳥地域は、上流部から中流部へかけての飛鳥川、
大和棟構造を有する民家・石積み・水路・樹木、棚田・
井手、稜線・古道など、河川・集落・農地・森林域
の変化が、奥飛鳥地域全体の価値を構成している。
　このため、3大字の固有性と、地域で継承されて
きた生活・生業の仕組みを基底とする統一した景観
の保存・継承を進めると共に、奥飛鳥地域の土地利
用の特性に勘案して、飛鳥川、集落、農地、森林域
の景観単位別に保存に関わる土地利用を誘導するも
のとする。

表 5-1　重要な構成要素一覧
名称 所在地 所有者・管理者

稲渕の棚田およびその石積み 稲渕大字内、阪田大字内、祝戸大字内 個人または国（国土交通
省）、奈良県、明日香村

八幡だぶ 稲渕大字内（飛鳥川河川区域内） 稲渕大字水利組合（大井
手）

女綱・男綱および女淵
（女綱）栢森599-1 他 
（男綱）稲渕 1005-2 他 
（女淵）栢森大字内（飛鳥川河川区域内）

（女綱）栢森大字 
（男綱）稲渕大字 
（女淵）明日香村

飛鳥川の飛び石 稲渕大字内 明日香村

洗い場 栢森大字内（飛鳥川河川区域内） 
※最上流部のみ河川区域（飛鳥川）の区域外 栢森大字

飛鳥川上坐宇須多伎比売命神社および
境内地 稲渕698 稲渕大字

加夜奈留美命神社および境内地 栢森358 および 359 栢森大字
大仁保神社および境内地 入谷548 入谷大字
南淵請安先生の墓および故地 稲渕1104 稲渕大字
竜福寺層塔 稲渕 1084 竜福寺

飛鳥稲淵宮殿跡

稲渕 16、稲渕 17、稲渕 18-1、稲渕 19-1、稲渕 20-1、稲渕 22-1、
稲渕 23、稲渕 24、稲渕 24-1、稲渕 25、稲渕 26、稲渕 28、稲渕
29、稲渕 30、稲渕 31、稲渕 31-1、稲渕 34、稲渕 35、祝戸 276、
祝戸 277、祝戸 278-1、祝戸 279、祝戸 280、祝戸 281、祝戸
282、祝戸 298-1、祝戸 299-1、祝戸 300-1

文部科学省

6 － 4　文化的景観の価値を構成する重要な構成要
素とその保存の方針

　奥飛鳥地域の文化的景観を構成する要素のうち、
文化庁長官への滅失又はき損に係る届出、現状変
更等の届出の対象となる重要な構成要素を以下に示
す。
　（図5－ 5、6、表 5－ 1参照、付図一部略）
6 － 5　景観単位別の構成要素の保存に関わる土地

利用等の考え方
（1）文化的景観に係る規制・他の法令による制限
　（略）
（2）「飛鳥川」における保存に関わる土地利用等の

考え方
　（前略）
①景観単位内の構成要素と保存の方針
　景観単位「飛鳥川」の主たる構成要素である飛鳥
川の流れ、川に関連する信仰習俗の場、井手の取水
口などの生業に関連する場、文化財等の保存・継承
を図る。
　（表5－ 2参照）
②今後の課題
　飛鳥川を景観重要公共施設として位置づけること
を検討するなど、整備に関する事項を定める。
（3）「集落」における保存に関わる土地利用等の考

え方
　（前略）
①景観単位内の構成要素と保存の方針
　景観単位「集落」の主たる構成要素である民家や
社寺、石積み、大木などの地域の生活に関係するも
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図 5-6　重要な構成要素の個別記載（「洗い場」の例）
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表 5-2　景観単位「飛鳥川」内の構成要素と保存の方針

表 5-3　景観単位「集落」内の構成要素と保存の方針
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のの保存・継承を図るとともに、周辺との調和や全
体としての一体感の形成を図る。また地蔵盆や七夕、
「とんど」などの年中行事の場の保存を図る。
　（表5－ 3参照）
②今後の課題
　伝統的民家の中で景観上重要なものについては、
景観重要建造物等の指定について検討する。大木に
関しては、景観重要樹木の指定について検討する。
（4）「農地」における保存に関わる土地利用等の考

え方
　（前略）
①景観単位内の構成要素と保存の方針
　景観単位「農地」の主たる構成要素である棚田を
中心とする農地、棚田を構成する石積みや井手など

の保存・継承を図る。
　（表5－ 4参照）
②今後の課題
　景観農業振興地域整備計画の策定により、景観に
配慮した農地の保全や整備等を図る。また耕作放棄
された農地に関しては復田等を進める。またオー
ナー制度に代表される、農業の新たな担い手の創出
などの仕組みづくりを引き続き進める。
（5）「森林域」における保存に関わる土地利用等の

考え方
　（前略）
①景観単位内の構成要素と保存の方針
　景観単位「森林域」の主たる構成要素であるスギ・
ヒノキ林およびコナラ林、信仰習俗に関連する女淵

表 5-4　景観単位「農地」内の構成要素と保存の方針

表 5-5　景観単位「森林域」内の構成要素と保存の方針



66　　Ⅰ  文化的景観保存計画の概要

表 5-6　文化庁長官への届出を要しない場合
届出の種類 届出を要しない場合

滅失・き損

・都市計画事業の施行として行う行為 
・国、都道府県、市町村等が行う行為 
・道路、水道、下水道、電気工作物等の設置又は管理に係る行為 ・通常の農林業の
生産活動に係る行為
　（栽培作物の変更、耕作の放棄・休耕、森林の施業、森林の管理等）
・農林業を営むために通常必要となる行為
　（土地の形質変更、物置・作業小屋の設置等）
 ・農林業の生産活動の維持・増進を図るために必要な行為
　（農業構造、林業構造の改善に関する事業、土地改良事業、森林の整備保全に係
る事業等）　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

現状変更等

・維持の措置（※） 
・非常災害のために必要な応急措置 
・他の法令の規定による命令に基づく行為 
・通常の農林業の生産活動に係る行為
　（栽培作物の変更、耕作の放棄・休耕、森林の施業、森林の管理等） 
・農林業を営むために通常必要となる行為
　（土地の形質変更、物置・作業小屋の設置等） 
・農林業の生産活動の維持・増進を図るために必要な行為
　（農業構造、林業構造の改善に関する事業、土地改良事業、森林の整備保全に係
る事業等〉
・公共施設の管理行為全般　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

※維持の措置の範囲 
1. 重要文化的景観がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該重要文化的景観をその選定当時（選定
後において現状変更等の届出をしたものについては、当該現状変更等の後の現状）に復するとき。
2. 重要文化的景観がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。 
3. 重要文化的景観の一部がき損し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

表 5-7　滅失又はき損に係る届出の様態、現状変更等の届出の行為
重要な構成要素 行為 種別 現状変更 滅失・き損

稲渕の棚田およびその石積み 石積の改築・修繕 地域の伝統的な工法による石積
み ◯ ◯

八幡だぶ 工作物の新築 河道およびその周辺 ◯ ◯

女綱・男綱および女淵 水面の埋め立て又は干拓、土
石の類の採取 河道およびその周辺 ◯ ◯

飛鳥川の飛び石 改修・移設・除却 飛び石 ◯ ◯
洗い場 新築・増築・改築（修繕） 洗い場、石段 ◯ ◯
飛鳥川上坐宇須多伎比売命神
社および境内地

建築物の新築・増築・改築、
土地の形質変更、樹木の伐採

社殿（摂末社を含む）、 鳥居、石
段、燈籠等の 石造物、境内地 ◯ ◯

加夜奈留美命神社および境内
地

建築物の新築・増築・改築、
土地の形質変更、樹木の伐採

社殿（摂末社を含む）、 鳥居、石
段、燈籠等の 石造物、境内地 ◯ ◯

大仁保神社および境内地 建築物の新築・増築・改築、
土地の形質変更、樹木の伐採

社殿（摂末社を含む）、 鳥居、石
段、燈籠等の 石造物、境内地 ◯ ◯

南淵請安先生の墓および故地 土地の形質の変更 墓石およびその他小祠 等、鳥居、
燈籠等の石 造物、境内地 ◯ ◯

竜福寺層塔 改修・移設・除却 石造物 ◯ ◯
飛鳥稲淵宮殿跡 土地の形質の変更 史跡指定地 ◯ ◯

や男淵、飛鳥川上坐宇須多伎比売命神社等の保存・
継承を図る。
　（表 5－ 5参照）
②今後の課題
　荒廃している樹林の再生や、そのための仕組みづ
くりが必要となる。また古道等は、地区を周遊する
歩道等としての整備を進める。
6－ 6  重要文化的景観の現状変更等の取り扱い基準
　（前略）
重要文化的景観の保存を図るため、文化庁長官への
滅失又はき損に係る届出の様態、現状変更等の届出
の行為を、下記のとおりとし（付表略）、現状変更
等の届出の対象となる要素とその内容は表 5－ 7に

示すとおりとする。
6－ 7　整備活用の基本方針
　（前略）
（1）整備活用の基本方針
①全体方針
・稲渕・栢森・入谷のそれぞれの大字を運営の母体
としながら、地域外居住者の維持管理への参加や
交流の促進を進める。

・重要文化的景観選定に伴い増加が見込まれる来訪
者の、観光・体験学習拠点の整備を行う。

・来訪者の景観構成要素に関する理解促進のために、
構成要素の位置や経路を示した案内板を設置する。
併せて、住民の生活圏域や農地等への立ち入りを
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防ぐために、立ち入り可能な範囲等を示した案内
板も設置する。

・地域内に点在する景観構成要素を巡るための周遊
ルートおよび眺望点の設定および整備を行う。

・整備活用にあたっては、希少種をはじめとした動
植物の保全、地域外からの外来種の移入などに十
分配慮し、地域の生物多様性の保全を図る。
　（付表略）
②景観単位「集落」における方針
・集落景観のシンボルでありながら、現在は空き家
となっている大和棟構造を有する民家等について
は、居住者の斡旋、宿泊施設や農産物直売所等と
しての活用を行う。

・重要な景観構成要素となっている石積み等につい
ては、地域の伝統的な工法の技術の継承や、その
ために必要な材料の確保を行う。

・地域の祭祀や行事等を保存継承するために、風俗
慣習、民俗芸能、民俗技術などの無形資産の継承
を図る。
③景観単位「飛鳥川」における方針
・七夕や盆行事など飛鳥川に関連する年中行事の継
承とともに、それらの行事の場について、修景等
の整備を行う。

・地域の伝承に関係する源流域の女淵・男淵等にお
いては、河川とともに独特の環境を形成している
周囲の樹林等の整備を行う。
⑤景観単位「森林域」における方針
・林業の衰退等とともに放置される森林が増加して
おり、地域外居住者との連携等により、森林の適
正な管理を行う。

・人工林の一部については、奥飛鳥地域のかつての
森林の形態であり、生活や生業とも密接に関係し
ていた広葉樹林への転換を進める。

・古道は、吉野地域など地域外との流通往来の歴史
を強く表すものであり、周遊ルートとして整備す
る。

（2）活用のための施設計画
①ビジターセンター・宿泊施設
　（略）
②周遊路の設定
　（略）
第7章　保存活用に関わる運営および取組
7－ 1　文化的景観保存の体制
（1）明日香村文化財保護委員会文化的景観部会（仮

称）の設置

　文化的景観の保存にあたっては、明日香村文化財
保護委員会のなかに、文化財、建築、造園、農業、民俗、
動植物、観光等の専門家で構成される文化的景観保
存部会（仮称）を設置し、文化的景観に大きな影響
を与える事案、構成要素の現状変更に関する届出に
係る行為の指導・助言などに関する審議を行う。
　明日香村文化財保護委員会文化的景観部会（仮称）
は、平成 23（2011）年 4月に策定予定の明日香村景
観計画にもとづき、景観保全に関する審議を行う「明
日香景観委員会」（仮称）との連携を図り、景観重
要建造物や景観重要公共施設等の指定等に関する働
きかけを行う。さらに、大字単位の景観形成の推進
主体となる「大字景観協議会」とも連携をとりなが
ら、文化的景観の保存を図る。
　また、文化財保存に関する審議を行う明日香村文
化財保護委員会とも連携を図り、文化的景観の区域
内に位置する建造物や史跡等の文化財の保護等に関
する協議を行う。
　（付図略）
（2）大字を母体とする運営体制
　奥飛鳥地域では、祭礼や年中行事の執行、清掃等
の維持管理、農業等の生業に関する取り決めなど、
稲渕・栢森・入谷のそれぞれの大字単位で活動が行
われている。そのため、文化的景観の保存にあたっ
ても、個々の大字を運営の母体とし、奥飛鳥地域全
体の内容については、3大字間で連携を取りながら
進めることとする。
　一方で、3大字を母体とする運営を基本としなが
らも、選定後の支援の受け皿、地域外の主体との調
整窓口等を一本化し、文化的景観の各構成要素につ
いて、より効率的な管理を進めていく組織の構築が
望まれる。そこで、3大字の住民で構成される「奥
飛鳥大字景観協議会」（仮称）を、文化的景観の保存・
活用にあたっての活動の主体、また地域外の組織や
公的機関との連携および情報交換の窓口として位置
付ける。
　奥飛鳥地域においては、平成 14（2002）年から 3
大字が連携して「神奈備の郷活性化推進委員会」を
組織し、「特産品等研究・開発部会」、「食材等供給
部会」、「体験学習部会」、「施設整備検討部会」とい
う 4つの部会を中心に地域活性化の取り組みを進め
ている。そこで、「奥飛鳥大字景観協議会」（仮称）
は「神奈備の郷活性化推進委員会」と連携を行うこ
とで、地域活性化に資する文化的景観の保存・活用
の方法についても検討を行う。
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　明日香村ならびに明日香村地域振興公社などの関
連団体は、「奥飛鳥大字景観協議会」（仮称）または
各大字との間で、連絡や事業等に関する情報の提供、
奈良県や関係省庁との調整、さらに地域外の民間企
業やNPOとの連携などを主として担う。
　また、「棚田オーナー」、「森の手づくり塾」等の
あすかオーナー制度に関しては、引き続き財団法人
明日香村地域振興公社が支援機能を担いながら、発
展的な運営システムを作り上げる。
7 － 2　継続的な文化的景観の保存活用のためのマ

ネジメント
（1）保存に関するマネジメントの方針
①文化的景観に影響を与える事業のコントロール
　河川整備等の文化的景観の構成要素の保存に影響
を与える事業の実施にあたっては、事業計画に際し
て、明日香村文化財保護委員会文化的景観保存部会

（仮称）で審議を行う。
②「奥飛鳥大字景観計画」によるコントロール
　（略）
③地域外との連携
　大字を母体とする運営体制に加えて、都市近郊と
いう立地を活かして、地区外の居住者を中心に構成
される「棚田オーナー会」や「景観ボランティア明
日香」などの団体、NPO、CSR活動への取り組みを
考える民間企業、関西大学をはじめとした大学等と
の連携を進める。
　現在、稲渕の棚田では、地域外居住者を対象とし
たオーナー制度が実施され、森林域についても「森
の手づくり塾」が開催され、体験活動が実施されて
いる。また稲渕には、関西大学飛鳥文化研究所があ
り、これまでに調査研究や、「景観ボランティア明
日香」の活動への参加の実績がある。これらの既

図 5-7　奥飛鳥の文化的景観保存の体制
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存の取組を継続するとともに、さらなる展開や、河
川の環境維持活動などの新たな取組の実施も検討す
る。地域外居住者との交流活動を進めることで、将
来的には、棚田オーナー制度のエリア拡大や、森林
域の維持管理活動の主体、集落における空き家の保
全活用等の主体の構築を進める。
　また選定と併せて加入を予定している全国文化的
景観地区連絡協議会等を通じて、既選定地区および
選定に向けた取組を進める地区との情報交換・共有
を行い、保存活用に資する新たな知見の適用を進め
る。
　（図5－ 7参照）
（2）活用に関するマネジメントの方針
①文化的景観に関する情報の共有・発信・蓄積
　（略）
②来訪者や地域外の保存活用主体との交流
　（略）
③持続可能な生活や産業のための仕組みづくり
　（略）
④景観保全のための仕組みづくり
　（略）
（3）保存活用のための今後の取組
①「重要な構成要素」の維持・修繕
　稲渕の棚田は奥飛鳥地域の文化的景観の重要な構
成要素である。このため地元住民やその他組織と協
力しながら、現状の把握、維持・修繕・再生に係る
伝統的な知恵や工法の勉強会、研修会等を開催する。
　さらに維持・修繕・再生に係る整備の実施にあたっ
ては文化的景観保護推進国庫補助をはじめとした各
種補助事業を活用し、文化的景観の価値の維持向上
に向けて積極的に取組む。
　その他の重要な構成要素に関しても、現状の把握
作業を進め、必要に応じて維持・修繕・再生に係る
勉強会等を開催する。
　（付図略）
②統一されたサインの整備
　（略）
③集落景観保全・創出、空き家の有効利用の促進
　（略）
④地域の生業（農業 ･林業）の活性化と景観管理の
担い手形成

　（略）
⑤奥飛鳥地域の文化的景観の魅力発信
　（略）

／出典：『「奥飛鳥の文化的景観」保存計画』（平成
23年、明日香村）、抜粋、一部修正
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高知県高岡郡中土佐町は高知県の中西部に位置し、四万十川上流域の台地部に位置する旧大野見村と海岸
部に展開する旧中土佐町が、平成 18 年度に合併して成立した総面積 193.4km2、人口 8,000 人あまりの町である。
山間部においては、四万十川に育まれ形成された農地や林地が優勢する一方、海岸部は物資の積出し港とし
て発展し、昭和になると鰹の一本釣りによって全国的に知られるようになった。
久礼の港の成立は古く、久礼湾に注ぐ久礼川の支流域からは、平安時代に遡る倉庫と判断される遺構が検

出されている。また中世においては、四万十川流域から関西圏、特に堺を巻き込む大規模な商業活動が活発
化し、その中で久礼は須崎港に代表される一連の主要拠点の一つとして発展した可能性が高い。近世初頭には、
家臣団居住地とともに市や寺社、城館等が統合され、船大工などの職人集団を中心に港湾機能に重点を置く
小規模な都市プランが形成された。現在の久礼の町並みは、この時代の地

じわり

割に由来するものと考えられる。
久礼に残る建物には、激しい台風に見舞われる独特の風土と共生した記憶をとどめるものが多く、水切り

瓦や土佐漆喰をもつ建物は、こうした暮らしの名残でもある。土佐漆喰は、稲の藁を短く切断した「スサ」
を発酵させ石灰と混ぜ合わせたもので、耐水性がよいだけでなく湿度の高い室内においては空調作用をもつ
といわれ、高知県以外では製造されていない。久礼においては昭和 40 年代ころから建築の更新が進み、新築
家屋の多くが四万十川流域の良質の木材と技術を使って建造されたが、土佐漆喰をもつ建物は失われた。
明治 35 年（1902）には久礼、上

かみ

ノ加
か え

江、矢井賀の 3つの漁業組合が設立され、戦後には木材関連事業に変わっ
て鰹漁が久礼の中心的な産業へと発展する。昭和 47 年（1972）ころには最盛期を迎え、漁港整備とともに市
街地の拡大が行われた。漁師町の存在は 16 世紀の検地帳の中ですでに確認することができるが、鰹漁ととも
に昭和の発展期に拡大、積層して形成された現在の町並みから近世の姿を読み取ることは困難である。しかし、
家屋が密集する庶民的な地区の中には、漁の安全を祈願する祠とともに、塩干しの魚や玄関脇の流しで魚を
さばく人びとの暮らしを見ることができる。鰹は身が弱く、網などで大量に漁獲すると傷がつく。このため、
土佐や紀州においては、伝統的な漁法として一本釣りが行われてきた。一本釣り漁船は、近海漁を対象とす
る中型船と沿岸で漁を行う小型船に大別されるが、久礼における近海漁は 3月初旬から 11 月中旬にかけ黒潮
に乗って北上する鰹を捕り、冷凍せずに太平洋の漁港に水揚げを行う。久礼沿岸部では、一本釣りに餌とし
て使用する鰯等の養殖が盛んである。

6  久礼の港と漁師町の景観
高知県高岡郡中土佐町

図 6-1　「久礼の港と漁師町の景観」の位置 図 6-2　古代以来の商業活動を支えてきた久礼漁港

重要文化的景観の概要

久礼の港と
漁師町の景観

須崎

高知
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このように、「久礼の港と漁師町の景観」は、中近世に繁栄した港を核として形成された市街地が、鰹漁と
ともに発展した漁師町や漁港と相侯って形成される文化的景観である。近年、鰹漁の減少とともに、久礼の
港を基盤とする伝続的な文化を見直し、地域の個性を高めようとする動きがある。こうした中、今回、文化
的景観保存調査を通じて価値が明らかとなり、文化的景観保存計画に基づき保護の方針が固まった久礼地区
を重要文化的景観として選定し、保存・活用を図ろうとするものである。／出典 :『月刊文化財』第 569 号、
一部修正

図 6-3　耐水性に優れた土佐漆喰で造られた酒蔵 図 6-4　明治中期に成立し、町内外の人々で賑わう久礼
大正町市場
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久礼の港と漁師町の景観　文化的景観保存計画

第1章　文化的景観保存大綱
1．文化的景観保護の意義と目的
　（前略）
文化的景観に位置づけ、その保存を図るとともに、
住民の参加と協働をもって、今後の地域振興に活用
していく。また、現在の景観を保全し、後世に受け
継いでいく事は私たちの使命であると共に、誇りを
もって次世代へと引き継いでいく必要がある。
2．計画策定の経緯と位置付け
　（前略）
平成 21年 2月 12 日に四万十川流域については、5
市町が同時に重要文化的景観に選定された。
　本計画は、更に中土佐町の特性を活かし、「久礼
の港と漁師町の景観」の本質的な価値を高めるため、
四万十川上流域と切り離した新たな選定申出を行う
こととした。景観計画に定める景観計画区域のうち、
文化財保護法における重要文化的景観として価値づ
けられる地域について、「中土佐町景観計画」など
の関連計画との調和を図りつつ、その保存のために
必要な措置を定めるものである。
3．文化的景観の位置と範囲
　保存調査から、「久礼の港と漁師町の景観」の本
質的な価値は、四万十川上流域の木材等の積み出し
港であった久礼港と鰹の一本釣りで栄えた漁師町、
更に太平洋の自然に曝された美しい景観が残る沿岸
部が、その土地利用の過程を伝える構成要素ととも
に維持継承されている点にあることが明らかになっ
た。よって本計画の対象は、久礼の港と漁師町及び
上ノ加江沿岸とから成る約 1285.13ha の地域とする。
この対象とする範囲を「久礼港区域」、「上ノ加江沿
岸区域」の 2区域に区分するが、これは地形、植生
等の自然的観点に基づき、歴史性、社会性を踏まえ
た景観的まとまりから区分したものである。
（1）区域設定の考え方
　中土佐町文化的景観の範囲は、第一次選定申出で
「久礼港区域」を、第二次選定申出予定の「上ノ加
江沿岸区域」の2区域とする。
　久礼港区域は、四万十川上流域の梶、木炭、木材
等の林産物の搬出港として発展してきた漁港の景観
地であるが、鰹の一本釣りでも有名な港町である。
台風の襲来に強い、軒の低い土佐の民家や久礼八幡

宮が当時の活況を伝える。また街の一角には大正期
に復興した久礼大正町市場があり、地域内外の人々
に親しまれている。こうしたことから当該区域の申
出対象範囲は、久礼漁港とその港町一帯とする。
　上ノ加江沿岸区域は、太平洋の荒波に浸食された
リアス式海岸と美しい砂浜が交互に織成す美しい海
岸線と農業、漁業を中心として栄えた上ノ加江、矢
井賀の古い漁港一帯とする。
　これらは、久礼城を中心とする城下町、四万十川
上流域の林産物の搬出港として栄え、また、鰹の一
本釣りの伝統漁法、鰹のタタキを始めとする皿鉢
料理等の伝統料理を今に伝える漁師町として、その
周辺の沿岸区域を「久礼の港と漁師町の景観」を理
解する上で欠かすことのできない地域であることか
ら、文化的景観の範囲とし区域設定するものである。
　（表6－ 1、図 6－ 5参照）
（2）申請についての考え方
［第一次選定申出区域と重要な構成要素］
　第一次の選定申出区域の名称、現状、面積は表 6
－ 2、4のとおりである。

表 6-2　第一次選定申出区域と重要な構成要素の一覧
区域名

（重点地区名） 区域 重要な構成要素 面積（m2）

久礼港区域 港湾と
漁師町

旧炭倉庫群、久礼外港・
内港、鎌田港湾施設、
久礼八幡宮、西岡酒造
酒蔵、桟橋跡、大正町
市場施設、恵比須神社、
本町商店街通り、久礼
大正町連合商店街通り

2,445,700

表 6-1　区域設定の考え方
区域名 区域設定の考え方 範囲及び重点地区

久礼港区域

四万十川上流域の木
材等の搬出港として
発展してきた港と古
い建物が立ち並ぶ漁
師町の景観

久礼漁港とその港町
一帯

上ノ加江沿岸
区域

小草浜から矢井賀漁
港までの浸食と砂浜
による海岸線と漁港
の景観

上ノ加江沿岸と漁港
及び漁労

表 6-3　第二次選定申出区域と重要な構成要素の一覧
区域名

（重点地区名） 区域 重要な構成要素 面積（m2）

上ノ加江沿岸
区域

港湾と
沿岸

塩浜海岸、笹場大銀杏、
上ノ加江港、廣埜神社、
灘山自然林、谷田部崎、
小矢井賀浜、矢井賀港、
矢井賀観音堂

10,405,600
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図 6-5　重要文化的景観選定範囲図・重要な構成要素位置図
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［第二次選定申出予定の区域と重要な構成要素］
　第二次の選定申出を予定している区域の名称、現
状、面積は表6－ 3のとおりである。
第2章　文化的景観の特性
1．自然的特性
　（略）
2．歴史的特性
　（略）
3．社会的特性
　（略）
第3章　基本方針
1．保存管理、整備活用、運営体制に関する基本方
針

　（前略）
中土佐町の文化的景観を価値付け住民と共に認識
し、景観の維持に努める。その基本は「四万十川流
域の文化的景観－上流域の農山村と流通・往来」と
同様に「生業なくして景観なし」であり、産業基盤
の活性化を通じて一層の保護に努める。さらに、こ
の文化的景観を地域の資産として位置づけ保全活用

をしていくことを基本方針とする。
（1）保存に関する基本方針
①中土佐町の独特の地形の土地利用を維持する。
　四万十川上流域に属する大野見地区は、川に二分
された集落が点在していて、比較的農地に恵まれ森
林も人工林が植栽され豊かである。また、居住地は
川沿いに開け点在する。一方、木材等の搬出港であっ
た海岸部に属する久礼地区では、中土佐町の文化的
景観の特性を継承する旧港町の街並みを覗かせる現
在の漁師町が広がる。また、上ノ加江地区及び矢井
賀地域は漁労で栄えた漁師町であるが温暖な気候風
土を活かした農業も盛んに行われており、太平洋の
荒波で形成されたリアス式海岸や砂浜が交互する。
こうした独特の地形を活かし、土地利用を維持する。
②中土佐町の景観を構成する要素の保存を図る。
　建物や流通・往来の歴史や文化を再調査し、生業
の営みや暮らしの中に培われ育て上げられた港・街
路・大正町市場・炭倉庫、桟橋跡・海岸・久礼八幡
宮などの歴史的建造物のある固有の景観を、後世に
受け継ぐため保存・整備・活用を図る。

表 6-4　重要な構成要素の位置と説明
重要な構成要素 位　置 説　明

久
礼
港
区
域

久礼八幡宮 高知県高岡郡
中土佐町久礼

八幡宮は久礼の浜、字松原に鎮座する。流通・往来と漁労を中心
にした久礼地域で熱い信仰を受け、境内には信仰と往来の隆盛を
物語る常夜灯や石造物が多い。

旧炭倉庫群 高知県高岡郡
中土佐町久礼

寿町・新元町に面する通りは、関西方面へ燃料として四万十川奥
地から集めた炭を格納する倉庫が現在も点在する。ここから荷馬
車で鎌田港に運び海路移出した流通を物語る建物群である。

大正町市場施設 高知県高岡郡
中土佐町久礼

久礼大正町市場は明治中期に久礼浦の漁師の妻たちが、魚を米や
野菜と交換し始めたのが起源だとされる久礼の台所。元は地

じ ろ ま ち

蔵町
と呼ばれ地域住民対象の商いであったが新鮮さと活気で近年観光
客が多い。漁業の町久礼の活気ある景観。

久礼外港・内港 高知県高岡郡
中土佐町久礼

久礼は古くから県西部の津口として四万十川奥地の山林資源や物
資、御蔵米の集積地であった。久礼港はその移出港であり流通の
重要な役目を担う流通の要港であり、また、古くから鰹漁などの
漁業が盛んで、内港はその漁業を支えた重要な港湾施設である。

鎌田港湾施設 高知県高岡郡
中土佐町久礼

大正5年から7年にかけて築港。大正期から昭和期にかけて薪炭・
木材の積み出し港として活況を呈した。土木・運搬・中仕などの
生業を生み、大正・昭和期を通じて商港として発展を見せた。

桟橋跡 高知県高岡郡
中土佐町久礼

近代期に今の役場周辺に高知営林局の貯木場があり、奥地の木材
を集積するこの貯木場から八幡宮横を海までトロッコ軌道が引か
れ木材や製板がこの桟橋を利用して船に積まれ和歌山方面へ移出
された。

西岡酒造酒蔵 高知県高岡郡
中土佐町久礼

久礼の流通・往来の隆盛は高南、北幡を商圏に納めて、商業の隆
盛をももたらした。久礼には酒造所が 2ヶ所あり、西岡酒造はそ
の一つ。天明元年（1781）の創業で高知県下最古の酒蔵が残る。
土佐漆喰や瓦など蔵の建材も海路運ばれた。

恵比須神社 高知県高岡郡
中土佐町久礼

久礼の人々に親しまれる恵比須神を祀った神社。今では居住地の
中になっているが藩政期の久礼浦の図では浜にあった。

本町商店街通り 高知県高岡郡
中土佐町久礼

高知県で最古の酒蔵が残る商店街で、四万十川上流域の木材等を
搬出した久礼港に関西圏から運ばれたレンガで造られた塀や当時
久礼の中心地であった古い街並みが残る商店街である。

久礼大正町連合商店街通り 高知県高岡郡
中土佐町久礼

大正町市場を中心とする西町、八幡商店街、昭和、平成通りに面
する古い街並みは久礼の漁村を象徴する建築物が立ち並び保存活
用地区として継承する。また、四万十川上流域の物流の本元であ
り、今も流通往来の拠点である。
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③土佐町の豊かな自然環境の保全に取り組む。
　（略）
④木造建築の保護
　中土佐町の建物は、明治時代、大正時代に遡るも
のの他、昭和40年代以降に更新されたものの中にも、
土佐の特長を示すものが多い。これらを調査し、保
存対象とするとともに、積極的に活用を進める。
（2）整備活用の基本方針
①文化的景観の価値と機能が継続されるよう、価値
を高める整備を図る。

　四万十川上流域における木材等の搬出港で賑わっ
た久礼港区域は、近世・近代にかけての伝統的な建
物が散在し、古い商店街の建築物等が軒を連ね当時
の面影を残す。土佐漆喰や水切り瓦など海路による
交易や、四万十川流域奥地との交流がもたらせた建
築資材や技術・工法によって建築された建物の残る
長閑な漁師町の街並みは貴重な文化的景観である。
また、上ノ加江沿岸区域は自然と共存し災害等に巧
みに利用してきた土地利用の文化的価値等が保存継
承している。それらの価値を高め継続できるよう配
慮した整備を行う。
②住民の自然と共生し培われた文化的景観の特性の
活かした取り組みを図る。

　深い山林や四万十川、黒潮の太平洋等恵まれた自
然環境と人の営みとのかかわりにより創出された中
土佐町の文化的景観の学習会、説明会を通じ住民の
意識啓発の推進を図る。また地域住民・各団体・行
政の連携により、恵まれた自然と文化的景観の特性
を活かし、地域間交流の促進や観光的商業の充実等、
地域の振興に繋がる取り組み等を図る。
（3）運営体制の基本方針
庁内の運営体制の確立、関係組織の充実、各住民組
織との連携を図る。
　（前略）
現在組織している文化的景観庁内検討委員会を運営
委員会として今後も活動を促し、各部署が連携して
取り組みを進めるとともに、中土佐町の地域振興や
事業施策を図るうえでも景観計画、文化的景観保存
計画を尊重し、振興計画との整合を図りながら推進
する。中土佐町の独特の文化的景観の価値を保存継
承し、有効活用するために学習会や講演会を通じ人
材育成を図り、定期的に地区内への働きかけや説明
会をおこない住民の認識を高めるよう努力する。ま
た、国、県各行政機関、各団体、各住民組織等の連
携を図り管理体制の充実に努める。

（4）重要文化的景観を構成する重要な家屋の特定及
び取扱い

①重要建物（重要文化的景観を構成する重要な家屋）
特定の基本的な考え方

　「久礼の港と漁師町の景観」は、町並みの建築物
は昭和 40年代、工業製品による新建材で完成した
住宅が多い。そうした中に、日本瓦に土佐漆喰の古
建築が点在している。木材や木炭等の集積に使用さ
れた倉庫も残っている。外観の新建材仕様は、修理
によって屋根や壁・開口部が新装されているが、内
部の構造や造作には古建築の伝統工法が残ってい
る。
　このため、重要建物を特定するにあたっては、「本
町商店街通り」「久礼大正町連合商店街通り」にあっ
て日本瓦に土佐漆喰の建物、伝統的な産業に使用し
ている建物または地域固有（伝統工法等を示す）の
建物であることを条件とする。
②重要建物の特定方法
　重要建物の特定は、建物固有の特性面から基準を
設定し、基準を満たすもののうち、建物登録簿また
は課税台帳等により所在・構造・面積・所有者等が
特定でき、当該家屋の所有者等の同意が得られるも
のを対象とする。
「本町商店街通り」「久礼大正町連合商店街通り」の
重要建物を特定する基準
Ⅰ　日本瓦に土佐漆喰の昭和40年代以前の建物
Ⅱ　伝統的な産業に使用している建物で昭和 40年

代以前の建物
Ⅲ　構造や造作に古建築の伝統工法が残っている建

物
③建物の特性を尊重した修理・修景
　建物を長く維持するためには、日常管理を適切に
行うことと、棄損が生じた場合に修理を行うことで、
本来の機能を回復させることが必要となる。修理は、
建物の価値を維持するための行為であり、建物本来
の特性を尊重して行うことが基本となる。
　建物本来の特性にそぐわない改造が加えられてい
る場合、その履歴を検討した上、旧状に戻すか本来
の色調や形態に近い材料を用いるか等、個々の状況
に即して適切に選択し、修理・修景を行うこと、さ
らに建物本来の特性で一覧表に見られない独自の物
を持つ場合には、各々独自の形態・意匠に従って修
理を行うことを基本とする。
　また、建物の継続的利用を促進するには、構造耐
力上必要な部分を補強して防災性能の向上を図るこ
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とや、空調設備等の設置や更新あるいは手すりやス
ロープの設置など、内部空間の機能性の向上も必要
とされる。こうした、防災的措置や内部の改変を行
う際には、できるだけ建物特性を尊重して行われる
ことが望ましい。
第4章　文化的景観の保存に配慮した土地利用に関

する事項
1．土地利用等の考え方
　（前略）
（1）山林
　（前略）
①植林については、間伐を中心に適正管理をおこな
う。

②維持管理に関する支援体制の構築
③自然林や重要景観林については、所有者の協力を
仰ぎ保全を図る。

④主な国有林についても重要文化的景観申出区域と
し、施行計画の届出、大きな形状変更や土地開発
については事前に協議を図る。

（2）農地
　（前略）
①景観農業振興地域計画の策定を推進する。
②耕作放棄地の修景整備と管理、活用を図る。
③後継者不足による維持管理支援を図る。
④集落営農の確立を図る。
⑤園芸農業の推進を図る。
（3）港湾

　（前略）
古い港が残る中土佐町では、港湾の環境を保持し、
環境美化に努める。
（4）居住地
　各地区の空家利用や古民家、樹木、社寺等につい
ては、保存活用のガイドラインを作成し、維持管理
について検討する。
　（後略）
2．行為規制の方針
（1）重要文化的景観の現状変更等の許可、届出、報

告に係る取扱い
　（前略）
届出の対象とする重要な構成要素及び滅失又はき損
の様態や現状変更の行為等の具体的内容については
表6－ 5～ 7に示すとおりである。
（2）重要文化的景観の現状変更等の取り扱い基準
　文化庁に対する現状変更等の届出対象は下記に揚
げる行為とする。
　届出の対象行為は、その物件の特性を維持するた
めの修理、災害等のために必要な応急措置や維持管
理に該当する行為については対象外とする。（文化
財保護法139条第 1項）
　なお、修理の計画に関する専門的な助言・指導、
工事経費の一部の補助等に係る手続きは、文化的景
観整備委員会等の専門家機関による助言に基づき、
本町において対応を行うものとする。重要建物につ
いて工事を行おうとする場合、建物特性を尊重した

表 6-5　現状変更等の届出が必要な行為
届出の種類 届出が必要な場合 届出日

滅失又は棄損
・火災による焼失や水害による流出等により失われた場合、滅
失に該当するものとして届出を行う。
・地震、台風による被災等何らかの原因により半壊以上の破損
を受けた場合、き損に該当するものとして届出を行う。

・滅失又はき損の届出は、そ
の事実を知った日から 10日
以内に行う。

現状変更
・建築物の新築、増築、改築、若しくは移転、外観を変更する
こととなる修繕、若しくは模様替え又は色彩の変更。
・工作物の新築、増築、改築、若しくは移転、外観を変更する
こととなる修繕、若しくは模様替え又は色彩の変更

・現状変更しようとする日の
30日前までに届出を行う。

※本町商店街通り・久礼大正町連合商店街通り・旧炭倉庫群が重要な構成要素と位置づけられている場合には、道路に面する
建物の連続性や街並に影響を与える改変が行われる場合に、代表の名前で現状変更の届出を出す等の措置を行う。

表 6-6　現状変更等の届出を必要としない行為
項　目 内　容

非常災害のために
必要な応急措置

・ 非常災害に備えて事前に行う補強や改修の行為。
・非常災害後に応急的に復旧工事として行う行為。

維持の措置

・建築物の新築、増築、改築、若しくは移転、外観を変更することとなる修繕、若しくは模様替
え又は色彩の変更の行為面積の合計が30m2 未満のもの。
・工作物の新築、増築、改築、若しくは移転、外観を変更することとなる修繕、若しくは模様替
え又は色彩の変更の行為面積の合計が30m2 未満のもの。
・電柱・アンテナ等の新設、移転
・雨漏り補修や塗装の塗り直しなど、き損の発生や拡大を防止するための日常的な管理行為のう
ち、外観に対する影響が軽微なもの。
・家屋内部の改変行為。
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m
を
超
え

る
も
の
。
＜
重
点
区
域
・
第
二
種
地
区
＞
1,0
00
m
2
以
上
又
は
高
さ

3
ｍ
を
超
え
る
も
の
。

＜
一
般
区
域
＞
1,0
00
m
2
以
上
又
は
高
さ
3
ｍ
を
超
え
る
も
の
。

④
＜
区
域
指
定
(注
1)
＞
一
辺
が
4m
以
下
か
つ
表
示
可
能
面
積
が
4

㎡
以
下
を
除
く
。

④
【
高
知
県
屋
外
広
告
物
条
例
】
四
万
十
川
条
例
区
域
内

に
設
置
す
る
看
板
、
広
告
板
及
び
自
動
販
売
機
の
設
置

○
久
礼
港
区
域

本
町
商
店
街
通
り
、
大
正

町
連
合
商
店
街
通
り

農 地

①
土
地
の
形
状
変
更

②
土
石
等
の
採
取

③
物
品
等
の
集
積

④
看
板
等
の
設
置

⑤
農
地
等
の
転
用

⑤
【
農
地
法
】（
許
可
制
）
農
地
に
お
け
る
農
地
等
の
転
用

⑤
【
農
振
法
】（
許
可
制
）
農
用
地
区
域
内
に
お
け
る
開
発

行
為

港 湾

①
建
築
又
は
改
良

②
土
砂
等
の
採
取

③
港
湾
内
の
占
用

④
看
板
等
の
設
置

⑥
港
湾
の
開
発
又
は
利
用

又
は
保
全
に
著
し
く
支

障
を
与
え
る
恐
れ
が
あ

る
行
為

②
【
港
湾
法
】（
許
可
制
）
港
湾
区
域
内
に
お
け
る
土
地
の

形
状
変
更

②
【
港
湾
法
】（
許
可
制
）
港
湾
区
域
内
に
お
け
る
産
出
物

の
採
取

④
⑦
【
港
湾
法
】（
許
可
制
）
港
湾
区
域
内
に
お
け
る
工
作

物
の
新
設
、
改
築
、
除
去

⑥
【
港
湾
法
】（
許
可
制
）
港
湾
区
域
内
に
お
け
る
占
用

○
久
礼
港
区
域

久
礼
外
港
・
内
港
、
鎌
田

港
湾
施
設

○
上
ノ
加
江
沿
岸
区
域

塩
浜
海
岸
、上
ノ
加
江
港
。

矢
田
部
崎
、小
矢
井
賀
浜
、

矢
井
賀
港

山 林

①
土
地
の
形
状
変
更

②
土
石
等
の
採
取

③
物
品
等
の
集
積

④
看
板
等
の
設
置

⑧
森
林
の
伐
採

⑨
針
葉
樹
の
植
樹

①
②
③
④
上
記
参
照

⑧
＜
重
点
区
域
・
第
一
種
地
区
＞
10
0m

2
以
上
の
天
然
林
の
伐
採
、

10
,00
0
㎡
以
上
の
植
林
の
伐
採
。
＜
重
点
区
域
・
第
二
種
地
区
＞

10
,00
0
㎡
以
上
の
森
林
の
伐
採
。

＜
一
般
区
域
＞
10
,00
0m

2
以
上
の
森
林
の
伐
採
。

⑨
＜
重
点
区
域
・
第
一
種
地
区
＞
10
0m

2
以
上
の
ス
ギ
及
び
ヒ
ノ
キ
の

植
樹
。

①
【
森
林
法
】（
許
可
制
）
地
域
森
林
計
画
の
対
象
区
域
（
民

有
林
）
に
お
け
る
1.1
ha
を
超
え
る
規
模
で
の
宅
地
の

造
成
等
の
開
発
行
為
、
保
安
林
に
お
け
る
土
地
の
形
質

を
変
更
す
る
行
為

②
【
森
林
法
】（
許
可
制
）
地
域
森
林
計
画
の
対
象
区
域
（
民

有
林
）
に
お
け
る
1.1
ha
を
超
え
る
規
模
で
の
土
石
の

採
掘
や
鉱
物
の
採
掘

⑧
【
森
林
法
】（
届
出
制
）
地
域
森
林
計
画
の
対
象
区
域
（
民

有
林
）
に
お
け
る
 1
ha
未
満
の
立
木
の
伐
採

⑧
【
森
林
法
】（
許
可
制
）
保
安
林
に
お
け
る
立
木
の
伐
採

○
上
ノ
加
江
沿
岸
区
域

笹
場
大
銀
杏
、
灘
山
自
然

林

建 築 物

⑨
建
築
物
の
建
築
等

⑩
建
築
物
の
外
観
の
変
更

⑪
建
築
物
の
色
彩
の
変
更

⑨
＜
重
点
区
域
＞
述
べ
床
面
積
10
0m

2
以
上
又
は
高
さ
10
m
を
超
え

る
も
の
。
＜
一
般
区
域
＞
述
べ
床
面
積
20
0m

2
以
上
又
は
高
さ
10
m

を
超
え
る
も
の
。

⑪
行
為
面
積
の
合
計
が
10
m
2
以
上
の
も
の
。

○
久
礼
港
区
域

久
礼
八
幡
宮
、
西
岡
酒
造

酒
蔵
、
久
礼
大
正
町
市
場

施
設
、
恵
比
須
神
社
、
旧

炭
倉
庫
群

○
上
ノ
加
江
沿
岸
区
域

廣
埜
神
社
、
矢
井
賀
観
音

堂

工 作 物

⑫
工
作
物
の
建
設
等

⑬
工
作
物
の
外
観
の
変
更

⑭
工
作
物
の
色
彩
の
変
更

⑫
＜
重
点
区
域
・
第
一
種
地
区
＞
10
㎡
以
上
又
は
高
さ
1.5
m
を
超
え

る
も
の
。
＜
重
点
区
域
・
第
二
種
地
区
＞
1,0
00
m
2
以
上
又
は
高
さ

5m
を
超
え
る
も
の
。
＜
一
般
区
域
＞
1,0
00
m
2
以
上
又
は
高
さ
5m

を
超
え
る
も
の
。

⑬
行
為
面
積
の
合
計
が
10
m
2
以
上
の
も
の
。

○
久
礼
港
区
域

桟
橋
跡
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工事計画を立てるよう、その内容については本町に
早い段階での事前相談が望まれる。
■参考資料1：景観計画の区域とその区分
　（略）
■参考資料2：景観農業振興地域整備計画の策定に

関する基本的な事項
　（略）
第5章　整備・活用
1．整備活用の考え方
　整備活用を進めるにあたっての考え方は次のとお
りである。
（1）文化的景観本来の特性を活かした林地、農地、

建造物等の整備活用に取り組む。
（2）住民、行政、各種団体、専門家等が協働して整

備活用に取り組む。
（3）文化的景観の整備活用が、地域の活性化に繋が

るよう努める。
（4）一時的なものではなく、永続的に効果が期待で

きる整備活用となるよう検討の上実施する。
（5）文化的景観を子供たちが郷土の歴史を生活、生

業の観点から学べる場として活用する。
2．整備活用の具体的手法
　今後、検討が必要とされる整備活用項目について、
景観構成要素別に整理する。
　景観構成要素毎の詳細な整備活用計画は、それぞ
れの所有者、管理者との協議を行い策定していく。
　以下の整備項目は、条件が整ったところから順次
実施していくこととする。　
（1）全体に共通する整備項目
①文化的景観に配慮しつつ、活用を促進するための
施設（サイン板等）の整備

②眺望場所の確保と整備
（2）農地
①景観農業振興地域計画の策定
②耕作放棄地の修景・石積み等の整備と管理、活用
③後継者不足による維持管理支援
（3）里山
①樹木の適正管理
②生態系に配慮した整備
③維持管理に関する支援体制の構築
（4）沈下橋
①維持管理
（5）街並
①ボランティアガイド養成
②文化的景観の町歩きマップ作成

③観光的商業の充実
④伝統的な木造建造物等の保存活用
（6）港湾
①維持管理
②石積み護岸の保護
　（表6－ 8参照）
第6章　運営及び管理体制
1．運営、管理体制の基本的考え方
　文化的景観の保存活用について関わる運営体制に
ついては、今後においても現在組織している文化的
景観庁内検討委員会を運営委員会として活動を促し
各部署が連携をして取り組みを進めるとともに、中
土佐町の地域振興や事業施策を図るうえでも、景観
計画、文化的景観保存計画を尊重し、振興計画との
整合を図りながら推進する。
　また、地域住民、国、県各行政機関、各団体等の
連携を図り管理体制を確立していくことを目指す。
　更に、近隣市町や、高知県、関係団体等と相互に
連携し合いながら、諸問題に対する広域的かつ横断
的な調整を図っていく。
2．運営及び管理体制
（1）庁内連携の強化
　文化的景観の保全と地域の振興という視点で庁内
における連携、調整を図っていく。具体的には、企画、
町民環境、建設、水産商工、農林、教育委員会で構
成する文化的景観庁内検討委員会での横断的な連携
を図る。
（2）専門委員会の設置・住民団体等の育成
　文化的景観の保全・整備・活用について、専門的
見地から意見やアドバイスを得るため、専門委員会
を組織し、調査検討を行う。
　また、各団体、ボランティア等の育成や支援体制
を図る。
（3）各組織及び連携
　各組織が文化的景観の保全・整備・活用について
意見等を交換する場の設置を図ると共に、地域と行
政の連携を図る。
（4）意識啓発の推進
　地域住民が中土佐町独特の文化的景観の価値を保
存継承し有効活用するために学習会、説明会を行い、
住民の意識を高めるよう努力する。

／出典：『久礼の港と漁師町の景観　文化的景観保
存計画書』（平成 22年 7月、中土佐町）、抜粋、一
部修正
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表
6-
8　
整
備
活
用
計
画

区
　
域

資
源

整
　
備

活
　
用

効
　
果

構
成
要
素

そ
の
他
の
要
素

共
　
通

・
山
林

・
山
林
　
民
有
林
、
町
有
林

・
除
間
伐
の
推
進

・
林
道
の
整
備

・
木
の
有
効
利
用
推
進

・
良
質
の
木
材
の
ブ
ラ
ン
ド
化

・
収
入
間
伐
等
に
よ
る
小
径
木

加
工

・
ヒ
ノ
キ
油
、
チ
ッ
プ
に
よ
る

加
工
品
販
売

○
森
林
の
整
備

除
間
伐
、
複
層
林
の
推
進
等
に
よ
り
本
来
森
林
の
持
つ
機
能
（
緑

の
ダ
ム
）
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
動
植
物
、
生
物
の
保
護
、

水
源
涵
養
や
表
土
の
流
出
を
抑
え
、
河
川
の
機
能
も
取
り
戻
す
。

○
自
然
農
法
の
推
進

低
農
薬
、
堆
肥
の
有
効
利
用
に
よ
る
有
機
栽
培
等
の
自
然
農
法
の

確
立
に
よ
り
、
安
全
安
心
の
農
産
物
の
生
産
に
よ
り
、
ブ
ラ
ン
ド

化
を
図
る
。
ま
た
、
土
壌
、
良
水
、
気
候
と
い
っ
た
恵
ま
れ
た
環

境
は
良
質
の
米
作
や
園
芸
が
生
産
で
き
る
。

○
街
並
み
の
保
全

久
礼
、
上
ノ
加
江
、
矢
井
賀
地
区
に
は
古
い
街
並
み
の
魅
力
あ
る

漁
師
町
が
広
が
る
。
こ
れ
ら
の
街
並
み
を
保
全
し
継
承
す
る
こ
と

で
町
お
こ
し
を
図
る
。

○
情
報
発
信

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
よ
る
情
報
発
信
、
環
境
に
配
慮
し
た
独
自

の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
作
成
、サ
イ
ン
看
板
等
の
設
置
を
行
う
こ
と
で
、

サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
図
る
。

○
ガ
イ
ド
養
成

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
に
よ
る
ガ
イ
ド
の
養
成
を
行
い
、
中
土
佐
町
の

魅
力
と
滞
在
時
間
を
充
実
さ
せ
る
。

○
特
産
品
等

高
知
県
で
生
産
で
き
る
農
林
産
物
は
ほ
と
ん
ど
中
土
佐
町
で
生

産
で
き
る
特
徴
を
活
か
し
多
品
目
の
ブ
ラ
ン
ド
化
を
図
る
。ま
た
、

柑
橘
類
や
雑
魚
等
の
独
自
の
活
用
方
法
、
文
化
食
の
発
掘
、
調
理

方
法
等
の
伝
授
を
図
る
。

○
観
光
的
商
業

酒
蔵
・
本
町
商
店
街
通
り
と
久
礼
大
正
町
連
合
商
店
街
通
り
を
結

ん
だ
観
光
的
商
業
の
充
実
を
図
る
。

・
農
地

・
 農
地
　
水
田
、
水
路
、
畑
、

果
樹
園

・
構
造
改
善
等
に
よ
る
農
地
の

整
備
は
大
幅
な
形
状
を
変
え

な
い
工
法
と
す
る

・
低
農
薬
、
有
機
栽
培
、
自
然

農
法
の
確
立

・
農
作
物
の
ブ
ラ
ン
ド
化
（
米
、

園
芸
、
カ
キ
・
花
木
、
果
樹
、

生
姜
等
）

・
大
野
見
堆
肥
セ
ン
タ
ー
に
よ

る
有
効
利
用
と
良
質
の
堆
肥

の
生
産

・
住
居

本
町
商
店
街
通
り
、

大
正
町
連
合
商
店

街
通
り
、
旧
炭
倉

庫
群
、
西
岡
酒
造

酒
蔵
、
恵
比
須
神

社

・
住
居
　
土
佐
造
り
の
家

・
建
築
に
は
景
観
を
損
な
う
こ

と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ

と

・
空
き
家
を
利
用
し
た
田
舎
暮

ら
し
、
農
業
体
験
が
で
き
る

体
制
を
確
立

・
道
路

本
町
商
店
街
通
り
、

大
正
町
連
合
商
店

街
通
り
、
大
正
町

市
場
施
設

・
道
路
　
町
道
、
農
道
、
林
道
・
景
観
を
考
慮
し
、
自
然
素
材

を
優
先
し
た
工
法
を
採
用
す

る

・
生
活
道
、
作
業
道
と
し
て
活

用

・
港
湾

久
礼
外
港
・
内
港
、

鎌
田
港
湾
施
設

・
港
湾
　
漁
港
、
漁
労

・
護
岸
整
備
に
は
自
然
工
法
等

を
推
進

・
港
湾
清
掃

・
汚
濁
、
水
生
生
物
の
調
査

・
伝
統
漁
法
の
継
承

久
礼
港
区
域

久
礼
八
幡
宮
、
旧
炭
倉
庫
群
、

大
正
町
市
場
施
設
、
久
礼
外

港
・
内
港
、
鎌
田
港
湾
施
設
、

桟
橋
跡
、
西
岡
酒
造
酒
蔵
、

恵
比
須
神
社
、
本
町
商
店
街

通
り
、
久
礼
大
正
市
町
連
合

商
店
街
通
り

・
双
名
島

・
町
立
美
術
館

・
久
礼
の
街
並
み

・
土
佐
三
大
祭
り
八
幡
宮
際

・
久
礼
新
港

・
ふ
る
さ
と
河
岸

・
大
正
町
市
場

・
西
町
、
八
幡
商
店
街

・
昭
和
、
平
成
通
り

・
本
場
、
栄
町
商
店
街

・
久
礼
の
街
並
み
保
存

・
街
歩
き
マ
ッ
プ
等
の
整
備

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
情
報
発

信
・
伝
統
漁
法
の
育
成

・
漁
民
博
物
館
等
の
設
置

・
ボ
ラ
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九州地方東北部に位置する英
ひ こ さ ん

彦山（標高 1,200 ｍ）から東へと延びる山域に水源を発し、瀬戸内海西部の
周
すおうなだ

防灘へと注ぐ複数の河川の谷
たにあい

間には、狭隘な土地を縫って村落および水田を中心とする農地が帯状に展開
している。その中でも、求菩提山（標高 782 ｍ）および犬

いぬ

ケ嶽
たけ

（標高 1,131 ｍ）など、豊かな落葉広葉樹林の
山嶺に囲まれた岩

いわたけがわ

岳川沿いの狭隘な土地には、近世に修験道の道者との深い結び付きのもとに成立し、近現
代にかけて緩やかに進化を遂げた村落・農地の文化的景観が展開している。
求菩提山は 12 世紀後半に頼

らいげんしょうにん

厳上人によって天台修験の聖地となり、明治 5年（1872）に政府が修験道廃止
令を発するまで、九州を代表する修験道場の一つとして発展した。その近世期の姿を描いた明和元年（1764）
の『豊

ぶしゅう

刕（州）求菩提山絵図』によると、山内には修験道の堂舎群および行場である岩窟群が点在し、山麓
の川沿いには修験者の生活を支えた村人の居住地・農地が帯状に成立していたことが知られる。特に、道場
の中核をなした求菩提山護国寺の伽藍をはじめ、山中に暮らす修験者の居住地であった 7か所の「坊

ぼうちゅう

中」、修
験者が薬用として栽培したのが起源とされる特産の茶畑、茅切り場、山麓の村落およびその周辺の棚田など、
山中および山麓の一帯に進んだ土地利用の在り方をうかがい知ることができる。それらのうち、山内の堂舎
群は失われて遺跡と化したが、行場であった岩峰および岩窟群の位置・形姿は往時と変わらずに残され、山
麓の鳥

とりいはた

井畑の村落および棚田・茶畑などの農地についても、その基本的な骨格・構造がほぼ変わることなく
現在に継承されてきた。修験道の道場となった霊山およびその生活基盤として有機的に進化を遂げた山麓の
村落・農地が一体となって形成する求菩提の文化的景観は、近世霊場の空間構造の在り方を今日に良好に伝
えている。
鳥井畑の村落周辺の岩岳川沿いに広がる棚田は、全て玉石の野面積みの畦

あ ぜ

畔によって区画されている。岩
岳川の豊かな水をせき止めて用水路により導水する「堰

せき あ

上げ」と呼ぶ水利方式のほか、山域から岩岳川へと
流れ込む沢水を利用した水利方式もみられる。特に「堰上げ」は 11 か所に存在し、用水路を経て水田に導か
れた水は、「田

た こ

越し」によって隣接する水田に給水され、最後に岩岳川へと放水される。最も規模の大きな
「一

いち

の渡
わたいせき

井堰」から連続する用水路の総長は 800 ｍにも及び、川沿いの狭隘な土地を切り拓いて造成された棚
田には、極めて精巧な給排水網が張り巡らされている。農地の随所には、三方を囲む石積擁壁の上に簡易な
屋根を掛けた「ツチ小屋」と呼ぶ農作業用具の保管庫も点在し、棚田の野面積の畦畔とともに、修験者が伝

7  求菩提の農村景観
福岡県豊前市

図 7-1　「求菩提の農村景観」の位置 図 7-2　岩岳川沿いに広がる棚田

重要文化的景観の概要

求菩提の農村景観求菩提の農村景観
宇島

博多



7  求菩提の農村景観　　81

えた石積の技術の名残を示す独特の農地景観を形成している。また、鳥井畑の村落周辺の農地では、他地域
に比較して多種類のイネ科植物が確認されており、継続的に行われてきた耕作の営為が多様な生態系の維持
に貢献していることが確認されている。
鳥井畑の農家の典型的な屋敷構えは母

おも や

屋および馬
ま や

屋からなり、そのうち母屋の 8割には表向きおよび内向
きにそれぞれ 3つの部屋が並行する六間取の平面形式がみられる。村落には、豊前修験道の最大の祭礼であ
る「松

まつえ

会」の流れを汲み、毎年 3月 29 日に豊作および生命の誕生を祈願して行われる「お田植祭」をはじめ、
先祖供養の盆踊り、観音様祭、収穫祭、生命の再生を祈る神楽など、季節の節目をなす伝統行事も伝えられ
ている。
以上のように、求菩提の農村景観は、周防灘に注ぐ河川沿いの狭隘な谷間に共通して営まれた農耕・居住

の土地利用の在り方を示し、この地域の里に住む人びとと山との関係を表す文化的景観の典型的な事例であ
る。それは、天台修験の聖地であった求菩提山の山中の行場をはじめ、修験者の生活の基盤となった山麓の
村落・農地の姿を措いた 18 世紀後半の『豊刕求菩提山絵図』とも照合できる点で貴重である。近世に成立し、
近現代にかけて、その本質を失うことなく緩やかに進化を遂げたこの地方の土地利用の基本的な骨格・構造
を伝えており、わが国民の生活または生業を理解する上で欠くことのできないものであることから、重要文
化的景観に選定して保護を図ろうとするものである。／出典 :『月刊文化財』第 588 号、一部修正

図 7-3　岩岳川からの堰上げと水路 図 7-4 修験者が伝えた石積技術によるツチ小屋の擁壁
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求菩提の農村景観保存計画

Ⅰ .沿革と目的
1．計画策定に至る経過
　（略）
2．計画の目的
　本計画は、かつての山伏の生活を描いた「豊州求
菩提山絵図」に記された社や集落、農耕地などが良
好に保存されているとともに、地域的な民家や農村
形態を色濃く残しながら日々の営みが継続されてい
る稀有な文化的景観である「求菩提地区の農村景観」
を保存・活用し、次世代に継承することを目的とし、
豊前市における文化的景観の保護の方針を定め、広
く国民の文化向上に寄与しようとするものである。
3．検討体制
（略）

Ⅲ .文化的景観保容活用計画
1．基本的な考え方
　この文化的景観保存活用計画は、求菩提地区（豊
前市大字鳥井畑、求菩提）の農村景観を主な対象と
する。（中略）
　計画では、農村景観を構成する棚田景観を保存し、
あわせて棚田と一体となって文化的景観を構成する
建物や集落、樹木等の保存活用に取り組み、将来的
には、景観を形成する住民の営み・生業・文化の継
承を目指す。
　また「求菩提山」は国指定史跡であり、文化的景
観としても貴重な資源であり、「求菩提山絵図」に
は水田・茶畑・集落・鳥居・参道・坊等のかつての
修験道場と麓の里との営みが描かれている。求菩提
地区には「求菩提山」に影響を受けた多くの構成要
素が現在も残り、修験道に関る伝統芸能など当時の
生活をうかがい知ることができる。
　計画では、求菩提山と求菩提地区の、一体的な文
化的景観の実現を目指し、本計画の基本方針を定め
る。
1－ 1．基本方針
　求菩提地区の棚田や集落等は、谷の奥深くにそび
える求菩提山の修験道との交流を基層として、里の
住民によって造られたものである。特徴的な伝統的
景観を構成する建物・棚田石垣や農地・宅地・登山
道や背景の山地等を重要な文化的景観構成要素とし

て保護を推進し、的確な管理のもと、人々の心に誇
りと潤いを与え、後世に伝えるものとする。
（1）景観構造の継承
　（略）
（2）文化的景観としての調和の維持
　（略）
（3）まちづくりによる文化的景観の継承と発展
　（略）
1－ 2．計画の流れ
　（略）
2．求菩提地区の景観形成
　求菩提地区の景観形成に向けて、景観法に基づく
景観計画区域を設定し、景観形成に関する施策の展
開に取り組むことが求められる。
　留意点としては、重要文化的景観の選定が景観計
画区域に含まれることが前提である。
　（後略）
（1）求菩提地区の文化的景観の範囲の設定
・求菩提地区の文化的景観の範囲は以下の区域（約
1,206ha）とする。

・以下の区域の中から集落や農耕地を中心に重要文
化的景観の選定を目指す。（→42.4ha）
　（図 7－ 5参照）
（2）文化的景観範囲内の関連法規制
　（略）
3．文化的景観の保護
　（前略）
求菩提山と共に岩岳川沿いに広がる棚田や集落の形
態、伝承された年中行事等が、重要文化的景観とし
て保護されるべき文化的景観と言うことができる。
（1）文化的景観としての土地利用方針
　文化的景観の保存に配慮した土地利用に関する事
項として、棚田をはじめとする農地や伝統的建築様
式が残る集落等については、土地利用の変更は行わ
ないこととする。農作物についても棚田では稲作を
行うことを基本とし、その他農作物等を栽培する場
合には文化的景観に配慮した作物の選定を行う。ま
た、棚田に植林されたスギやヒノキ等については、
長期的な視野で復田への検討を行う。
　（付図略）
（2）文化的景観としての行為規制の方針
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　文化的景観の保存においては、景観構成要素の保
存を行わなければならず、重要な構成要素となる棚
田の石垣や伝統的建物、水路等はむやみにき損した
り、除却を行わないこととし、修理や修繕等で景観
に影響を与える行為については届出を行い、文化的
景観の保存に適したものとする。
　また、新たに建物や工作物等の新築や築造を行う
場合には文化的景観を損なわないよう、景観形成方
針及び豊前市景観計画の景観形成基準に従い、届出
を行った上で行為を行うものとする。
（3）文化的景観の重要な構成要素の特定
　文化的景観にふさわしい農村景観を構成し、文化
的景観を保護するうえで特に必要と認められる物件
等として、農村景観を構成する棚田や水系における
工作物及び農村景観と一体をなす以下に挙げる建物
や樹木等を文化的景観の重要な構成要素とする。
○農村景観を構成する工作物等
　求菩提地区の文化的景観を継承するにあたって欠
かせない要素、即ち、棚田や石垣・茶畑の石垣・ツ
チ小屋・堰・水路・石積護岸その他石造物等を文化
的景観の重要な構成要素と特定し、その保護を推進

する。
○農村景観と一体をなす建築物や樹木等
　棚田と一体をなし、伝統的な様式を残す建物や生
垣、樹木、及び求菩提地区の文化的景観を特徴づけ
風致の維持に大きく寄与している樹林地、境内地、
農地、宅地、道路（旧道・里道）、河川等を文化的
景観の重要な構成要素と特定する。
○農村で行われる伝統的行事や共同作業等
　お田植祭や田植え後の「さなぼり」、秋の神楽等
の年中行事や、播種・「いぜうち」・通水・「あらがき」・
水あて・土用干し・落水・収穫・田起こし等の農事
暦に伴う共同活動を求菩提地区の景観を守り育む上
で欠かせない生活や営みとして位置づける。
　（表7－ 1、図 7－ 10～ 11参照、付図一部略）
4．運営マスタープラン
　求菩提地区の文化的景観の維持保全を図る上で
は、全体を見据えた運営を行う必要があり、保存管
理と整備活用、更に管理・活用運営のそれぞれ具体
的な方策を明確にする必要がある。
　保存管理については、日常的なものから構成要素
の大規模な改変まで様々な項目について対応する必

図 7-5　重要文化的景観選定範囲図
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要があり、保存管理プランとして定める。
　整備活用については、文化的景観を文化財として
の価値を高め、より多くの人々に親しんでもらうた
めに求められる取り組みであり、具体的な整備の
内容を住民や行政が行う役割分担を明確にし、それ
ぞれ行うべき取組を整備活用プランとして明確にす
る。
　管理・活用運営は各主体が行う取組などを、総合
的に運営する上での連絡協議体制や各種支援体制を
表すものであり、管理・活用運営プランとして定め
る。
　それぞれのプランは相互に役割を持つものであ
り、一体的に行いながら推進するものである。
　（付図略）
4－ 1．保存管理プラン
　文化的景観の保存管理とは、文化財としての価値
を維持する上で必要不可欠な取り組みである。伝統
的な家屋の集落や石垣の棚田景観は、今もなお残さ
れているが、時代とともに失われたところも多い。
また、これまで維持されてきたが、放置され、現状
のままでは構成要素の崩落や解体等によって失われ
ることが危惧されるところも多い。
　伝統的な棚田景観の保全に向けては、地域住民の
生業によって成立する景観であることを踏まえる
と、基本的には地元住民の生活の中で守り育まれる
べきところが多いと考えられる観点から、所有者あ
るいは管理者は景観形成基本方針に沿った文化的景
観の日常管理を基本とする。
　日常管理の中で、やむを得ず構成要素について文
化的景観としての本質に影響を及ぼす行為が必要に
なった場合や自然災害等により滅失・き損が生じた
際には、その構成要素の所有者あるいは管理者等は
市教育委員会から助言やアドバイスを受けて構成要
素の適切な保存管理に努めることとする。
　既存の文化的景観を構成する要素は以下の景観形
成方針に基づいて保存を図るものであるが、新たに
建てられる建造物等については、豊前市景観計画に
従って、整備規則を別途定め、求菩提地区の景観形
成の方針に沿った整備を行うことにより、現在の文
化的景観の保全を図るものである。
［景観形成方針］
◯棚田
・棚田の形質変更は原則行わない。
・石垣等の損傷箇所は、現状復旧を基本とする。
◯水路

・水路の形質変更は原則行わない。
◯工作物
・電波塔等は極力設置しない。設置する場合は、極
力高さを抑え、文化的景観の見え方に配慮する。

・煙突、遊戯施設、汚物処理場、自動車駐車施設は
極力整備しない。設置する場合は、極力高さを低
く抑え、文化的景観の見え方に配慮する。

・周囲と調和し、落ち着いた色彩とする。
・周囲の緑化に努める。
◯屋外広告物
・基本的に屋外広告物の設置は控える。設置する際
には、高さや大きさに充分配慮する。
◯建築物及び屋敷地
（建築物）
・伝統的な様式を残す建築物の改修は、外観と骨組
みをなるべく維持した改修を奨励する。

・新築する場合は、勾配屋根を戴いた木造和風様式
を奨励し、基本的に伝統的な様式又は伝統的な様
式と調和する形態、意匠とする。

・周囲と調和し、落ち着いた色彩とする。
（付属屋）
・車庫等の付属屋は、伝統的な様式の建築物等との
調和を図る。

・木造を推奨する。
（建築設備）
・建築設備等は、道路その他の公共空間から見えな
いようにする。

（敷地）
・旧来の敷地を原則とする。
（生垣等）
・屋敷における庭木、生垣、草花の維持保全を奨励
する。
◯土地の区画の変更
・土石の採取等は行わない。
・土地の区画の変更は極力行わない。
・新たなのり面、擁壁、土地の造成等は極力行わない。
やむを得ない場合は周囲の景観に配慮し、石積み
等の伝統的工法を用いる。
◯木竹の伐採等
・景観と一体をなす樹木等の保全、維持管理（通常
の勢定等）を行う。

・やむを得ず伐採した場合は跡地に植栽を行う。
・広葉樹樹林地は保全を基本とし、皆伐は原則禁止
する。

・棚田に植林されたスギ・ヒノキは間伐管理を行い、
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将来的には伐採し、棚田への復旧や景観作物の栽
培、広葉樹の植栽等、景観の修景等を行う。
　保存管理を行う上で、日常的に行われる様々な補
修や、住民の事情による建物等の除却や新築等の行
為、災害による滅失やき損など、程度によって届出
を行い助言やアドバイスを得ることによって文化的
景観の維持保全を図るものである。
①届出不要の日常管理
　文化的景観の選定範囲に居住する所有者及び管理
者等は、景観形成方針に従い、文化的景観の保存管
理に配慮した日常管理に努める。
［現状変更の届出等が不要な行為］
◯非常災害のために必要な応急措置
・非常災害に備えて事前に行う補強や改修の行為
・非常災害後に応急的に復旧工事として行う行為
◯家屋等の維持措置
・雨漏り補修や塗装の塗り直しなど、き損の発生や
拡大を防止するために行う日常的管理行為

・家屋内部の改変行為
◯生垣の手入れ、樹木の第定
・恒常的な管理によって文化的景観を保つための行
為
②現状変更の届出
・文化的景観の範囲内において、以下に定める文化
庁長官に対する届出が必要な行為を行おうとする
者は、文化庁長官に対して、現状変更の届出を行い、
文化庁長官の指導勧告に従い、適切な対応を図る。

・なお、これらの届出が必要な行為は、今後の実績
を踏まえ、必要に応じて随時追加修正を行う。
　（図7－ 6参照）
［現状変更の届出等が必要な行為］
◯文化的景観の構成要素である工作物の修理、移転
等

◯文化的景観の構成要素である建築物の増築、改築、
移転又は修繕、大規模な模様替えや色彩の変更等

◯文化的景観の構成要素である樹木の伐採、樹林地

の皆伐、庭園の大規模な造園、田畑の開発等
◯文化的景観の構成要素を保護する上で必要な防災
対策、その他の整備、移転、除去等

③減失又はき損の届出
・文化的景観の構成要素の滅失又はき損を招く行為
を行ってはならない。

・自然災害等により滅失・き損が生じた際には、文
化的景観の構成要素の所有者あるいは管理者等は
速やかに市教育委員会へ届出を行い、市教育委員
会からの助言やアドバイスを踏まえ、その修理や
復旧等に向けた対応に努めることとする。
　（図7－ 7参照）
［滅失又はき損の届出］
◯水害による流出や火災による焼失等により文化的
景観の構成要素が失われた場合の滅失

◯台風や地震による災害等により文化的景観の構成
要素が半壊以上の被損を受けた場合のき損

4－ 2．整備活用プラン
　文化的景観の整備活用とは、文化財としての価値
を高め、より多くの人々に親しんでもらうために求
められる取り組みである。
　伝統的な集落や棚田の景観は、伝統的な様式を残
す建築物、石積の棚田等で構成されるが、これらの
中には経年による劣化で、建築物においては改築
を必要とされるものや、石積みの崩落もたびたび起
こっている。当初は石積みの復旧が行われていたが、
ブロック積みや畦畔コンクリートなどの整備も行わ
れており、連続性の感じられる景観が保たれていな
い。
　伝統的な棚田などの景観の整備活用に向けては、
景観の連続性回復が重要と考えられる。また、その
大きな構成要素としての水路、河川、道路といった
公共施設が含まれることから、行政が責任を持って
取り組むべきところが多い。ただし、人々の生活の
もとに成立する景観であることから、建築物、工作
物、緑化など所有者が主体となって行うべき取組も

図 7-6　現状変更の届出 図 7-7　滅失又はき損の届出
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含まれる。整備活用の推進に向けて、市教育委員会
と地元住民は協力し、「修理（補助）基準」、「修景（補
助）基準」、「文化的景観の保存活用プログラム」を
作成し、行政と所有者等との両輪による取り組みを
推進する。
　（後略）
①行政が行う整備活用
　市教育委員会は、「修理（補助）基準」と「修景（補
助）基準」に従い、伝統的な集落や棚田景観を構成
する水路、河川、道路等の整備活用や管理施設等の
整備に取り組む。
　以下には、整備活用に関する配慮すべき基本的事
項を整理する。その内容については「修景（補助）
基準」への反映を基本とする。
◯河川
　河川については伝統的護岸の修理復旧を基本と
し、水路への堰上げ等の用水機能を保全しながら、
文化的景観としてふさわしい景観の保全に努める。
◯道路
　道路については法面の補修などには文化的景観に
ふさわしい修景とし、コンクリート打ち放しや無機
質的なコンクリート製品等の使用は極力避ける。ま
た色彩や素材についても連続した伝統的景観を阻害
しないように配慮する。

　路面の舗装、側溝の改良、河川や水路際の護岸、
落下防止柵等の整備には、工法や色彩等を検討し文
化的景観に配慮したものとする。
◯その他の環境整備
　来訪者を誘導する案内サインの設置に努める。ま
た、外来者の駐車場は既存の駐車場を有効に利用す
ることとし、景観に配慮し、周囲を生垣等で修景す
る。新たに駐車場を設置する場合は、主要な道路か
らの景観に配慮した位置とし、生垣等で修景する。
斜面安全対策工については緑化など、周囲の景観に
配慮した工法とする。
◯景観阻害物の除去
　電力柱・電話柱・架線・携帯電話の鉄塔等は、目
立たない場所への移設及び整理を検討する。
　一般広告や看板等は設けないこととし、必要に応
じて除去を行う。
◯ガイダンス施設の整備
　ガイダンス施設等は、求菩提資料館と連携して修
験道場としての求菩提山や求菩提地区の文化的景観
等の情報を一般に紹介し、石垣や水路の管理のため
の相談・指導、求菩提地区の文化的景観の管理活用
に参画する他地域住民の便宜施設等の拠点機能を担
う。整備にあたっては機能性等を重視しつつ景観に
配慮する。また、空き家となった家屋をはじめ既存

図 7-8　整備活用プラン
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施設の活用についても検討を行う。
◯防災施設の整備
　地元住民等が主体となって取り組む特定物件の保
存を目的とした防災計画を策定する。計画に基づき、
必要な防災施設を整備する。整備にあたっては機能
性を重視しつつ景観に配慮する。
②所有者等が行う整備活用
　民有地における修理と修景は、それぞれ文化的景
観の風致の維持を目的とした「修理（補助）基準」
と「修景（補助）基準」に従って、文化的景観の選
定範囲に居住する所有者あるいは管理者等が主体と
なって取り組むこととする。
　「修理（補助）基準」と「修景（補助）基準」に従っ
た修理や修景を行った者に対して、経費の一部につ
いて補助を行うこととする。
③地元住民等が主体となる取り組み :「文化的景観
の保存活用プログラム」
　文化的景観の保存活用プログラムは、市民等の文
化意識向上に資するとともに地域文化の継承や進展
に貢献する持続可能な取り組みを定めることが重要
である。
　その内容は地元住民等との協働のもと検討し、学
校教育、生涯学習、文化交流等の観点から地元住民
等が主体となって現在行っている活動を基本とし
て、さらに取り組むべき事項を定めることとする。
　プログラムには、景観要素の現状調査や歴史的調
査、農林業を通したむらづくり作業や地域のまつり
などの体験プログラムの他、都市住民との交流促進
や地域農林業の伝承支援など文化的景観を支える生
業についても支援プログラムを計画する。
［文化的景観の保存活用プログラム案］
◯調査・体験系プログラム
　・棚田マップづくり
　・石垣の調査
　・農村写真・スケッチ大会
　・「神楽」・「お田植祭」などの疑似体験
　・棚田オーナー制度（イベント型）
　・森林保護活動（イベント型）

◯交流・文化伝承系プログラム
　・棚田のガイド支援
　・地域農業の伝承支援
　・棚田オーナー制度（定期作業型）
　・他地域住民（都市部）との連携
　・農村利用相談窓口の設置
4－ 3．管理・活用運営プラン
　文化的景観の管理活用運営とは、これまで述べて
きた「4－ 1. 保存管理プラン」、「4－ 2. 整備活用プ
ラン」を持続的に推進するために求められる取り組
みである。
　文化的景観の総合的な保存管理・整備活用の推進
に向けて、文化財としての専門的な見地からの判断
などを行うために、地元有識者と学識経験者等が
参加し文化的景観に関する評価等を行い、また地元
意見を集約するための「文化的景観保存活用推進会
（仮）」を設置する。また、文化的景観の保護に資す
る総合的な取り組みを展開するために、所有者や管
理者、事業者など関係団体等を含めた「文化的景観
保存連絡会（仮）」による体制の構築を目指す。
　将来的には地元主導型へ移行を目指し、当面の問、
市教育委員会がこうした体制の事務局としての役割
を担う。
　（図7－ 9参照）
　（後略）
　
／出典：『求菩提地区文化的景観保存計画』（平成 21
年 3月、豊前市教育委員会）、抜粋、一部修正

図 7-9　管理・活用運営プラン
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表 7-1　重要な構成要素一覧
景観単位 種別 概要 重要な構成要素 所有者

農
業
関
連
の
工
作
物

棚　田 岩岳川両岸の傾斜地に、伝統的石垣で築か
れた棚田で埋め尽くされている。 水田 309筆　約 17.43ha 個人

畑 傾斜地は茶畑、平地では野菜や花を栽培し
ている。 畑 185筆　約 4.14ha 個人

ツチ小屋 三方を石積みで築き、上部に小屋組した農
具倉庫が農地の中に建てられている。 ツチ小屋　15棟 個人

水　路
豊富な水量は、棚田へ水を供給し、美しい
景観に輝きを与えるとともに作物へ命を注
ぎ込んでいる。

水路　1.76ha 豊前市

井　堰
岩岳川の豊富で清らかな水は、堰上げによ
り各水路に供給され、9ヶ所の井堰が美し
い農村景観を演出している

①西ノ堂井堰　
②園田井堰
③屋敷井堰
④上屋敷井堰
⑤宮本井堰
⑥産家井堰
⑦一の渡井堰
⑧世須ヶ岳井堰
⑨吉原井堰

個人

生
活
関
連
の
工
作
物

道　路

市道から毛細血管のようにめぐる路地（里
道）は、狭く急な坂も多く、隣家とはかな
り接近しており、集落景観を特徴づける骨
組みとなっている。また、農道は、営農に
欠かせない機能を有している。

道路（市道・農道・里道）
2.75ha 豊前市

宅　地
求菩提山の坊を実際に移築した建物や、求
菩提山の坊に見られる伝統的な様式のまま
残された建物が、現在も住居として利用さ
れている。

①住宅
木造瓦葺平屋建　89.25m2
住宅敷地　664.38m2
②住宅
木造瓦葺平屋建　109.42m2
住宅敷地　317.31m2
③住宅
木造瓦葺平屋建　85.95m2
住宅敷地　499.56m2　

個人

信
仰
関
連
の

工
作
物

境内地
鳥井畑集落住民が春・秋の祭りを行う心の
拠り所となる場所。
求菩提山下宮にあった社殿を明治25年に
移築した。

大山祗神社（覚魔社）
（本殿、幣殿、拝殿、神饌所、末社）
木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建
64.43m2　　
神社敷地　817.00m2

大山祗神社
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⑨

⑧

⑦

⑥

⑤

④
③

②

①

棚田

畑

井堰

水路

図7-10　重要な構成要素位置図（1）　棚田・畑・井堰・水路（重要な構成要素番号は表 7-1 参照）
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図 7-11　重要な構成要素位置図（2）　宅地・ツチ小屋・境内地・道路（重要な構成要素番号は表 7-1 参照）

①

②
③

④

⑦

⑧
⑤⑨

⑥
⑪

⑩

⑫

⑬

⑭

⑮

3

1

2

宅地（四角囲み数字）

ツチ小屋（丸囲み数字）

境内地

道路
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長崎市の北西部に位置する西
にしそのぎ

彼杵半島は、ほぼ全域が標高 400 ｍ前後の山地からなり、古生代の結晶片岩
が広く分布している。半島の西部に位置する外海は、対馬海流が流入する東シナ海沿岸にあって温暖な気候
帯に属する。地域の大半は、伐採・開墾・耕作等の人為的撹乱により、主としてシイ・カシ等からなる二次
林となっている。
半島中央部に連なる山地から南西流し、角

すも う

力灘へと注ぐ出
し つ

津川流域には、河口部のわずかな平地および右
岸に南面して形成された河岸段丘面上を中心として、小規模な集落が点在する。集落では畑作および炭焼き
を基盤とする生活が営まれ、特に 17 世紀初頭に甘藷栽培が普及して以降は、畑作を中心として広く耕作地が
開墾されてきた。文久 2年（1862）に佐賀藩が作成した『彼杵郡三

み え し つ

重賤津村、黒崎村、永田村図』には、住居・
畑地・墓地が一つの単位として山中に点在する様子が描かれており、このような村落の構造は 150 年にわたっ
て継承されてきた。現在も甘藷栽培等が継続されている一方で、近年はブドウ・ビワなどの果樹栽培が増加
している。
明治 12 年（1879）、パリ外国宣教会から派遣され、外海へと赴任したマルク・マリー・ド・ロ神父は、海

に臨む小
こ た び ら

田平地区に教会堂を建造した。さらにカトリックの共同組織を創設し、救助院において製粉、パン・
マカロニ製造などの生産活動を指導した。ド・ロ神父の開拓に起源をもつ大

おおだいら

平地区では、近年、耕作放棄さ
れていた当時の畑地が再生され、住民により茶・麦等が栽培されている。
外海の海浜または出津川から採取される比較的大

おお ぶ

振りで丸みを帯びた玄武岩、および斜面地を開墾した際
に出土した結晶片岩は、墓石等の石造物に用いられてきたほか、多種多様の石積み構造物の材料に使用され
てきた。これらの石積み構造物は、居住地・農地の土留めのために築かれた石垣、沿岸部で防波・防風のた
めに築かれた石築

つい じ

地、民家の防風用として築かれた石塀、住居・蔵の壁面として築かれた石壁の 4つに分類
される。特に、結晶片岩は扁平で加工しやすいため、石積は水平方向に目地が通るように積む「布

ぬの

積み」の
手法を中心とするが、構造強化のために一部の目地通りをあえて崩す「布積み崩し」の技法もみられる。また、
石積みの目地に赤土および藁

わら

すさを練り込む伝統的な手法で築かれた「ネリベイ」は、石壁に多く用いられ
てきた。さらに、明治期には藁すさに代わって赤土に石灰を混ぜる練積みの手法がド・ロ神父により導入され、
「ド・ロ壁」と呼ばれる大型の石壁も登場した。昭和 56 年（1981）に行われた出津教会堂周辺の石垣改修の

8  長崎市外海の石積集落景観
長崎県長崎市

図 8-1　「長崎市外海の石積集落景観」の位置 図 8-2　ド・ロ神父の影響によるネリベイ建物

重要文化的景観の概要

佐世保

長崎長崎市外海の
石積集落景観
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際には結晶片岩を用いて施工するなど、現在も地域での石積みに対する愛着は深い。
このように、外海では、出津川流域の斜面地または狭隘な平地において、結晶片岩を多用した石積みを特

徴とする文化的景観が展開しており、近世から続く畑作を中心とした生業の在り方を含め、独特の集落景観
が形成されている。近世の絵図に示された住居・畑地・墓地からなる集落の基本単位が継承されており、こ
の地域における特有の土地利用形態を示す文化的景観であることから、重要文化的景観に選定し、その保存・
活用を図るものである。／出典 :『月刊文化財』第 588 号、一部修正

図 8-3　半農半石工の技術者が築いた立石積みの段畑 図 8-4　明治時代の墓碑形式を受け継ぐ野道共同墓地
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長崎市外海の石積集落景観保存計画

第1章　文化的景観の位置及び範囲
1ー 1　計画の目的
　本保存計画は、平成 20～ 24年度に行った文化的
景観保存調査によって明らかとなった「長崎市外海
の石積集落景観」を構成する価値を、保存・継承し
ていくことを目的とするものである。
　特に、近年著しい少子高齢化の進行や、人口減少
などによる地域活力の低下が懸念される中、外海の
人たちの営みによって作り出されてきた景観地を重
要な文化財として認識し、確実に将来に残していく
ため、地域でのワークショップなどを通して景観保
全の取り組みを推進し、地域特有の文化的景観を活
用したまちづくりを継続することを目指すものとす
る。
　また、外海地域は、平成19年 1月に世界遺産暫定
リストに記載された「長崎の教会群とキリスト教関
連遺産」の構成資産のひとつとしても検討されてい
る地区でもある。世界遺産の構成資産としても検討
される本地区は、潜伏キリシタン時代や西洋人（ド・
ロ神父）主体の土地改変の痕跡が残る歴史的背景の
中で、斜面地の厳しい自然環境を利用して人々が生
活を営んできたという、価値が高い文化的景観とし
て保存する意味があり、その本質的価値を生かした
取り組みに繋げることを併せて検討する。
1ー 2　本計画の位置づけ
　（略）
1ー 3　検討体制
　（略）
1ー 4　計画策定に至る経過
　（略）
1ー 5　位置及び範囲
　（略）
1ー 6　文化的景観の申出
　「長崎市外海の石積集落景観」は、長崎市東出津町、
西出津町の全域及び新牧野町の一部で構成されてお
り、申出予定面積は456.1ha である。
　なお、平成 23年 4月 1日から新たな「長崎市景
観計画」及び「長崎市景観条例」が施行され、長崎
市全域（汀線から1kmの海域含む）が景観計画区域
である。また、外海地域は、特徴的な歴史と文化を
背景とした景観の特性が備わっている区域として、

申出範囲と同様な区域において、外海（出津・牧野
地区）景観形成重点地区を指定し、平成24年（2012）
4月 1日より施行予定である。
　平成24年 1月に、図8－ 5に示す長崎市西出津町、
東出津町の全域及び新牧野町の一部を重要文化的景
観として申出を行うことを計画している。
　（付表略）
第2章　文化的景観の保存に関する基本方針
2ー 1　文化的景観の価値
　（略）
2ー 2　文化的景観の地区区分
　（前略）
［本計画における構成要素及び地区区分の考え方と
定義］
　（前略）
本計画では、現時点で顕在化できる点的・線的要素
である「重要構成要素」のほかに、以下に定義する
「単位景観」「セッティング」という 2種類の異なる
エリア区分を併用することで、共通する歴史的背景
やエリア相互の関係性を重視しながら潜在的な文化
的景観の価値を捉え、地域の将来像を検討していく
ものとする。
　図 8－ 6は、上記の地区区分を実空間上に示した
図である。点在する「重要構成要素」の周辺には視
覚的に顕在化する景観のまとまりである「単位景観」
が形成され、これらの単位景観の中で互いに共通し
た歴史的な背景が認められるものは「セッティング」
として認識されるさらに広いエリアを形成している
点が特徴である。しかし中には、単位景観を構成し
ない独立した重要構成要素も存在する。（中略）
　ここで、外海における単位景観は図 8－ 7の 8つ
のエリアに設定する。
2ー 3　保存計画の理念
　外海の文化的景観の価値を高め、継承とその発展
に努めるために、以下のとおり地域全体での保存管
理の考え方と保存計画の基本理念を定める。
・外海の人々が長い間伝えてきた、地域の風土に根
ざした生活を今後も大切にしながら継承していく
ことで、石積みに代表される居住景観を保全して
いくこと。

・地域の歴史を大切にし、それぞれの時代で変容し
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図 8-5　重要文化的景観選定範囲図
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ながらも人々が伝え続けてきた信仰や石文化を将
来世代に引き継いでいくこと。

・外海地域の多様な石積み文化を伝える石造技術を
後世に伝えていくこと。
⇒外海の文化的景観の保存にあたっては、出津川と
海という自然環境に囲まれた外海地域の歴史と石
積みの景観を大切にしながら、地域の人々が営ん
できた暮らしそのものを尊重していくことで、地
域づくりにつなげていくことを保存管理の目的と
する。

2ー 4　重要構成要素の考え方
　重要構成要素の特定にあたっては、文化的景観の
価値を構成する要素の中から、地域を代表するもの、
その技術や技法・機能などに時代的な特徴がみられ
るもの、今後の保存管理において修景や整備の対象
となりうるもの、土地の範囲や所有者が確定できる
ものを選定し、文化的景観の価値の考え方や規模な
どにより大きく 5つのカテゴリーに分けて、重要構
成要素の特定を行った。
　（図 8－ 8参照）

図 8-7　外海の文化的景観の特性を表す地区区分

図 8-8　重要構成要素の抽出フロー

図 8-9　文化的景観を保護するための課題

　（後略）
2ー 5　文化的景観を保護するための課題
　外海の文化的景観の価値を前述したが、その価値
を今後も守り継承していくために、文化的景観の保
護のための課題について、図 8－ 9のような集落全
体での課題、文化的景観の特性をあらわす「単位景
観」ごとの課題という2種類を対象に整理する。
2ー 6　保存に関する基本方針
　前述した保存計画の理念を達成し、課題を解決し
ていくための保存管理の基本的な考え方は以下とす
る。
1．土地利用と石積み技術の継承
　（略）

図 8-6　外海における景観構造（現在）
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2．歴史的な景観を構成する小規模な地域に残る農
地や石積み構造物などの保存

　（略）
3．地域景観の整備活用によるまちづくり
　（略）
4．地域ごとにまとまりをもつ景観の特性を活かし
た保存計画づくり

　（略）
　図 8－ 10は、集落全体と 8地区の単位景観の保
存管理の方針である。
第3章　文化的景観の保存に配慮した土地利用に関

する事項
3ー 1　土地利用の方針
（1）対象地域の区分
　文化的景観申出範囲内の土地利用については、対
象とする景観構成要素の規模により広域に存在する
もの、共通するもの、地域でまとまった重要構成要
素が見られるもの、単体の要素などに分かれている。
また単体の要素も保全を行っていくものと整備活用
のための施設にわかれているため、図 8－ 11のよ
うに 5つの対象に分けて方針を作成する。
　（後略）
（2）集落全域にかかる広域の重要構成要素
　集落全域にかかる広域の景観構成要素のうち、特
に景観への配慮が必要な表 8－ 1の公共施設につい
ては重要構成要素として保全をはかるものとする。

図 8-10　保存管理の方針 図 8-11　対象地域の概念図

（3）集落全域に共通する景観構成要素
　集落の中に位置しており、地域全体で維持管理を
おこなっていく耕作地や石積み構造物、自然環境な
どについて、現在の姿をできるだけ維持していくた
めの基本的な取り組みを述べる。また今後の建設に
あたって景観への配慮が必要となる公共施設や公共
構造物については、景観計画による行為誘導に従う
ものとする。
　（表8－ 2参照）
（4）文化的景観の価値を特徴的にあらわす単位景観
　文化的景観の価値を特徴的にあらわす、景観とし
てのまとまりをもつ単位景観ごとに総合的な土地利
用の考え方をまとめる。
　またそのなかに含む重要構成要素のうち、特に重
要な価値をもつものについては保存の考え方を記載
する。
　（表8－ 3参照）
（5）単体での重要構成要素
　単位景観内に存在しない、石積み文化を代表する
石構造物など単体で価値をあらわしている要素であ
り、単体で保存管理を行うことで価値を維持する。
　（表8－ 4参照）
（6）文化的景観の整備活用のための情報発信施設と

しての重要構成要素
　公共施設のうち、今後整備・活用の場所として積
極的に利用していく既存の施設についての考え方を
述べる。これらの施設については、外観の景観へ
の配慮を十分に行うとともに、文化的景観の概要説
明や休憩施設などとしての機能を満たせるよう、整
備活用計画の中で積極的に位置づけていくものとす
る。
　（表8－ 5参照）
（7）今後の保存に関する考え方
　今後の土地利用のなかでは、（2）から（6）の項
で示した現在の景観構成要素や重要構成要素の保存
の考え方に加えて、将来的な保存の方向性を示して
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表 8-1　集落全域にかかる広域の重要構成要素に関する土地利用の考え方
景観を構成
する要素

文化的景観として
特定する要素 土地利用についての考え方

公共施設

国道（202号）
・基本的には道路線形・幅員など現状の道路を維持していく。
・改良・復旧工事などは、周辺景観への影響が考えられるため、事業計画は長崎市景
観計画を尊重するとともに色彩・形状・材質など、周囲の景観に十分配慮した工法
を採用する。

出津川

・河川としての機能を維持しつつ、河口付近の護岸石積みを現状のまま保存していく。
・河川改良・復旧工事などは、原則として、自然材料を用いた伝統工法とする。
・構造的に伝統工法が困難な場合は、景観への影響が考えられるため、事業計画は長
崎市景観計画を尊重するとともに色彩・形状・材質など、周囲の景観に十分配慮し
た工法を採用する。

出津漁港

・漁港としての現在の機能を維持しつつ、波止場などの港湾石積みを現状のまま保存
していく。
・漁港改良・復旧工事などは、周辺景観への影響が考えられるため、事業計画は長崎
市景観計画を尊重するとともに色彩・形状・材質など、周囲の景観に十分配慮した
工法を採用する。

表 8-2　集落全域に共通する景観構成要素に関する土地利用の考え方
景観を構成
する要素

文化的景観として
特定する要素 土地利用についての考え方

農地 集落内の耕作地
・現在の耕作地は現状のまま維持管理を行う。
・圃場整備はできるだけ行わず、段畑と石積みによる斜面地の景観を維持していく。
・耕作放棄地については、回復可能な部分から農地としての再生をめざす。

石積構造物 集落内の石積み

・現在の石積構造物は、定期的な除草や維持補修を行い、地域全体での保存に努める。
・近世からの石垣など、石積文化をあらわす石積構造物については、現状のまま保存
していく。
・石積が破損した場合は、原則として伝統工法による空石積で復旧する。
・構造的に空石積での復旧が困難な場合、周囲の景観に十分配慮した工法とする。

集落内の石階段 ・集落内に点在する石階段は、現状維持に努める。
建造物 ネリベイ建物 ・現在の構造と外観を維持管理していくことに努める。

宅地 屋敷構え ・屋敷を構成する石階段や倉庫、門構え、作業場や干し棚、樹木などと一体で保存に
努める。

墓地
集落内の墓地 ・現在も使われている墓地は、地域による草刈りなどの維持管理を継続していく。

・墓石の形式等に歴史性価値が高いものについては、保存を検討する。
集落内の廃絶された
墓地

・廃絶した墓地は管理も行われておらず、山林となっているが、基本的には現状のま
まとし、新たな墓地の設置は行わない。

自然環境

二次林
・かつて開墾により畑地として使用されていた土地が現在は竹林、シイ・カシ林に変
わりつつあるが、基本的には現状のままの樹林環境を残していく。
・ただし、石積文化を顕在化することで価値を高める場合は、伐採を検討する。

景観木 ・大径木などは地域のシンボルとして残していくものとし、定期的な維持管理に努め
る。

礫浜・砂浜 ・歴史的な場所として重要であり、景観の維持に努める。周辺の整備は極力行わず、
現状での保全に努める。

旧跡 伝承地、信仰対象、
藩境石

・歴史的な旧跡や信仰を伝える伝承地などの場所は地域の人々の間で大切に伝えられ
てきた場所であることから、基本的には現状のまま保存する。

道 里道 ・古道として使われてきた道については、集落の姿を示す貴重な遺産であるため、大
きな改変を行わず、地域住民の協力を得ながら修復や保全に努める。

公共施設

公共建築物
・新築施設は、長崎市景観計画を尊重し、高さ・規模・色彩等の誘導を行い、周囲の
景観との調和を図る。
・既存施設については改修時期に合わせて外観を修景するほか、敷地内の緑化を推進
するなど、景観への配慮を最大限に行う。

市道

・道路線形は、現状維持とする。
・道路幅員は、原則として現状維持とし、農地や宅地などの適切な維持管理のために
拡幅が必要な場合は、景観への配慮を行ったうえで必要最小限とする。
・改良・復旧工事などは、石積等の伝統工法とする。
・伝統工法が困難な場合、周囲の景観に十分配慮した工法を採用する。

屋外広告物

・観光案内版や誘導版などは最小限にとどめ、色彩や形状など、景観に配慮したデザ
インとする。
・広告物や施設案内版などはなるべく新たな設置を行わないものとし、設置する場合
は、長崎市屋外広告物条例を尊重し、高さや規模、色彩についての景観上の配慮を
行う。

電柱・鉄塔など
・文化的景観区域内には大規模な鉄塔類は設けないことを原則とする。
・設置する場合、設置位置を考慮して必要最小限とし、長崎市景観計画を尊重し、色
彩・形状・材質など、周囲の景観に十分配慮した工法を採用する。
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表 8-3　単位景観ごとの重要構成要素に関する土地利用の考え方
景観を構成
する要素

文化的景観として
特定する要素 土地利用についての考え方

単位景観Ａ 出津浜口の港湾石積集落景観

多様な港湾石積み

石築地
石塀
護岸石積み
漁港の波止
砕波床
ネリベイ建物

現在の石積構造や形状を残していくものとする。また、住居の一部と石築地が一
体となった構成も海際の集落に特徴的な姿であり、現状のまま残していく。
港湾工事などの公共工事においては、現在の石積と調和するよう、景観への配慮
を行う。
また周辺の大型樹木は屋敷と一体で構成されたものであり、定期的な維持管理を
行いながら、景観の保全に努める。

屋敷地 ネリベイ建物
現在の構造と外観を維持管理していく。練積壁の維持管理を行いながら、修理や
改修の際は高さ・色彩・屋根構造、材料などを従前と同様の伝統的な形式とする。
屋敷地の離れや倉庫としての機能を残しつつ、周辺と一体となった良好な景観を
維持していく。

単位景観Ｂ　出津川河口付近に見る近世中期石積景観

近世中期の石積み群
近世中期の屋敷石垣
水田石垣
畑地石垣
ネリベイ建物

出津川河口付近の斜面に残る近世中期の高い石積が特徴的であり、石積面の維持
管理を行いつつ、現在の石積構造や形状を残していくものとする。
また現在も残されているネリベイ建物については、現在の構造と外観を維持管理
していく。
保存にあたっては、原則的には段畑の勾配や枚数を残しつつ、従前の工法を用い
て部分的に補修等の管理を行っていく。

屋敷地

屋敷地と石垣
積み方に特徴をもつ外海の石文化を代表する近世の石垣であるため、現状の石垣
を維持管理していくものとする。
屋敷地内の階段や石塀などの構造物や通路、樹木などと一体となった景観を今後
とも維持していくものとする。

ネリベイ建物
練積み壁の維持管理を行いながら、修理や改修の際は高さ・色彩・屋根構造、材
料などを従前と同様の伝統的な形式とする。
屋敷地の離れや倉庫としての機能を残しつつ、周辺と一体となった良好な景観を
維持していく。

耕作地

水田石垣 現状の石垣を維持管理していくものとする。周辺の階段や水路などの石積み構造
物も含めた維持管理をはかっていくものとする。

畑地石垣
積み方に特徴がある外海の文化を代表する石垣であるため、現状の石垣と耕作地
を維持管理していくものとする。
保存にあたっては、原則的には段畑の勾配や枚数を残しつつ、従前の工法を用い
て部分的に補修等の管理を行っていく。

単位景観C　明治期のカトリック施設群とその一帯に見る石積集落景観

地区景観
出津教会とその周辺

キリスト教関連施設
宅地石垣
ネリベイ建物
工作物
（井戸）
古道

西出津の小高い丘を中心に、西洋人主導によるカトリックの施設群や石積構造物、
当時の里道などが一体的に見られる地区であり、史跡や重要文化財建造物の保存
管理や周辺の石積み景観の保全とともに周辺の人工的な構造物や耕作放棄による
竹林などの景観阻害要因を修景していく。
周辺を構成している現在の耕作地については現状のまま、農地として維持管理を
行う。圃場整備は行わず、段畑と石積みによる斜面地の景観を維持していく。段
畑の保存にあたっては、原則的には段畑の勾配や枚数を残していくものとし、石
積については、維持管理を行いつつ、現在の石積み構造や形状を残していくもの
とする。修理の際は従前の工法を用いて部分的に補修等の管理を行っていく。
耕作放棄地については、教会の建物周辺から二次林の伐採を行い、農地としての
再生をめざす。

キリスト教関連施設
出津教会
ド・ロ神父記念館
旧出津救助院

文化財建造物としての保存管理を行っていくとともに、周囲の構造物について、
積極的な修景を行う。
また敷地内の石垣や階段なども含めた教会敷地の一体的な保全をはかっていく。
周辺の公共工事の際には素材や形状など、施設周辺の景観との調和に配慮した整
備を行うものとする。

屋敷地

出津教会の石垣
積み方に特徴があり、外海の石文化を代表する石垣であるため、現状の石垣を維
持管理していくものとする。
屋敷地内の階段などの構造物や通路、広場などと一体となった景観を今後とも維
持していくものとする。

f家のネリベイ建物

明治後期に建設されたネリベイ建物であり、規模も大きく積み方にも特徴がある
など、建造物としての価値も高いと考えられる。現在も残されているネリベイ建
物については、現在の構造と外観を維持管理していくとともに、修理や改修の際
は高さ・色彩・屋根構造、材料などを従前と同様の伝統的な形式とする。
周辺の石垣や階段、畑地なども含めた屋敷地の一体的な保全をはかっていく。

旧出津救助院のドロ
壁・

明治期のド・ロ神父による指導により建設された石壁であり、外海の石文化を代
表するものであるため、現状のまま維持管理していくとともに、旧出津救助院の
建物や周囲の道と一体となった景観を今後も維持していく。

工作物 小田平のド・ロ神父
井戸 明治期につくられた井戸であり、周辺の耕作地と一体で維持していく。

道 ド・ロ神父の里道 教会とカトリック施設群をつなぐ古くからの道であり、現在も利用されているた
め、周辺との景観を維持しながら今後も現在の道を保存していく。
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単位景観Ｄ　近世の集落構造の特徴を残す集落景観

野中集落 墓地
古道

近世からの小規模な集落の姿をあらわしている地区であり、集落と墓地、農地と
が一体となっている斜面地の景観を今後も維持していく。また屋敷地、墓地など
を結ぶ古道を今後も残していくものとする。

墓地 野中墓地 近世から使用されている集落の共同墓地であり、近世から継承されている墓碑や
景観木などが一体となった斜面地の墓地景観を今後も維持していくものとする。

古道 野中の古道 近世からの道を現在もよく残し、現在も利用されているなど集落構造を示す重要
な要素である。今後も現在の道幅や位置を残しつつ、維持管理を行っていく。

単位景観Ｅ　変岳裏の水田と里道

変岳谷筋周辺
水田石垣
古道
ネリベイ建物跡

山の上部まで開墾を進めたことを示す水田石垣の痕跡であり、地形と一体となっ
た力強さがうかがえる石積みである。地域を語る石積みとして残していくととも
に、一部の石積みの顕在化や周辺の整備を行うことで、その価値を明らかにして
いく。
水田石垣の保存にあたっては、原則的にはその勾配や枚数を残していくものとし、
石積みについては、周辺の樹木の伐採などの維持管理を行いつつ、現在の石積構
造や形状を顕在化していくものとする。
周辺にある大平への古道などとも一体となった景観を顕在化していく。
また、現在残されているネリベイ建物跡は、里道沿いの居住の姿を示すものとし
て貴重であるため、今後も現状を維持していく。

古道 ド・ロ神父の大平へ
の里道

大平開墾地への道として使われた歴史的な古道であり、地域の人々の協力を得な
がら、定期的な管理を行いつつ、道路としての修復整備を進めていく。

耕作地 変岳裏の水田石垣
近世の絵図にも見られる大規模な水田石垣の石積であるため、維持管理を行うと
ともに、現状の石積み周辺の景観を部分的に顕在化させ、周辺の古道なども含め
て整備を行うことでその価値を明らかにしていく。

表 8-4　単体での重要な構成要素
景観を構成
する要素

文化的景観として
特定する要素 土地利用についての考え方

石積構造物
出津小学校の石積

近代に築かれた石積であるが、積み方に特徴があり、外海の石文化の伝統を示す
石垣であるため、現状の石垣を維持管理していくものとする。
また小学校校舎の基盤ともなっている石積であり、校庭や校舎とも一体となった
景観を今後も維持していくものとする。

ｇ家の石垣 ノミ跡を施したド・ロ神父時代の技術が継承されていることを示す石積であり、
現状の石垣を維持管理していくものとする。

墓地 野道共同墓地
キリスト教が再び外海に伝えられたことを示す歴史的にも重要な墓地であり、明
治末ごろの石積み技術を伝える貴重な石垣をもつため、現状の石垣と墓地として
の形態を今後も維持管理していくものとする。特に上段部分の墓碑は明治期の形
式を伝えているため、移設や改葬を行わず、現状のまま維持管理を継続する。

建造物と耕作地 ｊ家のネリベイ建物
と段畑

外海のネリベイ建物のうち、最も古い形式をもつ建物であり、地域の遺産として
大切に保存していく。また屋敷下の段畑と石積も屋敷地と一体のものとして維持
管理を行っていく。

耕作地 下里の立て石積みの
段畑

積み方に特徴があり、外海の石文化の伝統を示す石垣であるため、現状の石垣を
維持管理していくものとする。
段畑の保存にあたっては、原則的には段畑の勾配や枚数を残していくものとし、
石積みについては、維持管理を行いつつ、現在の石積み構造や形状を残していく
ものとする。修理の際は従前の工法を用いて部分的に補修等の管理を行っていく。

伝承地 バスチャン屋敷跡 潜伏時代から地域に伝わるキリスト教関連の伝承地であり、現在の建物と周辺の
景観および水場としての自然環境の保全に努める。

表 8-5　文化的景観の整備活用のための情報発信施設としての重要構成要素
景観を構成
する要素

文化的景観として
特定する要素 土地利用についての考え方

情報発信施設

道の駅夕陽が丘そと
め

外海周辺地区での産直品や加工品の販売を継続するとともに、施設内での展示説
明機能を充実させ、外海の文化的景観への理解を深めるための施設として活用し
ていく。

外海歴史民俗資料館 資料館内での説明施設や、外海各地区への観光案内の拠点としての機能を充実さ
せていく。

遠藤周作文学館 道の駅とともに施設での休憩、観光案内などを充実させていく。

外海子ども博物館 外海歴史民俗資料館と連携を図りながら、集会場などの機能を活かした活用をは
かっていく。



8  長崎市外海の石積集落景観　　101

いく必要がある。
　特に現在、単位景観の中にある石積みや農地、道
などの重要構成要素は、単位景観をかたちづくる重
要な要素であり、今後はこれらの重要構成要素を増
やしていくことで、単位空間としての特徴を明らか
にするとともに、単位景観そのものを重要構成要素
としていくことをめざすものとする。その場合、単
位景観内での強い景観保存が行えるよう、現状変更
の届出内容などを具体的に示していく必要がある。
　また現在、周辺に存在する関連要素なども単位景
観に含めていくことで、単位景観そのものを追加し
ていくとともに、セッティングどうしの関連性や総
合的な文化的景観の価値などへの理解へとつなげて
いくことをめざす。

　なお単位景観では保存を行っていくだけではな
く、修景や整備活用を積極的に行うことにより、そ
の価値を示していくことも重要である。整備によっ
て顕在化した単位景観を連続していくことで、文化
的景観の価値を現地で体験し、維持管理へとつなげ
ていくなど、将来的な保存と活用を推進していくも
のとする。
　（付図略）
3ー 2　行為規制の方針
（1）土地利用等の規制に関する法令等
　（略）
（2）景観法に基づく景観計画による行為誘導
　（略）
（3）重要文化的景観の現状変更等の取扱基準

地区
区分 景観を構成する要素 文化的景観として

特定する要素 届出を要する現状変更等 届出・許可を要する関係法令

集
落

農地 集落内の田畑地 除去 農地、景（土地の形質の変更に限る）

石積み構造物 集落内の石積み（石垣など）除去・修繕 景（土地の形質の変更に限る）
集落内の石階段 除去・改修・路線変更 景（土地の形質の変更に限る）

建造物 ネリベイ建物 除去・修繕 ―

墓地 集落内の墓地 除去・墓碑の集約 景（土地の形質の変更に限る）
集落内の廃絶された墓地 除去・墓碑の集約 景（土地の形質の変更に限る）

自然環境
二次林 伐採 自、森、景（土地の形質の変更に限る）
景観木 伐採 ―
礫浜、砂浜 構造物の新設 自、海岸

旧跡 藩境石 除去 ―
道 里道 除去・拡幅・修繕 景（土地の形質の変更に限る）

公共施設

公共建築物 新築、増築・改築 景
道路 拡幅・修繕 景
河川 改修 景、自、河
漁港 改修 景
屋外広告物 新設・増改設・修繕・移転 景
電柱・鉄塔など 新設・増改設・修繕・移転 景

各
景
観
地
区
及
び
単
体
の
要
素
で
特
定
し
た
も
の

農地 特徴的な石垣を有する
田畑地 除去・改修 農地、景（土地の形質の変更に限る）

石積み構造物 石垣・石築地・石塀など 除去・改修 景（土地の形質の変更に限る）
石階段 除去・改修・路線変更 景（土地の形質の変更に限る）

建造物 ネリベイ建物 除去・修繕 ―

墓地 野道共同墓地、野中墓地
牧野墓地 除去・墓碑の集約 景（土地の形質の変更に限る）

キリスト教関連施設
出津教会
ド・ロ神父記念館
旧出津救助院

増築・改築 文

工作物 ド・ロ壁 除去・修繕 文
井戸 除去・修繕・移転 ―

史跡 大平作業場跡 除去・修繕 文
信仰対象地 石祠 除去・修繕・移転 ―
伝承地 バスチャン屋敷跡 除去・修繕・移転 文

道
ド・ロ神父の里道（歴史の道）
ド・ロ神父の大平への里道
野中の古道

除去・拡幅・修繕 景（土地の形質の変更に限る）

情報発信施設
道の駅夕陽が丘そとめ
外海歴史民俗資料館
外海子ども博物館
遠藤周作文学館

新築、増築・改築 景観

※景：景観法、自：自然公園法、森：森林法、河：河川法、文：文化財保護法、　農：農地法、農振：農業振興地域の整備に
    関する法律    

表 8-6　届出を要する対象
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　（前略）
①文化財保護法の届出対象行為
　（前略）
　表 8－ 6に、景観構成要素ごとの届出内容につい
てまとめる。
②文化財保護法の届出を要しない行為
　表 8－ 7に定める行為については、影響の軽微で
あるものとし、本計画において届出を要しない行為
として定めている。（中略）
　図 8－ 12に現状変更を行う場合の協議および届
出のフローを記載する。
第4章　文化的景観の整備活用に関する事項
4ー 1　整備活用の方針
　（前略）
計画の検討にあたっては、それぞれの地域でまとま
りをもつ景観の特徴を保護し、それを視覚的にも明
らかにしていくための整備計画と、地域の資産を活
かしながらも、より多くの人々に価値を理解しても
らい、地域との交流をはかるための活用計画にわけ
て整理する。
　なお外海地域では、近代の土木工事や公共施設、
土地利用の変化などにより乱れている地域景観の修
景や視点場などの整備を小規模な地域単位ごとに集
中したかたちで積極的に進めることが課題である。
　今後の景観への配慮や規制については、景観計画
のなかで規制の誘導を行っていくものとするが、調
和のとれた良好な景観に戻していくために必要な修
景の考え方について、小規模な単位景観ごとに整理
していくことが重要である。
　以上のことから、整備活用について以下のような
基本方針を定める。
1．外海の石積文化の価値を伝える資産の整備を推
進する。

　（略）
2．地域の石積景観の修景を積極的に進める。
　（略）
3．資産の価値を次の世代に伝えるために、資産の
活用を推進する。

　（略）
4．地域の農地での生産活動を支援し、環境を改善
していくための整備計画とする。

　（略）
5．地域ごとにまとまりをもつ地区景観の特性を活
かした整備計画づくりを推進する。

　（略）

4ー 2　整備活用計画
　整備活用の方針から、主な整備のポイントと計画
の概要を示す。今後は、整備計画のなかで全体整備
計画や地域ごとの整備計画、石積構造物の整備や活
用、便益施設の整備計画、修景整備計画などについ
ての検討を行っていくものとする。
　（図8－ 13、14参照）
第5章　文化的景観を保存するために必要な体制に

関する事項
5ー 1　管理運営に関する基本方針
　外海地域の文化的景観は、この地域の風土によっ
てはぐくまれた石積みの文化が現在もなお維持さ
れ、近世からの歴史のなかで変遷をとげながらもそ
の技術が地域の人々たちの手によって継承されてき
たことに価値を持つ。しかし近年の高齢化や産業構
造の変化などにより、従来の農地や屋敷地を維持す
ることが困難になっているのが現状である。
　このような現状のなかで今後の外海地域の景観を
保存するためには、地域の価値を知り、それを地域
全体で保存していくための管理運営を行う組織づく
りや対話の場づくりを推進することが必要である。
　また重要な資産を個別に守るだけではなく、この
地域で暮らす人々が地域の資産への誇りをもち、将
来に文化を継承していけるような、地域や行政が連
携した体制づくりを検討することも重要である。
　以上のことから、管理運営については以下のよう
な基本方針を定める。
1．保存のための組織づくり
　（略）
2．地域の文化を学ぶ対話の場づくり
　（略）
3．行政との連携による地域との連絡体制の強化
　（略）
4．若い世代の景観保護への積極的な参加
　（略）
5ー 2　管理運営のための体制づくり
　管理運営計画を進めるにあたっては、地域の人々
が中心となった保存のための組織作りが重要な役割
をもつことになる。組織づくりにあたっては、地域
の資産の保存や維持管理、農業や観光振興などのさ
まざまな分野での地域振興を推進することを目的と
した、地域の人々を中心とした団体の形成をめざす
ものとする。
　この組織を軸として、石垣や畑地、建物などの維
持管理や改修、技術の伝承やボランティアなどの受
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表 8-7　文化財保護法の届出を要しない行為
届出種類 届出を要しない行為

滅失・き損

・都市計画事業の施行として行う行為
・国、都道府県、市町村等が行う行為
・道路、水道、下水道、電気工作物等の設置又は管理に係る行為
・通常の農林業の生産活動に係る行為
　（栽培作物の変更、耕作の放棄・休耕、森林の施業、森林の管理等）
・農林業を営むために通常必要となる行為
　（土地の形質変更、物置・作業小屋の設置等）
・農林業の生産活動の維持・増進を図るために必要な行為
　（農業構造、林業構造の改善に関する事業、土地改良事業、森林の整備保全に係る事業等）

現状変更等

・維持の措置※
・非常災害のために必要な応急措置
・他の法令の規定による命令に基づく行為
・通常の農林業の生産活動に係る行為
　（栽培作物の変更、耕作の放棄・休耕、森林の施業、森林の管理等）
・農林業を営むために通常必要となる行為
　（土地の形質変更、物置・作業小屋の設置等）
・農林業の生産活動の維持・増進を図るために必要な行為
　  （農業構造、林業構造の改善に関する事業、土地改良事業、森林の整備保全に係る事業等）
・公共施設の管理行為全般等

※維持の措置の範囲 
1. 重要文化的景観がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該重要文化的景観をその選定当時（選定
後において現状変更等の届出をしたものについては、当該現状変更等の後の現状）に復するとき。 
2. 重要文化的景観がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。 
3. 重要文化的景観の一部がき損し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。 

図 8-12　 現状変更を行う場合の協議および届出のフロー
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図 8-13　外海の文化的景観整備活用計画
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図 8-14　外海の文化的景観整備活用計画（西出津、東出津地区）
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入れ、整備活用などに関する管理運営体制を推進し
ていく。
　また、今後整備活用などのなかで検討が進むと考
えられる修景や公共建物の改修など、大がかりな工
事を伴う公共事業などについては、自治会などとの
連絡調整が十分行えるよう、行政との連携を深める
必要がある。
　また修理や維持管理のための補助のしくみや景観
保護の基準などについても、地域の人々との意見交
換を行いつつ、より地域に合ったかたちに整備して
いくことが重要である。
　外海地区において、現在活動が行われている団体
は、ド・ロ神父の精神を地域に伝える活動団体、主
として自治会組織をからなる住民が一体となったま
ちづくり活動を推進する外海地区まちづくり協議会
及び外海観光ボランティアガイド協会がある。
　以下に協議活用の概要を示す。
１．ド・ロ神父の精神を地域に伝える活動団体
　現在、ド・ロ神父の精神を地域に伝える活動団体
は、大平の畑の開墾などを行う「うーでーら」、救
助院活用のための活動を行う「聖ヨゼフの仕事部屋」
及び「フェルムド外海」という、加工品の販売・体
験を行っている団体が一緒になってド・ロ神父の精
神を地域に伝える活動を行っている。また、この 3 
グループの代表者で構成する「ド・ロさまの家」と

図 8-15　整備・活用組織イメージ

いう連絡会がある。
２．外海地区まちづくり協議会
①目的
　外海地区の自然や文化遺産、産業遺産をまもり育
てるとともに、住みよい活力のある地域の創造を目
指して、住民が自ら考え、行動し、「自分たちの住
む地域は自分たちでまもり育てる」という考えのも
と、住民が一体となったまちづくり活動を推進する
ことを目的として、外海地区まちづくり協議会が設
立されている。
②活動内容
・まちづくり活動の自主的な企画・立案・実施・評
価等に関すること。 

・文化遺産、産業遺産の保全と良好な景観の向上に
関すること。

・地場産業の振興に関すること。
・交流親睦に関すること。
・地域住民のまちづくりに関する意識の高揚、普及・
啓発に関すること。
　（中略）
３．外海観光ボランティアガイド協会
　外海地域のさるくコース観光のガイドやイベント
での解説などを実施する、地域の人々によるボラン
ティア団体である。地域を訪れた人に歴史、文化、
自然などを体験してもらい、訪れた人と迎える地域
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図 8-16　重要な構成要素個票（「出津教会の石垣」の例）

との交流を通じて地域の活性化を図ることを目的と
している。
　（図8－ 15参照）
5ー 3　実施に向けての課題
　今後は、外海の文化的景観に対する理解の促進や
魅力ある地域づくりの推進し、地域の活性化につな
げていくことが必要である。
　そのため、文化的景観の価値を正しく理解し、そ
の価値を損なわないよう適切に保存管理していくこ
とが地域と一体となって取り組んでいくための課題
について述べる。
①文化的景観の保存管理や活用を含めた運営体制の
構築
　（略）
②文化的景観の維持・保全に関する支援制度の構築
　（略）
③生活及び生業の維持
　（略）
④市民や観光客等との対外交流の促進
　（略）
⑤地域活動の情報発信の促進
　（略）
⑥保存管理のルールづくり
　（略）

／出典：『長崎市外海の石積集落景観保存計画』（平
成25年 3月、長崎市）、抜粋、一部修正
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表 8-8　重要な構成要素一覧
区分 要素の特徴 No. 重要構成要素

集落
外海の石積み文化をあらわす集落景観を構成する
もの－農地、石積み構造物、宅地、里道、山林、
墓地、水源地、旧跡、石造物－

A 東出津                              
B 西出津
C 新牧野

共通要素 地区全体の生活を支えてきた基盤要素
1 国道（202号）
2 出津漁港
3 出津川

情報発信施設 地区全体の生活を支えてきた基盤要素

4 遠藤周作文学館
5 道の駅夕陽が丘そとめ
6 外海歴史民俗資料館
7 外海子ども博物館

単体要素 江戸時代の大村藩領と佐賀藩深堀領の藩境を
示す石造物 8 外海深入の辻傍示石

単体景観A 出津浜口の港湾石積集落景観

9 ａ家の石塀
10 出津浜の防風壁
11 出津川の護岸石積み
12 出津漁港の波止
13 ｂ家のネリベイ建物
14 ｃ家の石塀と石築地
15 出津浜の石築地
16 出津浜の砕波床

単体景観B 出津川河口付近に見る近世中期石積集落景観

17 ｄ家の屋敷石垣
18 ｅ家横の段畑
19 ｅ家のネリベイ建物と宅地石垣
20 高平の屋敷石垣
21 三五ノ谷の水田石垣

単体景観C 明治期のカトリック施設群とその一帯に見る
集落景観

22 旧出津救助院（授産場、薬局、旧製粉工場、
マカロニ工場）

23 旧出津救助院のド・ロ壁
24 ド・ロ神父記念館（旧鰯網工場）
25 ｆ家のネリベイ建物
26 小田平のド・ロ神父井戸
27 出津教会
28 出津教会の石垣
29 ド・ロ神父の里道（歴史の道）

単体要素 昭和期まで継承された特徴的な石積み 30 出津小学校の石垣
外海の歴史を象徴する特徴的な墓地景観と石積み 31 野道共同墓地

単体景観D 近世の集落構造の特徴を残す集落景観 32 野中墓地
33 野中の古道

単体要素 ド・ロ神父時代の技術を継承する石積み 34 ｇ家の宅地石垣

単体景観E 変岳裏の水田と里道 35 変岳裏の水田石垣
36 ド・ロ神父の大平への里道

単体要素 明治期のネリベイ建物の代表事例 37 ｈ家のネリベイ建物

単体景観F 橋口家一帯と沿道景観 38 ｉ家のネリベイ建物
39 橋口家住宅のネリベイ建物（主屋・倉庫）

単体景観G 大平作業場と明治期の開拓地に見る農地景観
40 大平作業場のド・ロ神父井戸
41 大平作業場跡
42 大平開墾地

単体要素 近世にさかのぼるネリベイ建物と畑地の屋敷構え 43 ｊ家のネリベイ建物と段畑

単体景観H 牧野の農地と石積集落景観

44 牧野墓地
45 ｋ家のネリベイ建物
46 ｌ家のネリベイ建物
47 山の神の石祠
48 ｍ家下の石階段
49 ｎ家の宅地石垣
50 ｏ家のネリベイ建物
51 上里の堤
52 ｐ家のネリベイ建物と石階段

単体要素 特徴的な畑地の石積み 53 下里の立石積みの段畑
歴史的な象徴（伝承地） 54 バスチャン屋敷跡
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図 8-17　重要な構成要素位置図
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黒島は、佐世保本土と平戸島南端部とのほぼ中間地点に位置する、九十九島のうち最大の島である。海岸
部の標高 50 ｍ付近までは急な断崖となっている一方、標高約 100 ｍ以上はなだらかな地形となっており、畑
地や集落が点在する。暖流の対馬海流の影響を受けた海洋性気候であるため、アコウやサザンカなど亜熱帯
植物・南方系植物が多く自生している。
黒島では、旧石器時代にすでに人が生活していた痕跡が確認されるが、文字史料上での黒島の初見は文永

8年（1271）の『青方文書』に遡る。江戸時代の黒島は、平戸松
まつら

浦氏の配下である西氏の所領であり、藩の牧
が置かれていた。当初は西氏の一族のみが島の北部を中心に居住していたが、享保年間（1716 ～ 36）に開拓
を目的とする最初の移住が平戸藩の主導で行われ、その後次々と移住者が黒島に入植した。享和 3年（1803）
には牧が廃止され、跡地開拓のためさらに移住が推進された。こうして近世後期から末期にかけて島内に 8
つの集落が形成され、現在まで受け継がれている。また、黒鳥北方に浮かぶ伊

いじ ま

島・幸
こう の こ じ ま

ノ小島は古くから黒鳥
の属島とされ、薪炭採集のほか、伊島では牛の放牧、幸ノ小島においては藻場として肥料用の海藻採取が行
われてきた。
黒島は夏季・冬季ともに季節風の影響を強く受ける地域で、特に台風来襲時には猛烈な南風に襲われる。

そのため居住地はできるだけ風の影響が少ない場所が選ばれ、同時に屋敷地および隣接する畑地等の南側を
中心に防風林を発達させた。防風林にはスダジイなど自然林を活用したものと、アコウなど意図的に植栽さ
れたものとが確認される。特に島南部の蕨集落では、亜熱帯植物であるアコウが防風林として海側に植えら
れており、島に豊富な閃緑岩の石で築かれた石垣の上にアコウの大樹の根が張る、特徴的な景観が展開して
いる。
このように、佐世保市黒島の文化的景観は、近世期の牧に起源をもつ畑地やアコウ防風林と石積による居

住地、属島における生産活動など、独特の土地利用によって形成される価値の高い文化的景観である。しか
しながら、過疎化によって空き家が増加し、また地域共同体の変容により生活・生業上支障が生じているなど、
問題も生じつつある。そのため、当該地域における生活・生業を維持し当該文化的景観を保存・活用するため、
佐世保市は文化的景観保存調査を実施し文化的景観保存計画を策定した。調査では景観単位として、近世の
牧に起源をもつ畑などの農地、アコウの防風林や石積を備えた居住地、重要な放牧地・磯場として機能して

佐世保市黒島の
文化的景観

佐世保

長崎

9  佐世保市黒鳥の文化的景観
長崎県佐世保市

図 9-1　「佐世保市黒鳥の文化的景観」の位置 図 9-2　マキの防風林が建物を囲む

重要文化的景観の概要
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きた離島が析出された。また、保存計画において重要な構成要素として集落、畑地、防風林など 100 件の不
動産が特定されている。これらに基づき、今次選定申出が行われた当該文化的景観について、重要文化的景
観に選定し、その保存・活用を図るものである。／出典 :『月刊文化財』第 576 号、一部修正

図 9-3　閃緑岩で築かれた集落の石積み 図 9-4 石垣に根を張る防風林としてのアコウ
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佐世保市黒鳥の文化的景観保存計画

第1章　文化的景観の位置及び範囲
第1節　計画の目的
　本保存計画は、平成 20～ 22年度に行った文化的
景観保存調査によって明らかとなった「佐世保市黒
島の文化的景観」を構成する有形無形の価値を、保
存・継承していくことを目的とするものである。
　特に、近年著しい少子高齢化の進行や、人口減少
などによる地域活力の低下が懸念される中、黒島の
人たちの営みによって作り出されてきた景観地を重
要な文化財として認識し、確実に将来に残していく
ため、地域でのワークショップなどを通して景観保
全の取り組みを推進し、地域特有の文化的景観を活
用したまちづくりを継続することを目指すこととし
た。
　（後略）
第2節　検討体制
　（略）
第3節　計画策定に至る経過
　（略）
第4節　位置及び範囲
　（前略）
　文化的景観保存調査の対象範囲は、島しょ地域の
地質・植生や人々の生活を示す黒島全域及び近隣有
人島の高島を選定した。調査地区は保存調査報告書
で詳細を述べている。
　最終的な申出の範囲については、価値評価である
「移住による文化交流・植物を活用し、生業空間と
密接に結びついた集落形成」が島全域で確認されて
いることや、本島に付随する属島の利用形態が残っ
ていることから、黒島全域及び属島である伊島、幸
ノ小島と決定した。この範囲については、今後の調
査により拡大されることも考えられる（図9－ 5）。

第5節　文化的景観の申出について
　「佐世保市黒島の文化的景観」は、佐世保市黒島
町の全域及び一部の海域で構成されており、申出予
定面積は約475.5ha である。
　なお、佐世保市全域（汀線から 1kmの海域含む）
が景観計画区域であるが、今回保存調査を行った黒
島全域を重点景観計画区域に設定することを検討し
ている（平成25年 9月 27日決定済）。
　平成 23年 1月に、黒島及び属島の伊島、幸ノ小
島の全域及び漁港区域内の海域を重要文化的景観と
して申出を行うことを計画している（図9－ 5）。
　（付表略）
第2章　文化的景観の保存に関する基本方針
第1節　文化的景観の概要と価値、課題
第1項　文化的景観の概要と価値
　（略）
第2項　課題
　第 1項に黒島の文化的景観の概要と価値を述べた
が、様々な課題を内包したものであり、そのまま放
置した場合、黒島の文化的景観の価値は急速に失わ
れてしまう可能性が大きい。黒島の文化的景観を構
成する要素の価値とそれぞれの課題について整理す
ると表9－ 1のようになる。
第2節　保存に関する基本方針
基本理念：『島しょへの移住に伴う人々の往来と文
化の交流を背景とした特徴的な集落形成と植物
を利用した独特な集落景観と文化を次世代に引
き継ぐ』－文化的景観を活かした「まちづくり」
－

・自然林・防風林を活かした集落構造を引き継ぐ。
・丘陵地に広がる耕作地を中心とした農漁村景観を
引き継ぐ。

表 9-1　地域を構成している要素の価値と課題

自然地理的背景 独特な歴史的背景 生業空間と密接に
結びついた集落

価　値
・亜熱帯植生の北限に近いという植生
・外海の波浪を受けて断崖を形成する
海岸線は、壮大な景観を形成してい
る

・仏教徒が住んでいた島に潜伏キリシ
タンが入植してきたという歴史
・両者の棲み分けが現在まで継続して
いる

・地形に逆らわない営農
・防風林に固まれた畑や家屋
・ 亜熱帯植生を利用した防風林

課　題
・生活様態の変化による森林や里山の
荒廃
・開発行為に伴う景観のコントロール

・歴史、民俗など継続的な調査研究
・人口の減少、高齢化による集落の荒
廃

・過疎化等に伴う担い手の減少
・景観資源としての認識と保全
・人口の減少、高齢化による集落の荒
廃
・開発行為に伴う景観のコントロール
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・独特の歴史を証明する資産や豊かな自然景観を保
全する。
　黒島の文化的景観の保存に関する基本方針を、「自
然地理的背景」、「独特な歴史的背景」、「生業空間と
密接に結びついた集落」の3つの観点から示す。
　以下の方針を定めるにあたり、各要素を保存して
いくためには地域に住む人たちの景観保全に対する
理解と自助的な取り組み、そして行政の役割を明確
にしておくことが必要であり、それらを実行できる
体制づくりが何よりも必要であることを先に記して
おく。文化的景観保存計画や景観計画は、規制のた
めの仕組みだと考えがちだが、良好な景観の創造に
繋がるという視点も忘れてはならない。
　（後略）
第1項　自然地理的背景
　（前略）
　黒島に暮らす人々は、このような黒島の植生を非
常に巧みに利用しており、家屋の周囲に自然林を切
り残す、あるいは植樹を行って防風林や防潮林、日
除けとし、薪炭や食料を確保する場にもなっていた。

また森林は保水林としての役割も大きく、現在でも
島の生活に不可欠なものである。
　したがってこれらの保存については、現状の維持
に努めるものの凍結的な保存ではなく適切に手を加
えながら保存を図る必要がある。
　島という環境から周囲には断崖あるいは閃緑岩の
岩塊が積み重なった海岸がある。（中略）
　したがって、これらの保存については定期的な磯
清掃を行うとともに、極力現状を維持することが必
要である。
第2項　独特な歴史的背景
　（前略）
　このような黒島の独特で複雑な歴史は、集落景観
の形成にダイレクトに反映されており、それが現在
に至るまで非常に良く保存されている。したがって
黒島に残されている石造物や墓地、旧軍施設などは
このような黒島の歴史を証明するものであり、極力
現状のまま保存することが必要である。
第3項　生業空間と密接に結びついた集落
　黒島地区住民の生業は農業・漁業といった第 1次

図 9-5　重要文化的景観選定範囲図
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産業が大半を占めており、集落と一体的に構成され
た農地や厳しい自然環境のなかで構築された港や波
止場などの生業空間は、地域を特徴付けるものであ
る。（中略）
　これらの集落を構成する諸要素の保存については
いくつかの方法を組み合わせる必要がある。まず耕
作風景の保存管理にあたっては、田畑や田畑を守る
防風林の景観維持に努めるとともに、その景観を造
り、維持してきた自然活用技術の継承についても支
援を行う必要がある。また、伝統的な土地利用を継
続しながら今後も生業空間を維持するために必要な
システムを検討する必要もある。それは、担い手の
育成や、耕作放棄地をどう活用するのかという戦略
的な部分もあり、関係法令を踏まえ有効な支援策を
検討する必要がある。
　そして、集落の良好な景観を構成している保存す
べき要素として、伝統的な構造を持つ家屋やそれを
取り巻く防風林・耕作地などが挙げられており、こ
れらを維持することに努めるものとする。
　最後に農漁村風景の保全では、特に農業が継続さ
れることが前提であり、時に建築物の変容よりも、
こうした農地の変容の方が集落景観に及ぼす影響が
大きい場合もある。本地域の農漁村集落については、
家屋等の建築物だけではなく、その集落の持つ風情
を保護すべきであろう。
第3節　整備活用に関する基本方針
第1項　全体的な考え方
　（前略）　
　黒島の文化的景観は自然地理と独特な歴史を背景
とし、そこに人々が家を建て、開墾を行うといった
土地に対する働きかけを続けた結果生み出された
景観地である。このような景観地は人の長期的な生
活によって生み出されたものである以上、人の手が
加えられ続けることで初めて維持が可能なものであ
る。しかし過剰な手入れはこの景観を損なってしま
う恐れがあるため、一定の整備方針を定めることが
必要である。また整備方針の決定に際しては共同井
戸や水源、共同の藻場や年中行事など、伝統的な地
域コミュニティを重視することも必要である。
　公共事業においても、これまで道路は道路、農地
は農地、森林は森林といった縦割だった土地利用計
画を、総合的に見直し整理することが肝要である。
このような観点から地域の景観マスタープランを法
的に位置づけることができるのが景観計画であり、
計画の見直しを行いながらまちづくりを進めること

とする。
　観光的な観点から見てみると、黒島地域を訪れる
観光客の多くは黒島天主堂や島の自然景観観光が主
な目的であり、日帰り観光客が多いことが特徴であ
る。文化的景観を活かした地域振興が最終的な目的
であるため、観光ルートの設定や案内板等の設置だ
けではなく、地域自体の魅力を高め、そこへ行きた
いと思わせる付加価値を付ける取り組みを行う必要
がある。（中略）
　ただしこのような観光施策を行う場合、過剰な観
光客の増加等によって黒島の景観が損なわれること
が無いよう配慮しなくてはならない。また観光客と
島民との摩擦なども心配されるため島民と行政との
緊密な連携も必要である。
第2項　自然地理的背景
　黒島には、海岸林や自然防風林、閃緑岩の岩塊が
連なる海岸や数百m続く断崖、古代の地殻変動を物
語る串ノ浜岩脈等、豊かな自然景観が残されている。
それらは国立公園（西海国立公園）指定地域に近接
しているものの、一部（伊島、幸ノ小島）を除いて
指定範囲外であるため自然保護法によって保護され
る状況にはない。しかし、これらの地区では同法に
準じて現状維持若しくは植生回復を行っていくこと
が必要である。
　ただし二次林については、凍結的に保存するので
はなく、適切に手を加えながら林産物や林空間の活
用を図るべきであろう。
第3項　独特な歴史的背景
　黒島の独特な歴史を物語るものとして、戦国時代
の石塔や潜伏キリシタンの墓地、神社や天主堂、旧
軍煉瓦建物や砲台跡などの歴史的建造物がある。石
塔や墓地についてはその存在や価値を顕在化させる
ためのアクセス路の確保や説明板の設置を行う。ま
た寺・神社及び教会堂は、無形の要素を表象する建
築物であり、地域の歴史や文化を踏まえ、届出対象
として特定した。建築後、相当年数が経過しており
修景整備が必要とされるものもある。特に教会堂に
ついては、一定の観光客が訪れるほか、音楽祭等の
文化活動も行われており、交流施設として活用でき
る場所を設定し、地域活動の拠点として利用するな
ど積極的に活用を図りたい。旧軍煉瓦建物等も同様
である。
第4項　生業空間と密接に結びついた集落
　本地域の集落に多く見られるのは、木造平屋建の
住宅であり、現在も良好な景観を維持している。特
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に建築物や工作物の高さや色には十分注意すべきで
ある。景観計画でそれらの行為誘導を行うこととし
ているが、今後は景観協定の締結も視野に入れ、よ
り自発的な景観創造への取り組みへと繋げていくこ
ととする。
　本地域の景観を構成するものに「防風林」に守ら
れた「耕作地」があり、景観を特徴づける要素となっ
ている。全国的に棚田等の耕作景観が観光資源とし
ても認知され始めており、それが高まって付加価値
作物の開発へと繋げていった地域もある。作物自体
のブランドを高めるのか、耕作地の景観を生かして
交流人口を増やすのかは、地域の特性に合わせたも
のにすべきであろう。いずれにせよ、耕作地として
の景観が保全されていることが前提であり、整備を
行う際は、土地利用を尊重した整備を行うことが必
要である。
　さらに、生業空間としての景観構成には、これら
「防風林」や「耕作地」に溶け込むように形成され
た集落構造がある。これらは個別単体で考えられる
ものではなく、一体的に捉えることで一つの景観が
形成されていることにも配慮が必要である。
　また、本地域には 4ヵ所の漁港があり、それらの
改修工事等によってもたらされる景観の変化は、大
きな影響を与えることも考えられる。良好な景観を
維持するための配慮が必要である。
第4節　管理運営に関する基本方針
　本地域の文化的景観は、自然環境にそこで暮らす
人々の生活・生業の働きかけがあって、初めて作り
出され、長い年月をかけて現在の景観へと変遷して
きたものである。これは、継続し変化し続けている
景観であり、現在の景観が完成形ではないことを示
している。
　農漁村集落の過疎化等により、現在の景観を保つ
ことは非常に難しい問題である。この良好な景観を
継続させるために、「誰が（主体・担い手）」、「何の
目的で（生業のため・景観の保全のため）」景観管
理を行うのかという目的を明確にし、農漁村集落の
景観が維持されるシステムを早期に確立させなけれ
ばならない。
　重要なのは、その地で生活し生業を営む地域の
人々の存在であり、農業を継続できない理由は何な
のかを把握し、現在の景観を維持し発展させるため、
それらの要素を取り除く仕組み作りを検討する。後
継者不足であるのなら、農地所有者のみではなく、
文化的景観地区に住む人々、周辺都市部に住む人々

が積極的に景観保全に係わることができる仕組みが
必要だろう。（中略）
　一方、行政の体制も整理、強化される必要がある。
文化的景観の継承・活用においては、教育委員会の
ほか、都市整備、土木、農水商工、観光部局、水道
管理者等の多くの協力連携が必要となる。県関係部
局との連絡調整も含めて、関係機関が緊密に協力で
きる体制を整備したい。その上で、地域活動を積極
的にサポートしていくこととする。
　（付図略）
第3章　文化的景観の保存に配慮した土地利用に関

する事項
第1節　保存管理に関する考え方
　（前略）
第1項　自然地理的背景
　現状の植生区分に従った管理を行うとともに、伐
採跡地の回復、育成を行うことで森林保全に努める。
本地域に近接した九十九島地域については自然公園
法で保護されているが、本地域についても景観とし
て連続したものであり、同様に保全されるよう努め
る。
　（表9－ 2参照）
第2項　独特な歴史的背景
　文化的景観が形成される根本的なバックグラウン
ドであり、保全、継承、活用に努める。
　（表9－ 3参照）
第3項　生業空間と密接に結びついた集落
　文化的景観を構成する主要な要素と位置づけ、景
観計画と連携して景観保全を図るとともに、営農の
支障となる案件については、改善策を検討しながら
防風林や耕作地等の景観の継承に努める。
　（表9－ 4参照）
第2節　既存法令等による土地利用規制の整理
　（略）
第3節　景観法に基づく景観計画による行為誘導
　（略）
第4節　現状変更の取扱い
　（前略）
第1項　文化財保護法の届出対象行為
　（略）
第2項　文化財保護法の届出を要しない行為
　以下に定める行為については、影響の軽微である
ものとし、本計画において届出を要しない行為とし
て定めている。
①地盤面下又は水面下における行為
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②仮設の建築物、工作物の建設等
③通常の管理行為、軽微な行為
ア　建築物の新築、増築等、外観を変更することと

なる修善若しくは模様替え又は色彩の変更行為
で、次のいずれかに該当するもの

・建築面積が10m2 以下の建築物
・色彩の変更行為を行う部分が10m2 以下のもの
・擁壁等（塀、柵含む）の構造物その他これに類す
るもので、面積が10m2 以下のもの

・電柱、照明灯、携帯電話用アンテナ、その他これ
に類するもので高さ3m以下のもの

・生業を営むために行う、高さが1.5m以下の貯水槽、
飼料貯蔵タンクその他これらに類する工作物の設
置等

・生業を営むために行う、幅員が 2m以下の用排水
路文は幅員が 2m以下の農道若しくは林道の設置

・現在も使用している墓地における改葬
イ　土地の形質の変更行為で、面積が 100m2 以下の

もの（ただし、これにより建築物・工作物等が
生じ、アの基準を超える場合は届出を要する。）

ウ　木竹の伐採で、次のいずれかに該当するもの
・森林の保育、施設管理のために通常行われる木竹
の伐採

・枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
　教育委員会は、重要文化的景観の現状又は管理若
しくは復旧の状況を把握し、文化財保護法第8章（第
140 条）により報告を求められた場合は、文化的景
観の現況について報告するものとする。
　また、文化的景観区域内で佐世保市景観計画によ
る届出等があったものについては、景観計画担当部
署及び教育委員会で協議を行うこととし、現状変更
の内容によっては、所有者等と協議を行うこととす
る。（域内で行われる公共工事を含む。）
　重要文化的景観の滅失又はき損が省令第 4条に定
める行為についても、教育委員会と事前に協議を行
うことを原則とする。

表9-2　土地利用等についての考え方－自然地理的背景
景観を構成
する要素 土地利用等についての考え方

自然林 ・天然林が残る森林は、今後も現状維
持を行うこととする。

二次林

・家庭で薪を使用していた際は、定期
的に伐採・更新されてきた場所であ
りスダジイ林が多い。森林の適切な
維持管理を行うとともに、現状の植
生区分に従った植生の回復も検討す
る。
・道筋や集落内に防風林として植林

人工造林・竹林

された人工造林は、景観構成要素で
あり、保存に努める。
・森林と人との共生を重視する森林整
備に努める。
・資源の循環利用を重視する森林整備
に努める。

道路
・生業や森林の適切な維持管理のため
に必要とされる場合は、景観への配
慮を検討した整備を行う。

海岸・河川

・自然海岸、自然石積護岸、自然河床
の保全に努める。
・多様な生態系の維持に努める。
・港湾整備などの公共工事において
は、周囲の景観と調和するよう整備
を行うこととする。

その他

・文化的景観区域内には大規模な鉄塔
類を設けないことを原則とする。防
災等の観点からやむを得ない場合
は、周囲の景観に十分配慮を行う。
（山稜線を分断しない、主要な眺望
ポイントと同一視野に入らない等）
・風力発電施設については、原則とし
て設置しない。
自然公園（西海国立公園）内につい
ては、環境省自然環境局が定めた
「国立・国定公圏内における風力発
電施設設置のあり方に関する基本的
考え方」（H16.1.19）があり、長崎県
立自然公園においても長崎県自然環
境課が定めた「長崎県自然公園内に
おける風力発電施設（風車）の取扱
い基準について」（H14.11.11）があ
る。それらの区域に隣接し、周囲の
景観と一体となった文化的景観区域
でも、同様に考えることとする。
　（第7章参考資料 風力発電施設につ
いての考え方）

表9-3　土地利用等についての考え方－独特な歴史的背景
景観を構成
する要素 土地利用等についての考え方

寺社・教会

・構造、材料、色彩等の保存に努める。
・高さ、色彩、屋根の構造等について、
従前と同様の伝統的な建築様式にな
るよう努める。
・これら信仰に関する施設は、設置場
所に意味がある場合が多く、文化的
景観の核となる施設である可能性も
あるため、原則として移設は行わな
い。

墓地

・古墓は集合墓地が整備されて以降
は各集落による自主管理も停滞して
きており、山野に埋もれている箇所
もある。文化的景観を構成する無形
の要素と関係が深い可能性が高いた
め、住民の協力を得ながら保全に努
める。

石造物

・場所に意味がある場合が多く、原則
として移設を行わない。やむを得な
い場合は、近接した場所へ設置する
こととする。
・古い時代の石造物も多く、地域の文
化を実証する数少ない物証であるた
め、原則として石材の更新は行わな
い。

戦跡
・軍港防備の一翼を担うという近代に
おける黒島の役割を物語るものであ
り、保全し活用を図る。
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表 9-4　土地利用等についての考え方－生業空間と密
接に結びついた集落

景観を構成
する要素 土地利用等についての考え方

住居

・高さ、色彩、屋根の構造等について、
周囲の景観との調和に努める。現在、
多くの家屋が木造であり、周囲の景
観と一体となった良好な景観を維持
しているため、これまで同様に木造
家屋が望ましい。
・伝統的家屋については、文化財とし
ての価値を高めつつ、重要な構成要
素としての特定を検討していく。
・防風林の保全に努める。調査報告書
において、地域における多様な樹木
の利用法が認められており、これら
については、継承されることが望ま
しい。
・良好な景観を有する「集落」として
の景観保全に努める。

工場・事業所
・高さ、規模、色彩等の誘導を行い、
周囲の景観との調和に努める。
・敷地の緑化や、木壁等により、景観
阻害要因の遮蔽に努める。

寺院・教会

・構造、材料、色彩等の保存に努める。
・高さ、色彩、屋根の構造等について、
従前と同様の伝統的な建築様式にな
るよう努める。
・これら信仰に関する施設は、設置場
所に意味がある場合が多く、文化的
景観の核となる施設である可能性も
あるため、原則として移設は行わな
い。

信仰に関する
空間

・寺社仏閣・教会堂や、信仰復活の地
等の建物・空間は、周囲の景観も含
め保存することとし、文化的景観を
構成する無形の要素の可能性研究に
支障をきたさないようにする。

墓地

・古墓は共同墓地が整備されて以降
は各集落による自主管理も停滞して
きており、山野に埋もれている箇所
もある。文化的景観を構成する無形
の要素と関係が深い可能性が高いた
め、住民の協力を得ながら保全に努
める。

石造物

・場所に意味がある場合が多く、原則
として移設を行わない。やむを得な
い場合は、近接した場所へ設置する
こととする。
・古い時代の石造物も多く、地域の文
化を実証する数少ない物証であるた
め、原則として石材の更新は行わな
い。

防風林

・コウ、スダジイ等の自然林を活用し
たもの。近年になって改造を施され
た場所が比較的少ないため、現状維
持に努める。
・アコウ、イヌマキを人為的に植林し
たもの。家屋・集落を暴風や陽射し
から守るために人為的に植林された
もので、抜本的な改変を行わず、手
入れを行いながら景観を生かしたま
ちづくりの可能性を検討する

景観木 ・保全に努める。

湧水池・溜池
・生活や営農を継続させるための水利
システムの維持を第一に考え、維持
管理・補修を行いつつ景観の保全を
図る。

耕作地
・耕作放棄地になっている場所が多い
が、この数年で放棄された箇所に限
り農地としての再生の可能性を検討
する。

広場・耕作放棄地

・資材等の投棄場所にならないよう、
景観の維持に努める。
・集落と一体となって良好な景観を形
成するよう活用方法や整備方針を検
討する。

道路

・農地の適切な維持管理のために必要
とされる場合は、景観への配慮を検
討した整備に努める。
・新設、改良工事については、景観へ
の影響が考えられるため、事業主体
は、佐世保市景観計画を尊重すると
ともに、文化的景観の価値が特に高
いと認められる地区については、景
観への配慮を最大限行うこととす
る。

公共施設

・高さ、規模、色彩等の誘導を行い、
周囲の景観との調和を図る。また、
改修に合わせ、積極的な修景に努め
る。
・敷地の緑化や、木壁等により、景観
阻害要因の遮蔽に努める。

工作物 ・景観の連続性を阻害しているものに
ついては、修景に努める。

屋外広告物

・商行為等の広告物設置は可能な限り
行わないことが望ましい。地場産業
の浮揚や地域振興上やむを得ない場
合は、高さと色について配慮し、周
囲の景観との調和に努める。
・交通誘導板、観光案内板等は、必要
最小限に留めることとし、案内板が
乱立している場所では、撤去を検討
する。

その他 ・景観協定を締結する等、集落内での
より細やかなルール作りを目指す。

第4章　文化的景観の整備活用に関する事項
第1節　整備活用に関する考え方
　（前略）
　整備活用については、自然地理と独特な歴史を背
景とした集落景観を体感し、地域の文化を知ること
ができるようにすることを基本とする。調査研究に
よる価値づけを継続することはもちろんのこと、修
景事業の計画・実施、景観保全を担う人材育成等、
検討事項は多岐に渡る。
　黒島の文化的景観の整備は、集落としての景観を
保全するよう努める。文化的景観の保全については、
関係部署と調整し、価値のき損や滅失がないように
努めることが原則である。
　公共事業については、これまで管理者が異なると
いう理由から、隣接する場所であっても、工法や材
料の違いがあり、景観保全の整合性が取りにくい
ことが課題であった。公共工事は景観への影響が大
きいため、景観保全に対する認識を統一する必要が
ある。また、集落景観には、学校、橋梁、道路、港
等、景観に大きな影響を及ぼす公共施設が含まれて
いる。これらについては、景観計画の中で景観重要
公共施設として位置づけ、整備に関する事項を定め
ることも想定される。国土交通省から、「公共事業
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における景観検討の基本方針」（H21.4.1 改訂）が示
されており、その他長崎県が作成した「世界遺産登
録に向けた公共事業あり方ガイドライン（暫定版）」
などの内容を踏まえた事業実施に努めることとす
る。
　文化的景観を確実に継承していくため、地域住民
の要望や必要に応じて景観計画の見直し等も検討し
ていく。
　文化的景観の活用のため、上述した景観保全の取
り組みと同時に、県内に分布する同様の価値を持つ
文化的景観地域との連携を図り、「長崎の教会群と
キリスト教関連遺産」の世界遺産登録の取り組みに
併せ、広域な周知啓発ルート等の開発に取り組むこ
ととする。
　保存調査で抽出された景観阻害要因については、
文化庁事業等を活用して、修景や除去に努める。こ
れらの修理修景を実施しながら、地域内の拠点施設
の整備や、サイン計画等を併せて検討する。
　また、文化的景観を長期的に保全し、継続してい
くために、地域産業の育成を図るものとする。
第2節　整備活用の方針
第1項　自然地理的背景
　（表 9－ 5参照）
第2項　独特な歴史的背景
　（表 9－ 6参照）
第3項　生業空間と密接に結びついた集落
　（表 9－ 7参照）
第3節　整備活用計画
　本章第 1節及び第 2節で文化的景観の整備活用の
方針を示したが、詳細については、調査委員会を発
展させた佐世保市文化的景観保存推進委員会で検
討を行い今後策定される整備活用計画（仮称）に拠
るものとする。この整備活用計画は、保存調査で明
らかとなった文化的景観の価値を保護し活用するた
め、文化的景観地域内におけるより詳細な整備活用
の指針を定めるもので、今後は、同計画に基づき整
備を進め活用を図り地域振興に繋げることとしてい
る。以下は、佐世保市内における既存の取り組み等
を踏まえた、整備活用計画の骨子（案）である。
［黒島の文化的景観整備活用計画骨子（案）］
第1項　基本構想
　離島の限られた地形の利用や防風林の景観を軸に
発達してきた農漁村集落の姿を体感し、地域の文化
を知ることができるようにするため、「地域文化の
継承」、「文化的景観地域の資源を生かした整備と交

流人口の拡大」、「地域産業の振興」を軸に基本構想
の検討を行う。
第2項　基本計画
　重要な構成要素として「集落」を挙げているよう
に、本地域の文化的景観の価値は「集落の構造」に
ある。その構造を保全していくための整備計画と、
それらを生かした活用計画の検討を行う。
①地域文化の継承
　文化的伝統の保存・継承・活用、市民の文化活動
への支援、地域の文化に触れる機会の提供等が考え
られる。
②文化的景観地域の資源を生かした整備と交流人口
の拡大

　農漁村景観を生かした、体験型・滞在型観光の推
進について検討を行う。ただし、その場合、本地域
が離島であることで、アクセスやインフラ、産業な
ど流入人口増への対応が現段階で完全に不足してい
る。これは「住民以外の人々が参入しない離島だか
らこそ独自の文化的景観を形成してきた」という背
景があってのところであり、この背景を尊重した「島
の文化を守る」取り組みとなるように慎重かつ十分
な検討が必要である（中略）。
③地域産業の振興
　地域産業の振興は、地域社会の基盤を安定させる
ために重要なことであるため、関係機関と連携を図
りながら取り組みを進める。
　新たな観光施設を作るのではなく、既にある地域
資源を磨き生かすことを考える。
　（後略）
第3項　佐世保市における文化的景観地域の位置づ

け
　様々な計画や各種事業間における文化的景観地域
の位置づけを明確にし、本地域の振興について、全
庁的な取り組みを行える体制を確立させる。
　また、施設整備にあたっては、現在の観光客の入
り込み状況を把握しながら、適切な場所や規模で設
けるなどを検討することが肝要である。（中略）
　整備活用計画を策定するにあたっては、文化的景
観地区である黒島地域のみでなく佐世保市全域をと
らえ、適切なゾーニングや連携を行い、黒島地域が
生かすべき魅力を把握した上で、動線計画やそれに
伴う整備計画をたて、それを活用するための方策に
ついて検討を行う必要があるだろう。
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表 9-5　整備活用の方針－自然地理的背景
景観を構成
する要素 整備活用の方針

自然林

①整備の方針
・自然林としての保全に努める。
・水源涵養林として保全に努める。
②活用の方針
・全体眺望として、文化的景観の価
値と併せて周知できる方法を検討す
る。

二次林

①整備の方針
・下草刈りや間伐など手入れを行い里
山として管理する。
・用材として一定の規模以上を伐採し
た場合は、植林を行う等、植生の早
期回復に努める。
②活用の方針
・シイ類が多く、里山を活用した取り
組みが望まれる。
・木炭など林産物の生産を図る。

人工造林・竹林

①整備の方針
・防風林として植林されたものは「防
風林」に準じる。
・その他の植林地は「二次林」に準じ
る。
②活用の方針
・防風林として植林されたものは「防
風林」に準じる。
・その他の植林地は「二次林」に準じ
る。

道路

①整備の方針
・地域内の価値は、散策することで理
解が深まるため、必要な散策道の設
定及び整備、自然散策路の整備を検
討する。
②活用の方針
・森林内を通る里道を散策路とするこ
とで、林空間の活用を検討する。

海岸・河川

①整備の方針
・自然海岸としての保全に努める。海
岸採石の跡も同様。
・自然護岸や自然石積護岸を活かした
整備に努める。
②活用の方針
・自然海岸は景観を活かした散策場所
とする。
・磯場は魚介類や藻類の採集場として
保全する。

その他

①整備の方針
・修景に関しては、重要文化的景観保
護推進事業のほか様々な支援策を検
討する必要がある。
②活用の方針
・海岸など自然景観や天然記念物を
活かした散策ルートの設定を検討す
る。

表 9-6　整備活用の方針－独特な歴史的背景
景観を構成
する要素 整備活用の方針

①整備の方針
・黒島天主堂（国指定文化財）につい
ては、各種補助事業等を利用し修景
整備を検討する。
・参道や庭園等、建築物と一体となっ
て良好な景観を形成しているものも
含めて保存整備を検討する。
・従来の構造、材料、色彩等の保存に
努めた整備を行うこととする。
②活用の方針
・観光利用が多い黒島天主堂は、地域

寺社・教会 活動の拠点となることも想定される
場所であり、整備活用計画との連携
を図る。
・本村の興禅寺や黒島神社、それに付
随する石造物なども集落の景観形成
の要素となっており、文化的景観の
価値を付加することによって、更な
る活用方策を検討することとする。
・ただし、これらは信仰の場であり、
島内住民の生活に直結しているとこ
ろであるので、十分な配慮が必要で
ある。

墓地

①整備の方針
・地域生活に密接した場所であり、現
状維持に努める。
・地域における重要な構成要素になる
可能性のあるものについては、その
保存の可能性について検討する。
②活用の方針
・共同墓地においては、外国人神父や
地域の発展に尽力した人物の墓があ
り手厚く埋葬されている。観光客も
訪れる可能性もあることから、天主
堂など他の資産との連携を図ること
で、更なる交流人口の増加が見込ま
れる。
・古墓については現段階で積極的な活
用は想定しないが、歴史体験ツアー
など教育文化的な事業に際しては見
学できるようにしたい。

石造物

①整備の方針
・地域に散在する石塔や石碑等の石造
物は、現状維持に努める。
・記念碑等は景観を阻害する要因とな
り得るため、原則として新たな設置
は行わないこととする。
②活用の方針
・「かっぱ塚」「信仰復活の地碑」など
地域史に深く関連する石造物も多
い。その地を訪れた旅行者等がその
価値を理解できるようなマップ等の
作成が考えられる。

戦跡

①整備の方針
・近代における黒島の歴史を物語るも
のであり、見学、利用可能なように
保存整備を行う。
②活用の方針
・説明板の設置や散策マップへの掲載
など周知を図る。また休憩や展示施
設など内部空間の活用を検討する。

表 9-7　整備活用の方針－生業空間と密接に結びつい
た集落

景観を構成
する要素 整備活用の方針

住居

①整備の方針
・現在、集落には木造平屋建で勾配
のある屋根形状を有しているものが
多い。住居は木造が望ましく、高さ
については 2階建て以下を原則とす
る。
・空家は所有者の協力を得て散策を行
う際の休憩施設、物販所などとして
の整備が考えられる。
・島内には廃屋が点在しており、これ
らは景観上好ましいとはいえない。
私有財産であり解体処分等の対策に
は法的な壁もあるが、所有者との折
衝や島内での協議などにより、対策
を講じたい。
②活用の方針
・魅力ある集落景観を作ることで、交
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流人口の増加を図る。
・かつて行っていた修学旅行などの受
け入れなども考えられる。
・ただし、これまでの島の暮らしを保
全する観点からも、大規模な交流人
口増を目指すことは想定しない。

工場・事業所

①整備の方針
・地域イベント開催時の拠点施設とし
て、周辺部の整備も考えられる。
・現在、島内には地元産の土産品を流
通販売する組織・施設がないため、
これらソフト・ハードともに、その
必要性や対応策を島内組織で協議す
る。
②活用の方針
・他の地域では漁協や農協など地域の
組織で地場物産品の即売会を行って
いる事例も多数あり、他地区を参考
に活用策を検討する。

寺院・教会

①整備の方針
・前表「独特な歴史的背景」の「神社、
寺、教会堂」と同じ。
②活用の方針
・前表「独特な歴史的背景」の「神社、
寺、教会堂」と同じ。

信仰に関する空間

①整備の方針
・寺社、黒島天主堂及「信仰復活の地」
は、現在の景観を継承することを基
本とし、原風景と極端に異なりコン
トラストが強い構造物等がある部分
については、修景を行っていく。
②活用の方針
・それらの場所や意味をまとめたマッ
プ等を作成することで、無形の価値
の周知に繋がると考えられる。

墓地

①整備の方針
・集落ごとに形成された古墓は、現在
管理されていない箇所もあるので、
地元の協力を得て草刈等を行い、見
学できるようにする。
・ただし、故人を弔った生活直結の場
であるので、無用な整備は行わない。
②活用の方針
・古墓については現段階で積極的な活
用は想定しないが、歴史体験ツアー
など教育文化的な事業に際しては見
学できるようにしたい。

石造物

①整備の方針
・地域に散在する石塔や石碑等の石造
物は、現状維持に努める。
・記念碑等は景観を阻害する要因とな
り得るため、原則として新たな設置
は行わないこととする。
②活用の方針
・「かっぱ塚」「信仰復活の地碑」「く
さび跡が残る石切場跡」など地域史
に深く関連する石造物も多い。その
地を訪れた旅行者等がその価値を理
解できるようなマップ等の作成が考
えられる。
①整備の方針
・家屋や耕作地、集落を取り囲む防風
林は、地域独自の特徴的な景観であ
り、その保存整備に努める。
・近年、高齢化などにより剪定を行っ
ておらず、自然林と区別がつかなく
なっているところもあるので、今後
は、これらが防風林として機能をし
ていた原風景に戻せるところは地元
住民の協力を得て極力行っていく。
・防風林はまずは個人所有物件ではな
く、集落所有のものを選定していく。
・黒島の文化的景観を形成する重要な

防風林 要素であるため、地域住民と連携し
てその保全に努める。
・また海からの強い季節風や夏の日差
しを防ぐためのものであり、実用面
を考慮しつつ、今後大幅な改変を加
えず現状維持に努める。
②活用の方針
・日常生活に溶け込む防風林としての
景観を眺望できるように配慮する。
・集落内の小道を散策すると、大規模
な防風林を見ることができる。貴重
な地域資源であり、散策マップ等を
作成することで、新たな観光コース
としての活用も考えられる。

景観木

①整備の方針
・集落のシンボル的存在となってお
り、現状維持に努める。
②活用の方針
・説明板の設置や散策マップへの掲載
など周知を図る。

湧水池・溜池

①整備の方針
・島の生活に必要な水資源であり、そ
の機能を確保しつつ、景観への影響
を最小限に抑えた整備に努める。
・現在、島内には上水道が整備されて
いないため、別途整備を含め検討す
る。
②活用の方針
・日常生活の機能・風景であり、特別
なことを行わず現状維持に努める。

耕作地

①整備の方針
・耕作放棄地になっている場所が多い
ため、活用策を検討したうえで、農
地としての回復を検討する。また目
立つ場所については定期的な除草な
どを行う。
・耕作地の景観を形成する防風林の整
備及び管理技術について地域内での
継承に努める。
②活用の方針
・集落や耕作地の修景を行うことで、
交流人口増加のほか、畑地オーナー
制などの活用を検討する。
・学校教育の学習教材として、文化的
景観を知る、触れ合う機会を提供す
る。
・耕作物の地域ブランドとしての可能
性を調査研究し、特産品の開発を行
う。ただし、可能なかぎり従前から
の耕作物を用いることが望ましい。

広場・耕作放棄地

①整備の方針
・耕作放棄地については「耕作地」に
準じる。
・駐車場整備は基本的に行わない。
②活用の方針
・耕作放棄地については「耕作地」に
準じる。

道路・里道

①整備の方針
・地域内の価値は、散策することで理
解が深まるため、必要な散策道の設
定及び整備、自然散策路の整備を行
う。現段階では島内の主要な幹線道
路及び里道がこれにあたることを想
定する。
・島内道路の整備については、無用な
拡幅・拡張をせず、住民から生活改
善要望に上がっている箇所について
は、必要最小限の幅員を確保するよ
う改修してしいく。
・ガードレールなどの構造物はコント
ラストの強い色調を避け、景観の保
全に努める。
・土地利用を尊重した整備に努める。
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②活用の方針
・荒廃している里道の復活など、既存
の歩道等を利用した遊歩道の整備が
考えられる。
・集落内の小道（歩道）については、
散策マップ等を作成することで、新
たな観光コースとしての活用も考え
られる。

公共施設

①整備の方針
・学校や消防倉庫等を改修する場合
は、周囲の景観との調和に努める。
・漁港整備で、大きな構造物が設置さ
れる場合は、特に周辺の景観に調和
するよう配慮を行う。
②活用の方針
・既に設置されている公共施設（学校
や公園等の広場）については、地域
活動の場として積極的に利用ができ
るよう調整を行う。

工作物

①整備の方針
・電線などの地中埋設については工事
費や道路との関係もあるため長期的
な計画策定が必要。
・景観を阻害しているものについては
修景事業を実施していく。
②活用の方針
・不用となった工作物が放置されない
よう努める。

屋外広告物

①整備の方針
・必要最小限の場所に、適切な大きさ、
適切なデザインのものを配置する。
・貴重な文化財の脇に案内板を設置す
る場合は特に注意を要し、文化財自
体の価値を損なうことがないよう努
める。
・民間広告物についても、景観に十分
は配慮が行われるよう、その仕組み
について地域住民と検討していく。
②活用の方針
・本地区の文化的景観は、説明板を設
置しないとその価値が分からないも
のも多く、地域と調整を図りながら
設置を行い、文化財としての活用を
図る。

その他

①整備の方針
・文化的景観の価値を高めるため、地
域内の文化財の調査、修復、整備を
行う。
・地域で景観協定を締結し、より細や
かなルール作りを目指す。
・修景に関しては、文化的景観保護推
進事業で行う事業のほか、様々な支
援策を用意していくことが考えられ
る。
②活用の方針
・文化的景観の価値については、その
区域内の住民への周知に加え、観光
客を含めた幅広い周知を行う。
・生涯学習の一環として、公民館講座
等を活用し、文化的景観の周知を図
る。
・地域の魅力をどのように伸ばし活用
するのか、目標を明確にする。
・学校教育の学習教材として、文化的
景観を知る、触れ合う機会を提供す
る。
・増加が見込まれる交流人口（観光客
等）の受け入れ態勢を確立させる。
その場合は、地域住民の生活を保護
することが大前提であり最優先事項
とする。

第5章　文化的景観を保存するために必要な体制に
関する事項

第1節　管理運営に関する考え方
　（前略）
　黒島は、離島における農漁村地域として自然への
人為的な働きかけで景観が形成されてきた場所であ
り、それら生業が営まれる中で形成されてきた景観
を引き継ぐことが重要である。
　そのためには、地域住民及び行政は文化的景観の
価値を正しく理解し、その継承のために必要な体制
づくりを進めなければならない
　本計画は、あくまで文化的景観の保存継承の枠組
みを定めるものであり、この計画が効力を発揮し景
観保全への取り組みへと繋げていくためには、景観
行政団体である佐世保市や国・県等の施設管理者、
地域住民の協力関係の構築が求められる。
第2節　地域住民の役割
　景観法で高さや色等の基準を設けたところで、そ
れを守れば必ず良好な景観が形成されていくという
ものではない。画一的な「作られた景観」を形成す
ることが目的ではなく、立地する場所の条件や周辺
環境により、景観に配慮すべき事項は異なってくる
ものである。景観は、庭の手入れや空き地の利用の
仕方等、それらの使い方に拠るところもある。地区
を対象としたゆるやかな協定により自主管理するこ
とは、地域景観へのコンセンサスを作っていく効果
があり、そうした自主的な取り組みで補完すること
によって広がりが出てくると考えられる。景観協定
は、景観規制のルールとしても使えるし、自発的な
景観創造の制度としても活用できるものである。
　景観資源が点在する集落には、既に地域活性化の
取り組みが行われていることもある。（中略）また、
平成 21年 10月に黒島内で開催したワークショップ
では、産品開発や情報発信に意欲的な意見も出てお
り、文化的景観の取り組みを契機に地域振興が加速
することが期待される。
　文化的景観の継承は、行政の施策と共にそこに住
む地域住民の参画と自主性が重要となる。黒島地域
は、自治会組織や漁業・農業組織が強く機能してい
る地域であるため、これらを活動の母体組織として
位置づけ、自分たちができる事から始め、農地が荒
れる原因として挙げられる、高齢化や後継者不足、
有害鳥獣などの問題を補うための担い手育成への取
り組み等を通じて、町全体で文化的景観の継承に取
り組むこととしたい。
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第3節　行政の役割
　佐世保市においては、景観計画により全市的に景
観に関して一定の規制を設定した。地域づくりを行
うにあたっては、規制のみの制度ではなく、規制の
レベルに応じた支援策を用意すべきであり、規制と
支援のバランスの取れた制度にしていくことが肝要
である。（支援については、人的支援、金銭的支援、
規制緩和等が考えられる。）
　文化的景観の管理と継承に関する効率的な行政運
営を行うため、関係する庁内担当課との連携を強化
し、横断的な連絡調整が可能な体制づくりを行うこ
ととする。
　また、現在設置している佐世保市文化的景観調査
委員会については、調査及び保存計画策定に詳しい
専門家が主な委員であるため、今後策定される、文
化的景観整備活用計画については、名称も新たに体
制を整えて検討することとしたい。
　（付図略）
第6章　文化的景観における重要な構成要素
第1節　景観を構成する重要な構成要素の考え方
　（前略）
　本地域における集落の構造自体が価値を持つので
あり、それらの集落における有形・無形の構造を保
全していくことが重要である。したがって集落その
ものと、集落を構成している要素を重要な構成要素
とした。
　（図9－ 6～ 8、表 9－ 8参照）
第7章　参考資料
第1節　公共事業におけるガイドライン等の尊重
　（略）
第2節　風力発電施設についての考え方
　（略）

／出典：『佐世保市黒島の文化的景観保存計画書』（平
成23年、佐世保市教育委員会）、抜粋、一部修正
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自然地理的背景を構成する要素
44 黒島神社社叢 宗教法人
45 海岸林 町内会
46 女瀬 町内会
47 伊島 個人
48 幸ノ小島 個人
49 黒島の海岸の岩場 団体
50 名切ノ浜 団体
51 蕨ノ浜 団体
52 小崎ノ浜 団体
53 東堂平ノ浜 団体
54 白木ノ浜 団体
55 里ヶ浦 団体
56 日数ノ浜 団体
57 根谷ノ浜 団体
58 串ノ浜 団体
59 伊島の海岸の岩場 団体
60 幸ノ小島の海岸の岩場 団体
61 本村川 市
62 白馬川 市
63 番岳川 市
64 小崎川 市
65 黒島名切川 市
66 黒島名切川支流 市
67 日数川 市
68 東堂平川 市
独特な歴史的背景を構成する要素
69 かっぱ塚 個人
70 信仰復活の碑 市
71 興禅寺裏の石塔 個人
72 興禅寺墓地 宗教法人
73 興禅寺歴代住職墓所 宗教法人
74 本村墓地 町内会
95 小田墓地 市
76 小田平墓地 宗教法人、市
77 岳墓地 町内会
78 田代墓地 町内会
79 仕切牧墓地 町内会
80 東堂平古墓 町内会
81 東堂平墓地 町内会
82 長谷墓地 町内会
83 寄人の墓 町内会
84 殉教墓 町内会
85 旧黒島南砲台発電所 個人
86 旧黒島東砲台発電所 個人
87 旧黒島東砲台探照灯格納庫 個人
88 白木の突堤 団体
89 旧名切砲台跡 個人
90 旧黒島発電所 個人
91 旧黒島番岳砲台聴音機跡 個人
92 旧黒島番岳砲台探照灯跡 個人

名称 所有者・管理者等
無形の要素を背景とする集落
A 本村集落 町内会
B 名切集落 町内会
C 田代集落 町内会
D 蕨集落 町内会
E 東堂平集落 町内会
F 古里集落 町内会
G 日数集落 町内会
H 根谷集落 町内会
集落を構成する要素
1 宝亀石材工場 個人
2 黒島石材工場 個人

3 佐世保市相浦漁業協同組合
黒島支所 団体

4 ながさき西海農業協同組合
黒島事業所 団体

5 黒島天主堂及び附属施設 宗教法人

6 お告げのマリア修道会
黒島支部修道院 宗教法人

7 興禅寺 宗教法人
8 黒島神社 宗教法人
9 金刀比羅神社 宗教法人
10 蕨集落の仮御堂跡 個人
11 集落の防風林 町内会
12 根谷のアコウ 個人
13 根谷のサザンカ 個人
14 名切のサザンカ 個人
15 本村のエノキ 個人
16 興禅寺のイヌマキ 宗教法人
17 集落の竹林 町内会
18 黒島港の三界万霊塔 個人
19 本村の棚田 町内会
20 白木谷の棚田 町内会
21 東堂平水田 町内会
22 根谷鼻の畑 町内会
23 根谷の畑 町内会
24 本村の畑 町内会
25 屋根無しのやぐら 町内会
26 屋根付のやぐら 町内会
27 岳池 市
28 集落の水源 町内会
29 郭公谷の湧水 町内会
30 田代の採石場 個人
31 海岸採石の跡 団体
32 黒島小学校 市
33 黒島中学校 市
34 黒島旅客船フェリー乗り場 市
35 黒島保育園 社会福祉法人
36 黒島支所、黒島地区公民館 市
37 本村公園（本村役所跡） 個人
38 黒島漁港白馬地区 市
39 黒島漁港古里地区 市
40 黒島漁港名切地区 市
41 黒島漁港串ヶ浜地区 市
42 市道 市
43 里道 市

表 9-8　重要な構成要素一覧
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図 9-6　重要な構成要素位置図（1）
1：集落、2：集落を構成する要素、3：自然地理的背景を構成する要素、4：独特な歴史的背景を構成する
要素（重要な構成要素番号は表 9-8 参照）

1 2

3 4
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図 9-8　重要な構成要素の個別記載（「根谷のサザンカ」の例）

図 9-7　重要な構成要素位置図（2）
2-1：防風林（⑪）、2-2：竹林（⑰）・やぐら（26◯）、2-3：水源（28◯）、2-4：市道（42◯）・里道（43◯）

2-1 2-2

2-3 2-4
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五島列島中南部に位置する久賀島は、湾口を北に開いた久賀湾が島の中央部まで食い込んだ馬蹄形をなし
ている。島の外延部を形成する標高 200 ～ 300m 級の山々から久賀湾に流入する河川は下流域に緩やかな傾
斜の沖積地を形成しており、五島列島では珍しい棚田が営まれている。一方、島の外周は急峻な山々がその
まま海に沈み込む地形となっており、特に海流や季節風の影響を受けやすい島の西側には、急峻な海食崖が
発達している。こうした独特の地形条件は、久賀島の集落における居住地形成に大きく影響した。久賀湾に
面した緩傾斜地には棚田耕作を生業とする比較的規模の大きい集落が形成される一方、急傾斜地が卓越する
外海側には小規模な集落が形成され、段々畑での耕作や漁業が営まれてきた。
久賀島では、外海に面し季節風が当たる地域を中心にヤブツバキの自生地が卓越している。現在も島内に

2か所のヤブツバキの自然林が展開するほか、集落から離れた自生地とは別に居住地近傍や耕作地の周辺にヤ
ブツバキが植栽され、古くから利用されてきた。ヤブツバキの木質は堅く緻密で均質であり、木目はあまり
目立たず摩耗に強い特質から、工芸品・細工物に使われている。また、日本酒製造用の木灰・含有アルミニ
ウム分を活用した染色・高品質の木炭などさまざまな利用が行われてきたほか、実から採取される良質の油
は整髪用・美容食用・燃料用など現在でも利用価値は高い。久賀島では古くから豊富なヤブツバキ資源を活
用しており、村制時代のヤブツバキの伐採を制限する条例制定、「クチアケ」と呼ばれる採取日設定による集
落の共同作業、「ドンザ」と呼ばれる作業着など、ツバキ生産にかかわる伝統的な生業の在り方が現在も継続
されている。
このように、五島市久賀島の文化的景観は、地形条件に応じて形成された集落およびその生活・生業の在

り方、また島内に 2か所展開するヤブツバキの自然林をはじめ、外海側に発達するヤブツバキ林・集落近傍
に自生するツバキ樹とその利用によって特徴づけられる、価値の高い文化的景観である。しかしながら、過
疎化・高齢化により地域における生活・生業が徐々に変容しつつあるなど、問題も生じている。そのため、
当該地域における生活・生業を維持し当該文化的景観を保存・活用するため、五島市は文化的景観保存調査
を実施し文化的景観保存計画を策定した。調査では景観単位として、久賀島における生業の重要な位置を占
めるツバキ林と、地形に応じて漁業・農業の生業選択を行った居住地が析出された。また、保存計画において、
重要な構成要素として集落・ツバキ林など 38 件の不動産が特定されている。これらに基づき、今次選定申出

10  五島市久賀島の文化的景観
長崎県五島市

図 10-1　「五島市久賀島の文化的景観」の位置 図 10-2　管理されたツバキ林（亀河原）

重要文化的景観の概要

佐世保

長崎五島市久賀島の
文化的景観
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が行われた当該文化的景観について重要文化的景観に選定し、その保存・活用を図るものである。／出典 :『月
刊文化財』第 576 号、一部修正

図 10-3　田畑－集落－漁港と続く蕨集落 図 10-4　内幸田の棚田
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五島市久賀島の文化的景観保存計画

序章　沿革と目的
1．計画策定の目的
　（前略）
五島市久賀島の文化的景観を文化資源として捉え、
五島市の地域再生・活性化に資するため、文化的景
観保存調査で明らかになった五島市久賀島における
文化的景観の価値付けを行い、文化的景観保存管理
計画を策定し、保存・継承を図っていこうとするも
のである。
2．検討体制
　（略）
3．計画策定に至る経過
　（略）
4．位置及び範囲
　（前略）
ツバキ産業の要素を色濃く残し、代表的な地域であ
る久賀島全島域と福江島北東部の奥浦地区を文化的
景観の保存調査対象地域とした。
　最終的な申出の範囲については、久賀島全域に決
定した。この範囲については、今後の調査により拡
大されることも考えられる（図10－ 5）。
5．文化的景観の申出について
（1）段階的な申出
　「五島市久賀島の文化的景観」のうち、久賀島地
域 12地区の集落で構成されており、申出予定面積
は 3881.1ha と広域な農漁村景観であることが特徴で
ある。
　既に、五島市全域が景観計画区域であり、保存調
査を行った地域のうち久賀島全域が文化的景観地区
に設定されている。
　平成 23年 1月に、文化的景観として保全を急ぐ
地域を 1次申出することとし、その後、地域住民の
景観保全に対する意識醸成、地域内で行われる公共
事業の調整、その他文化的景観として価値を高める
補足調査や地域内での景観協定の締結等を行いなが
ら、久賀島全域（海域含む）にかかる申出が完了す
るよう計画している（付図・付表略）。

第2部　文化的景観保存計画
第1章　文化的景観の保存に関する基本方針
1．文化的景観の概要と価値、課題

（1）文化的景観の概要と価値
　（略）
（2）課題
　（前略）
現状において様々な課題を内包しており、それらの
課題解決がなされないままの状態であると、久賀島
の文化的景観の価値は急速に失われてしまう可能性
が大きい。特に、昭和の大合併で福江市（当時）に
編入されて以来、急速に進んだ人口流出は、過疎化、
少子・高齢化という地域再生にとって厳しい結果を
残してきた。
　過疎化や生活様式の変化による森林や里山の荒廃
は、ツバキ林などの自然的空間にも影響を及ぼし、
かつてのように人の管理が行き届かなくなったツバ
キ林はツタカズラなどの蔓植物に覆われはじめてい
る。また、集落や生業空間においても空き家の増大
などによる集落の荒廃、過疎化による継承者の減少
から耕作放棄地が増大している。
　以上のような容易には解決しがたい課題が山積し
ており、久賀島においては個々の要素をどう守り伝
えていくかという課題解決の施策より、むしろ久賀
島全体の地域活性化をどのように講じていくかが重
要な課題である。
2．保存管理に関する基本方針
　（前略）
現在は、急激な過疎化の影響により、ツバキ実採種
などの生業システムの衰退や集落が荒廃しつつあ
り、社会システムが脆弱化しているため、五島市に
おいては保存管理に関する基本方針を、保存調査に
より明らかになった久賀島の本質的価値から「自然
的観点」、「集落及び生活・生業的観点空間」の観点
から示す。
　以下の方針を定めるにあたり、各要素を保存して
いくためには地域に住む人たちの景観保全に対する
理解と自助的な取り組み、そして行政の役割を明確
にしておくことが必要であり、それらを実行できる
体制づくりが何よりも必要であることを先に記して
おく。文化的景観保存計画や景観計画は、規制のた
めの仕組みだと考えがちだが、良好な景観の創造に
繋がるという視点も忘れてはならない。
　（後略）
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（1）自然的観点
　久賀島に数多く自生するヤブツバキやツバキ林の
存在は、久賀島の文化的景観の保護における基本的
な要件である。（中略）
　こうしたツバキ林などの自然景観の保存について
は、現状の維持に努めるものの、凍結的な保存では
なく適切に人為的な保存・管理を図る必要がある。
市が策定している「五島市つばき振興計画」の基本
方針においても「ツバキ林の育成と管理技術」が謳
われており、こうした関連計画との整合性を図りな
がら保存管理に努めることとする。
　また、久賀島の地形的特徴から久賀湾に注ぎ込む
中小河川などの河川についても、護岸形態や川中の
施設の形態等について配慮が必要である。ホタルが
生息する河川もあり、それらの生態系を維持できる
よう河川環境の保全に努めることとする。
（2）集落及び生活・生業的観点
　久賀島島民の生業は農業・漁業といった第 1次産
業が大半を占めており、集落と一体的に形成された
農地や船着き場、漁港などの生業空間は地域を特徴
付けるものである。（中略）
　これらの集落を構成する諸要素の保存について
は、いくつかの保存方法を組み合わせる必要がある。

まず農地景観の保存管理にあたっては、田畑や周辺
域の防風林などの景観維持に努めるとともに、その
景観を維持してきた技術の継承の支援を検討する必
要がある。また、今後も棚田などの生業空間を維持
していくため後継者の育成や耕作放棄地の再活用策
など、関係法令を踏まえ有効な支援策を検討してい
く必要がある。
　集落の良好な景観を構成している保存すべき要素
として、集落内には歴史的な石垣・防風垣・石積み
護岸が残されており、これらを維持・保存すること
に努めることとする。
3．整備活用に関する基本方針
　（前略）
（1）全体的な考え方
　久賀島の文化的景観は、自然的空間と集落及び生
活・生業空間が一体となった景観地であり、このよ
うな景観地は長年の営みによって生み出された景観
地である。長期的な人々の生活・生業によって生み
出されたものである以上、人の手が加えられ続ける
ことで、景観の維持・保全が可能となってくる。し
かし過剰な手入れは逆に景観を損ねてしまう恐れが
あるため、一定の整備方針を定める必要がある。ま
た、共同水路や祭礼・年中行事など伝統的コミュニ

図 10-5　重要文化的景観選定範囲図
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ティ活動を重視することも重要である。
　公共事業においても、これまで道路は道路、農地
は農地、森林は森林といった縦割だった土地利用計
画を、総合的に見直し整理することが肝要である。
このような観点から地域の景観マスタープランを法
的に位置づけることができるのが景観計画であり、
計画の見直しを行いながらまちづくりを進めること
とする。
　活用策に視点を移すと久賀島を訪れる観光客の多
くは、旧五輪教会堂や豊かな自然景観を体感するこ
とが目的であり、日帰り観光客が多いことが特徴で
ある。文化的景観を生かした地域振興が最終的な目
的であるため、広域的な観光ルートの設定や案内板
等の設置だけではなく、地域自体の魅力を高め、そ
こへ行きたいと思わせる付加価値を付ける取り組み
を行う必要がある。
　平成 19年 1月、「長崎の教会群とキリスト教関連
遺産」が世界遺産暫定リストに記載され、本地域も
構成資産のひとつとして検討されている。活用とい
う面で考えるならば、潜在的な価値を持っている場
所であり、登録推進活動に併せ、文化的景観を核と
したネットワークを形成していく必要がある。既に
民間で行われている「久賀島巡礼ツアー」、「ツバキ
巡り」などの観光ツアーのほか、都市部住民をター
ゲットにした農漁家民宿等も視野に入れ、地域内に
組織されているまちづくりグループを主体とした施
策を実施する必要がある。
　ただし、このような観光施策を行う場合、過剰な
観光客の増加等によって久賀島の景観が損なわれる
ことがないよう配慮しなくてはならない。観光客と
島民とのトラブルなども心配されるため島民と行政
との緊密な連携も必要である。
（2）自然的空間
　（前略）
現状維持のための保全を図り、久賀島の自然景観を
代表するツバキ林については植生回復を行っていく
こととする。人工造林及び保安林については関係部
署とも連携を図りつつ、その保全・活用に努めてい
きたい。
（3）集落及び生活・生業空間
　本地域の集落に多く見られるのは、木造平屋建の
住宅であり、現在も良好な景観を維持している。特
に建築物や工作物の高さや色には十分注意すべきで
ある。景観計画でそれらの行為誘導を行っているが、
今後は景観協定の締結も視野に入れ、より自発的な

景観創造への取り組みへと繋げていくこととする。
　本地域の景観を構成するものに地形を利用した
棚田や集落内に所在する歴史的石垣（防風垣など）、
伝統的な石積み護岸があり、景観を特徴づける要素
となっている。全国的に棚田の景観は観光資源とし
ても認知され始めており、それが高まって付加価値
米の開発へと繋げていった地域もある。米自体のブ
ランドを高めて付加価値米とするのか、棚田の景観
を生かして交流人口を増やすのかは、地域の特性に
合わせたものにすべきであろう。いずれにせよ、棚
田としての景観が保全されていることが前提であ
り、整備を行う際は、土地利用を尊重した整備を行
うことが必要である。
　また、本地域には 5箇所の漁港がある。それらの
改修工事等によってもたらされる景観の変化は、大
きな影響を与えることも考えられる。良好な景観を
維持するための配慮が必要である。
4．管理運営に関する基本方針
　本地域の文化的景観は、自然環境にそこで暮らす
人々の生活・生業の働きかけがあって、初めて作り
出され、長い年月をかけて現在の景観へと変遷して
きたものである。これは、継続し変化し続けている
景観であり、現在の景観が完成形ではないことを示
している。
　農漁村集落の過疎化等により、現在の景観を保つ
ことは非常に難しい問題である。この良好な景観を
継続させるために、「誰が（主体・担い手）」、「何の
目的で（生業のため・景観の保全のため）」景観管
理を行うのかという目的を明確にし、農漁村集落の
景観が維持されるシステムを早期に確立させなけれ
ばならない。
　重要なのは、その地で生活し生業を営む地域の
人々の存在であり、農業を継続できない理由は何な
のかを把握し、現在の景観を維持し発展させるため、
それらの要素を取り除く仕組み作りを検討する。後
継者不足であるのなら、農地所有者のみではなく、
文化的景観地区に住む人々、周辺都市部に住む人々
が積極的に景観保全に係わることができる仕組みが
必要だろう。
　久賀島の一部地域では、景観保全と生業育成のた
めに、一部の耕作放棄地においてツバキの植栽が進
められ活用されている。本地区は自治会組織が比較
的確立された地域であるため、これら既存の組織を
活用した住民主体のまちづくりと景観保全、文化・
伝統の継承を図るべきであろう。
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　一方、行政の体制も整理、強化される必要がある。
文化的景観の継承・活用においては、教育委員会の
ほか、都市計画、建設、農林、観光部局等の多くの
協力連携が必要となる。県関係部局との連絡調整も
含めて、関係機関が緊密に協力できる体制を整備し
たい。その上で、地域活動を積極的にサポートして
いくこととする。
　（付図略）
第2章　文化的景観の保存に配慮した土地利用に関

する事項
1．保存管理に関する考え方
　（前略）
（1）自然的観点
　現状の植生区分に従った管理を行うとともに、伐
採跡地の回復、育成を行うことで森林保全に努める。
本地域において、優れた自然景観の一部は自然公園
法や保安林として保護されているが、それらに隣接
し、景観として連続したものについても、同様に保
全されるよう努める。
　（表10－ 1参照）
（2）集落及び生活・生業的観点

　文化的景観を構成する主要な要素と位置づけ、良
好に維持される生業空間に隣接する生活の場とし
て、景観計画と連携した景観形成を図る区域とし、
景観保全を図るとともに、生業の支障となる案件に
ついては、改善策を検討しながら生業景観の継承に
努める。
　（表10－ 2参照）
2．既存法令等による土地利用規制の整理
　（略）
3．景観法に基づく景観計画による行為誘導
　（前略）
　五島市景観計画では、市域全体を一般景観計画区
域と文化的景観地区及び景観重要地区に分け、文化
的景観地区を以下の 5つの区域に、景観重要地区を
以下の 5つの区域に分けそれぞれの景観特性に応じ
た景観形成に努めることとし、そのうち重要文化的
景観申出予定地区の久賀島においては「久賀島景観
まちづくり計画」を策定し、景観誘導指針を示して
いる。
　（図10－ 6参照）
　（後略）

図 10-6　文化的景観地区及び景観重要地区位置図
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法で積み直すことが望ましい。
・良好な景観を有する「集落」として
の景観保全に努める。

事業所
・高さ、規模、色彩等の誘導を行い、
周囲の景観との調和に努める。
・敷地の緑化や、木壁等により、景観
阻害要因の遮蔽に努める。

寺院・教会

・構造、材料、色彩等の保存に努める。
・高さ、色彩、屋根の構造等について、
従前と同様の伝統的な建築様式にな
るよう努める。
・これら信仰に関する施設は、設置場
所に意味がある場合が多く、文化的
景観の核となる施設である可能性も
あるため、原則として移設は行わな
い。

公共施設

・高さ、規模、色彩等の誘導を行い、
周囲の景観との調和を図る。また、
改修に合わせ、積極的な修景努める。
・敷地の緑化や、木壁等により、景観
阻害要因の遮蔽に努める。

道路

・新設、改良工事については、景観へ
の影響が考えられるため、事業主体
は、五島市景観計画を尊重するとと
もに、文化的景観の価値が特に高い
と認められる地区については、景観
への配慮を最大限行うこととする。

墓地

・墓地様式及び時代性に価値のあるも
のについては、保存を検討する。
・古い墓地は山野に埋もれている箇所
もある。それらは文化的景観を構成
する無形の要素と関係が深い可能性
があるため、住民の協力を得ながら
保存・顕彰に努める。

集落の石垣風景 ・集落内に多数分布する石垣の景観は
特徴的であり、保全に努める。

広場

・資材等の投棄場所にならないよう、
景観の維持に努める。
・集落と一体となって良好な景観を形
成するよう活用方法や整備方針を検
討する。

石造物

・場所に意味がある場合が多く、原則
として移設を行わない。やむを得な
い場合は、近接した場所へ設置する
こととする。
・古い時代の石造物も多く、地域の文
化を実証する数少ない物証であるた
め、原則として石材の更新は行わな
い。

防風林
・住居や農地の周囲に自生し、結果的
の防風林となっているヤブツバキ等
の樹木は、集落・生業景観の特徴で
もあるため保全に努める。

集落の緑地
及び景観木 ・保全に努める。

信仰に関する空間
・寺社仏閣・教会堂や、信仰復活の地
等の建物・空間は、周囲の景観も含
め保存することとし、場所性を損な
わないようにする。

耕作地
・耕作放棄地になっている場所が多い
が、可能な限り農地としての再生の
可能性を検討する。

広場・
耕作放棄地等

・資材等の投棄場所にならないよう、
良好な景観の維持に努める。
・集落と一体となって良好な景観を形
成するよう活用方法や整備方針を検
討する。

工作物

・景観の連続性を阻害しているものに
ついては、修景に努める。
・電柱類その他工作物を設置する場合
は、設置場所や高さ、色について配

表10-1　　土地利用等についての考え方－自然的観点
景観を構成
する要素 土地利用等についての考え方

天然林
・天然林が残る森林の多くは、自然公
園、保安林で保全されており、今後
も現状維持を行うこととする。

ツバキ林
・島内に所在するツバキ林は、景観構
成要素であり、その保全に努めるこ
ととするものの、荒廃を防ぐために
適切な管理が必要である。

二次林

・家庭で薪を使用していた際は、定期
的に伐採・更新されてきた場所であ
りスダジイ林が多い。森林の適切な
維持管理を行うとともに、現状の植
生区分に従った植生の回復も検討す
る。

人工造林

・水土保全を重視する森林整備に努め
る。
・森林と人との共生を重視する森林整
備に努める。
・資源の循環利用を重視する森林整備
に努める。

道路
・生業・生活や森林の適切な維持管理
のために必要とされる場合は、景観
への配慮を検討した整備を行う。

海岸・河川

・自然海岸、自然石積護岸、自然河床
の保全に努める。
・多様な生態系の維持に努める。
・港湾整備などの公共工事において
は、周囲の景観と調和するよう整備
を行うこととする。

その他

・文化的景観区域内に大規模な鉄塔類
を設けないことを原則とする。防災
等の観点からやむを得ない場合は、
周囲の景観に十分配慮を行う。（山
稜線を分断しない、主要な眺望ポイ
ントと同一視野に入らない等）
・風力発電施設については、文化的景
観区域には原則として設置しない。
自然公園（西海国立公園）内につい
ては、環境省自然環境局が定めた
「国立・国定公園内における風力発
電施設設置のあり方に関する基本的
考え方」（H16.1.19）があり、長崎県
立自然公園においても長崎県自然環
境課が定めた「長崎県自然公園内に
おける風力発電施設（風車）の取扱
い基準について」（H14.11.11）があ
る。それらの区域に隣接し、周囲の
景観と一体となった文化的景観区域
でも、同様に考えることとする。（第
7章参考資料 風力発電施設について
の考え方）

表 10-2　土地利用等についての考え方－集落及び生
活・生業的観点

景観を構成
する要素 土地利用等についての考え方

住居

・高さ、色彩、屋根の構造等について、
周囲の景観との調和に努める。現在、
多くの家屋が木造であり、周囲の景
観と一体となった良好な景観を維持
しているため、これまで同様に木造
家屋が望ましい。
・伝統的家屋については、文化財とし
ての価値を高めつつ、重要な構成要
素としての特定を検討していく。
・防風石垣や、家屋石塀等の保全に努
める。調査報告書において、地域に
おける多様な石積技法が認められて
おり、これらについては、従前の技
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4．現状変更の取扱い
　（前略）
（1）文化財保痩法の届出対象行為
　（略）
（2）文化財保護法の届出を要しない行為
　以下に定める行為については、影響の軽微である
ものとし、本計画において届出を要しない行為とし
て定めている。
①地盤面下文は水面下における行為
②仮設の建築物、工作物の建設等
③通常の管理行為、軽微な行為
ア　建築物の新築、増築等、外観を変更することと

なる修善若しくは模様替え文は色彩の変更行為
で、次のいずれかに該当するもの

・建築面積が10m2 以下の建築物
・色彩の変更行為を行う部分が10m2 以下のもの
・擁壁等（塀、柵含む）の構造物その他これに類す
るもので、面積が10m2 以下のもの

・電柱、照明灯、携帯電話用アンテナ、その他これ
に類するもので高さ3m以下のもの

・生業を営むために行う、高さが1.5m以下の貯水槽、
飼料貯蔵タンクその他これらに類する工作物の設
置等

・生業を営むために行う、幅員が 2m以下の用排水
路文は幅員が 2m以下の農道若しくは林道の設置
イ　土地の形質の変更行為で、面積が100m2 以下の

もの（ただし、これにより建築物・工作物等が
生じ、アの基準を超える場合は届出を要する。）

ウ　木竹の伐採で、次のいずれかに該当するもの
・森林の保育、施設管理のために通常行われる木竹
の伐採

・枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
　教育委員会は、重要文化的景観の現状又は管理若
しくは復旧の状況を把握し、文化財保護法第8章（第
140 条）により報告を求められた場合は、文化的景
観の現況について報告するものとする。
　また、文化的景観区域内で五島市景観計画による

届出等があったものについては、景観計画担当部署
及び教育委員会で協議を行うこととし、現状変更の
内容によっては、所有者等と協議を行うこととする
（域内で行われる公共工事を含む）。
　重要文化的景観の滅失又はき損が省令第 4条に定
める行為についても、教育委員会と事前に協議を行
うことを原則とする。
第3章　文化的景観の整備活用に関する事項
1．整備活用に関する考え方
　（前略）
　整備活用については、自然的空間と集落及び生活・
生業的空間を体感し、地域の文化を知ることができ
るようにすることを基本とする。（中略）
　公共事業については、これまで管理者が異なると
いう理由から、隣接する場所であっても、工法や材
料の違いがあり、環境保全の整合性が取りにくいこ
とが課題であった。公共工事は景観への影響が大き
いため、景観保全に対する認識を統一する必要があ
る。また、農漁業集落景観には、学校、橋梁、道路、
港等、景観に大きな影響を及ぼす公共施設が含まれ
ていることが多い。これらについては、景観計画の
中で景観重要公共施設として位置づけ、整備に関す
る事項を定めることも想定される。（中略）
　文化的景観を確実に継承していくため、地域住民
の必要に応じて景観計画の見直し等も検討してい
く。（中略）
　保存調査で抽出された景観阻害要因については、
文化庁事業等を活用して、修景や除去に努める。こ
れらの修理修景を実施しながら、地域内の拠点施設
の整備や、サイン計画等を併せて検討する。また、
文化的景観を長期的に保全し継続していくために、
地域産業の育成を図るものとする。
2．整備活用の方針
（1）自然的観点
　（表10－ 3参照）
（2）集落及び生活・生業的観点
　（表10－ 4参照）
3．整備活用計画
　（前略）
この整備活用計画は、保存調査で明らかとなった文
化的景観の価値を保護し活用するため、文化的景観
地域内におけるより詳細な整備活用の指針を定める
もので、今後は、同計画に基づき整備を進め活用を
図り地域振興に繋げることとしている。以下は、五
島市内における既存の取り組み等を踏まえた、整備

慮し、周囲の景観との調和に努める。

屋外広告物

・設置は行わないことが望ましい。や
むを得ない場合は、高さと色につい
て配慮し、周囲の景観との調和に努
める。
・交通誘導板、観光案内板等は、必要
最小限に留めることとし、案内板が
乱立している場所では、撤去を検討
する。

その他 ・景観協定を締結する等、集落内での
より細やかなルール作りを目指す。
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表 10-3　整備活用の方針－自然的観点
景観を構成
する要素 整備活用の方針

天然林

①整備の方針
・自然林としての保全に努める。
・保安林として保全に努める。
②活用の方針
・全体眺望として、文化的景観の価
値と併せて周知できる方法を検討す
る。

ツバキ林

①整備の方針
・その保全に努めることとするもの
の、荒廃を防ぐために適切な管理が
必要である。
②活用の方針
・ツバキ油搾油のためのツバキ実採取
を図る。

二次林

①整備の方針
・下草刈りや間伐など手入れを行い里
山として管理する。
・用材として一定の規模以上を伐採し
た場合は、植林を行う等、植生の早
期回復に努める。
②活用の方針
・里山を活用した取り組みが望まれ
る。
・木炭など林産物の生産を図る。

人工造林

①整備の方針
・用材として一定規模以上を伐採した
場合は、植林を行うなど植生の早期
回復に努める。
②活用の方針
・用材などの林産物の生産を図る。

道路

①整備の方針
・地域内の価値は、散策することで理
解が深まるため、必要な散策道の設
定及び整備、自然散策路の整備を検
討する。
②活用の方針
・森林内を通る里道を散策路とするこ
とで、林空間の活用を検討する。

海岸・河川

①整備の方針
・自然海岸としての保全に努める。
・自然護岸や自然石積護岸を活かした
整備に努める。
②活用の方針
・自然海岸は景観を活かした散策場所
とする。
・磯場は魚介類や藻類の採集場として
保全する。

その他

①整備の方針
・修景に関しては、重要文化的景観保
護推進事業のほか様々な支援策を検
討する必要がある。
②活用の方針
・海岸など自然景観や天然記念物を
活かした散策ルートの設定を検討す
る。

表 10-4　整備活用の方針－集落及び生活・生業的観点
景観を構成
する要素 整備活用の方針

①整備の方針
・現在、集落には木造平屋建で勾配
のある屋根形状を有しているものが
多い。住居は木造が望ましく、高さ
については 2階建て以下を原則とす
る。
・空家は所有者の協力を得て散策を行
う際の休憩施設、物販所などとして
の整備が考えられる。

住居

・島内には廃屋が点在しており、これ
らは景観上好ましいとはいえない。
私有財産であり解体処分等の対策に
は法的な壁もあるが、所有者との折
衝や島内での協議などにより、対策
を講じたい。
②活用の方針
・魅力ある集落景観を作ることで、交
流人口の増加を図る。
・農漁家民泊としての利用を検討し、
交流人口への受け入れ態勢の充実を
検討する。
・ただし、これまでの島の暮らしを保
全する観点からも、大規模な交流人
口増を目指すことは想定しない。

工場・事業所

①整備の方針
・地域イベント開催時の拠点施設とし
て、周辺部の整備も考えられる。
・現在、島内には地元産の土産品を流
通販売する組織・施設がないため、
これらソフト・ハードともに、その
必要性や対応策を島内組織で協議す
る。
②活用の方針
・他の地域では漁協や農協など地域の
組織で地場物産品の即売会を行って
いる事例も多数あり、他地区を参考
に活用策を検討する。

神社、寺、教会

①整備の方針
・旧五輪教会堂（重要文化財）につい
ては、各種補助事業等を利用し修景
整備を検討する。
・参道や庭園等、建築物と一体となっ
て良好な景観を形成しているものも
含めて保存整備を検討する。
・従来の構造、材料、色彩等の保存に
努めた整備を行うこととする。
②活用の方針
・観光利用が多い旧五輪教会堂は、地
域活動の拠点となることも想定され
る場所であり、整備活用計画との連
携を図る。
・島内の寺社やそれらに付随する石造
物なども文化的景観の価値を付加す
ることによって、更なる活用方策を
検討することとする。
・ただし、これらは信仰の場であり、
島内住民の生活に直結しているとこ
ろであるので、十分に配慮が必要で
ある。

公共施設

①整備の方針
・学校や消防倉庫等を改修する場合
は、周囲の景観との調和に努める。
・漁港整備で、大きな構造物が設置さ
れる場合は、特に周囲の景観に調和
するよう配慮する。
②活用の方針
・既に設置されている公共施設（学校
や公園等の広場）については、地域
活動の場として積極的に利用ができ
る要調整を行う。
①整備の方針
・地域内の価値は、散策することで理
解が深まるため、必要な散策道の設
定及び整備、自然散策路の整備を検
討する。現段階では島内の主要な幹
線道路及び里道がこれにあたること
を想定する。
・島内道路の整備については、無用な
拡幅・拡張はせず、住民からの生活
改善要望として上がっている箇所に
ついては、必要最小限の幅員を確保
するよう改修していく。
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道路・里道

・道路線形は既存道路の線形や地形を
極力踏襲したものとし、新たに発生
する法面や切土面、護岸が最小限と
なるよう設計する。
・法面や切土面には緑化を施す。
・法面に吹きつけを施す場合には、彩
度・明度の低いグレー系の色とする。
・護岸は極力自然石護岸とするよう努
める。自然石護岸の積み方や素材に
ついては、周辺の既存の護岸と合っ
たものとする。
・車両用防護柵を設置する場合はガー
ドパイプを使用し、基本的にはベー
ジュ色とする。海岸道路では亜鉛
メッキかベージュを候補とし、現地
での検討により決定する。
・鋼橋の色は周辺景観と調和したもの
となるよう現地での検討を行う。
②活用の方針
・荒廃している里道の復活など、既存
の歩道等を利用した遊歩道の整備が
考えられる。
・道路整備の際に生じる残地を活用
し、駐車場や展望施設としての活用
が考えられる。
・集落内の小道（歩道）については、
散策マップ等を作成することで、新
たな観光コースとしての活用も考え
られる。

墓地

①整備の方針
・集落ごとに形成された古墓は、現在
管理されていない箇所もあるので、
地元の協力を得て草刈等を行い、見
学できるようにする。
・ただし、故人を弔った生活直結の場
であるので、無用な整備は行わない。
②活用の方針
・古墓については現段階で積極的な活
用は想定しないが、歴史体験ツアー
など教育文化的な事業に際しては見
学できるようにしたい。

集落の石垣景観

①整備の方針
・宅地を取り囲む防風垣や建築物の壁
の一部となっている石塀は、久賀島
地域の景観の特徴となっており、保
全に努める。
・連続性を阻害しているものについて
は、修景若しくは除去を検討する。
②活用の方針
・集落内の小道を散策すると、数多く
の特徴的な石垣景観を見ることがで
きる。貴重な地域資源であり、散策
マップ等を作成することで、新たな
観光コースとしての活用も考えられ
る。

広場

①整備の方針
・公園整備等については、周囲の景観
と調和した施設整備に努めることと
する。広場を囲む金網のフェンスや
大規模なネット、舗装材、トイレの
デザイン等につては、十分な配慮が
必要である。
・既存の公園については、改修の際に
修景を実施していくこととする。
②活用の方針
・イベント広場として、又は日常的に
利用可能な憩いの場としての活用を
図る。
①整備の方針
・地域に散在する石塔や石碑等の石造
物は、現状維持に努める。
・新たな記念碑等は景観を阻害する要
因となり得るため、原則として設置

石造物 は行わないこととする。
②活用の方針
・右造物は地域史に深く関連するもの
である。その地を訪れた旅行者等が
その価値を理解できるようなマップ
等の作成が考えられる。

防風林

①整備の方針
・強い季節風を防ぐためのものであ
り、現状維持に努める。
②活用の方針
・集落や農地を散策すると、大規模な
防風林を見ることができる。貴重な
地域資源であり、散策マップ等を作
成することで、新たな観光コースと
しての活用も考えられる。

集落の緑地
及び景観木

①整備の方針
・森林として現状維持に努める。
・地域景観の核となるような樹木の伐
採は行わないことを原則とする。
②活用の方針
・説明板の設置や散策マップへの掲載
など周知を図る。

信仰に関する空間

①整備の方針
・現在の景観を継承することを基本と
し、原風景と極端に異なりコントラ
ストが強い構造物等がある部分につ
いては、修景を検討する。
・無形の文化について引き続き調査を
行い、それを継続させるための方策
を検討する。
②活用の方針
・無形の文化の保存に加え、公開の
場を持つことで、伝承されてきた貴
重な地域文化に触れる機会を提供す
る。

耕作地

①整備の方針
・耕作放棄地になっている場所が多い
ため、活用策を検討したうえで、農
地としての回復を検討する。また目
立つ場所については定期的な除草な
どを行う。
・地域内の価値は、散策することで理
解が深まるため、必要な散策道の設
定及び整備、自然散策路の整備を行
う。
・農地災害復旧工事では、可能な限り
従前の石材を使用する等、景観の保
全に努める。
・災害復旧工事の際に必要となる自
然石については、市で事前にストッ
クしておくことで早急に必要となる
石材として利用できないか検討を行
う。
・景観の連続性を阻害しているコンク
リート擁壁等については、修景を検
討する。
・地域内での石積み技術の継承に努め
る。
・駐車場整備等のハード事業を行う場
合は、適切な場所に最低限必要な規
模で整備を行うこととする。後に策
定される整備活用計画に沿った整備
を進めることとする。
②活用の方針
・集落や耕作地の修景を行うことで、
交流人口増加のほか、棚田米として
の付加価値付け又は販路拡大を目指
す。
・学校教育の学習教材として、文化的
景観を知る、触れ合う機会を提供す
る。
・地域ブランドとしての可能性を調査
し、特産品の開発を行う。



136　　Ⅰ  文化的景観保存計画の概要

・地域の特性に合致するようであれ
ば、棚田オーナー制を検討する。

広場・
耕作放棄地等

①整備の方針
・「耕作地」の方針に準じる。
②活用の方針
・「耕作地」の方針に準じる。

工作物

①整備の方針
・電線・電柱などの地中埋設化につい
ては、工事費の問題のほか、道路掘
削や付帯施設の設置等の景観上の問
題もあり、長期的な計画策定を要す
る。
・景観を阻害する要因については、修
景事業を実施していく。
②活用の方針
・不用となった工作物が、長期間放置
されることがないよう努める。

屋外広告物

①整備の方針
・必要最小限の場所に、適切な大きさ、
適切なデザインのものを配置する。
・貴重な文化財の脇に案内板を設置す
る場合は特に注意を要し、文化財自
体の価値を損なうことがないよう努
める。
②活用の方針
・本地区の文化的景観は、説明板を設
置しないとその価値が分からないも
のも多く、関係部署と調整を図りな
がら設置を行い、文化財としての活
用を図る。

その他

①整備の方針
・文化的景観の価値を高めるため、地
域内の文化財の調査、修復、整備を
行う。
・地域で景観協定を締結し、より細や
かなルール作りを目指す。
・修景に関しては、文化的景観保護推
進事業で行う事業のほか、様々な支
援策を用意していくことが考えられ
る。
②活用の方針
・文化的景観の価値については、その
区域内の住民への周知に加え、観光
客を含めた幅広い周知を行う。
・生涯学習の一環として、公民館講座
等を活用し、文化的景観の周知を図
る。
・地域の魅力をどのように伸ばし活用
するのか、目標を明確にする。
・学校教育の学習教材として、文化的
景観を知る、触れ合う機会を提供す
る。
・増加が見込まれる交流人口（観光客
等）の受け入れ態勢を確立させる。

活用計画の骨子（案）である。
[ 五島市久賀島の文化的景観整備活用計画骨子（案）]
（1）基本構想
『ツバキ林を中心とした自然景観と独特な集落景観
を次世代に引き継ぐ』－文化的景観を生かした「ま
ちづくり」－（中略）
　水田や牧野の景観を軸に発達してきた農漁村集落
の姿を体感し、地域の文化を知ることができるよう
にするため、「地域文化の継承と創造」、「文化的景観
地域の資源を生かした整備と交流入口の拡大」、「地
域産業の振興」を軸に基本構想の検討を行う。

（2）基本計画
　重要な構成要素として「集落」を挙げているよう
に、本地域の文化的景観の価値は「集落の構造」に
ある。その構造を保全していくための整備計画と、
それらを生かした活用計画の検討を行う。
①地域文化の継承と創造
　文化的伝統の保存・継承・活用、市民の文化活動
への支援、地域の文化に触れる機会の提供等が考え
られる。
②文化的景観地域の資源を生かした整備と交流人口
の拡大

　農漁村景観を生かした、体験型・滞在型観光の推
進について検討を行う。テーマにあったメニューを
充実させ、文化的景観を生かした周知啓発ルート（ま
ち歩き型観光の擁立）の設定等が考えられるが、併
せて、地域におけるもてなし体制も充実させる必要
がある。交流人口の対象は市外からの観光客のみで
はなく、周辺地域に住む市民も対象にすべきであり、
市民参加型イベント等を開催しながら周知啓発の取
り組みを継続させる必要がある。
　文化的景観地域の情報発信の強化、広域連携によ
る活用の方策、文化的景観に配慮した整備等、地域
と行政の連携も重要になってくる。
③地域産業の振興
　地域産業の振興は、地域社会の基盤を安定させる
ために重要なことであるため、関係機関と連携を図
りながら取り組みを進める。
　（後略）
（3）五島市における文化的景観地域の位置づけ
　様々な計画や各種事業間における文化的景観地域
の位置づけを明確にし、本地域の振興について、全
庁的な取り組みを行える体制を確立させる。
　また、施設整備にあたっては、現在の観光客の入
り込み状況を把握しながら、適切な場所に拠点、施
設を設けることが肝要である。
　整備活用計画を策定するにあたっては、適切な
ゾーニングを行い、各地域が生かすべき魅力を把握
した上で、動線計画やそれに伴う整備計画をたて、
それを活用するための方策について検討を行う。
　（後略）
第4章　文化的景観を保存するために必要な体制に

関する事項
1．整備活用に関する考え方
　（前略）
　久賀島は、自然への人為的な働きかけで景観が形
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成されてきた場所であり、それら生業が営まれる中
で形成されてきた景観を引き継ぐことが重要であ
る。そのためには、地域住民及び行政は文化的景観
の価値を正しく理解し、その継承のために必要な体
制づくりを進めなければならない。
　本計画は、あくまで文化的景観の保存継承の枠組
みを定めるものであり、この計画が効力を発揮し景
観保全への取り組みへと繋げていくためには、景観
行政団体である五島市や国・県等の施設管理者、地
域住民の協力関係の構築が求められる。
　（付図略）
2．地域住民の役割
　（前略）
地区を対象としたゆるやかな協定により自主管理す
ることは、地域景観へのコンセンサスを作っていく
効果があり、そうした自主的な取り組みで補完する
ことによって広がりが出てくると考えられる。景観
協定は、景観規制のルールしても使えるし、自発的
な景観創造の制度としても活用できるものである。
　文化的景観の継承は、行政の施策と共にそこに住
む地域住民の参画と自主性が重要となる。本地区は、
自治会組織が強く機能している地域であるため、こ
れらを活動の母体組織として位置づけ、自分たちが
できる事から始め、農地が荒れる原因として挙げら
れる、高齢化や後継者不足の問題を補うための担い
手育成への取り組み等を通じて、町全体で文化的景
観の継承に取り組むこととしたい。
3．行政の役割
　五島市においては、地域の特性に応じて、景観計
画により段階的な規制を設定した。地域づくりを行
うにあたっては、規制のみの制度ではなく、規制の
レベルに応じた支援策を用意すべきであり、規制と
支援のバランスの取れた制度にしていくことが肝要

である（支援については、人的支援、経済的支援、
規制緩和等が考えられる）。
　文化的景観の管理と継承に関する効率的な行政運
営を行うため、関係する庁内担当課との連携を強化
し、横断的な連絡調整が可能な体制づくりを行うこ
ととする。
　また、今後策定される、文化的景観整備活用計画に
ついては、新たな体制を整え検討することとしたい。
第5章　文化的景観における重要な構成要素
1．景観を構成する重要な構成要素の考え方
　（前略）
本地域における集落の構造自体が価値を持つのであ
り、それらの集落における有形・無形の構造を保全
していくことが肝要である。
2．重要な構成要素一覧
　文化的景観を構成する重要な構成要素であり、1
次申出を行うもの以外の要素についても、地域にお
ける文化的景観への理解及び同意集約の状況をみな
がら、早期に追加申出を行うものとする。
（1）景観を構成する重要な構成要素一覧
　（図10－ 7、8、表 10－ 5参照）
第6章　参考資料
1．公共事業におけるガイドライン
　（略）
2．風力発電施設について
　（略）

／出典：『五島市久賀島の文化的景観保存計画』（平
成23年 3月、五島市）、抜粋、一部修正

図 10-7　重要な構成要素の個別記載（「長浜のツバキ林」の例）
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表 10-5　重要な構成要素一覧
番号 種類 名称 管理者等 申出順 備考

1.集落
※集落の範囲には、居住地（歴史的石積み、集落が管理する宗教施設、墓地、家屋、里道、排水路）、生業空間（棚田、段畑、
里山）、 周囲の自然的空間（小河川、自然林、ヤブツバキ）を含むものとし、これらの要素を保全することを原則とする。

A 集落 外幸泊地区 自治会 1次
B 集落 蕨地区 自治会 1次
C 集落 小島地区 自治会 1次
D 集落 猪之木地区 自治会 1次
E 集落 永里地区 自治会 1次
F 集落 大開地区 自治会 1次
G 集落 久賀地区 自治会 1次
H 集落 市小木地区 自治会 1次
I 集落 内上平地区 自治会 1次
J 集落 田ノ浦地区 自治会 1次
K 集落 外上平地区 自治会 1次
L 集落 深浦地区 自治会 1次

2. 居住地を構成する要素
1 住居 民家（F邸） 個人 1次 特徴的な家屋
2 神社、寺、教会堂 折紙神社 団体 1次 久賀島全体の鎮守社
3 神社、寺、教会堂 禅海寺 団体 1次
4 神社、寺、教会堂 旧五輪教会堂 市 1次

3. 居住地を構成する要素（公共施設）
5 公共施設（漁港） 細石流漁港 市 1次
6 公共施設（漁港） 蕨漁港 市 1次
7 公共施設（漁港） 五輪漁港 市 1次
8 公共施設（漁港） 田ノ浦漁港 市 1次
9 公共施設（漁港） 野園漁港 市 1次
10 公共施設（公園） 折紙展望台 団体 1次
11 公共施設（道路） 県道久賀島線 県 1次 一般県道
12 公共施設（道路） 久賀・永里線 市 1次 一級路線
13 公共施設（道路） 永里・細石流路線 市 1次 二級路線
14 公共施設（道路） 永里・猪ノ木路線 市 1次 二級路線
15 公共施設（道路） 大開・赤仁田線 市 1次 二級路線
16 公共施設（道路） 浜脇・野園線 市 1次 二級路線
17 公共施設（道路） 久賀島 7号線 市 1次 その他の路線
18 公共施設（林道） 蕨林道 市 1次
19 公共施設（林道） 永里林道 市 1次
20 公共施設（農道） 久賀線 市 1次
21 公共施設（農道） 脇ノ内線 市 1次

4. 自然的空間を構成する要素
22 ツバキ林 長浜のツバキ林 市および集落 1次 原始林
23 ツバキ林 亀河原のツバキ林 市および集落 1次 二次林
24 河川 猪ノ木川 県 1次 二級河川
25 河川 市小木川 県 1次 二級河川
26 河川 市管理河川 市 1次
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図 10-8　重要な構成要素位置図（重要な構成要素番号は表 10-5 参照）
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五島列島は南から、福
ふくえじま

江島、久
ひさかじま

賀島、奈
な る し ま

留島、若
わかまつじま

松島、中
なかどおりじま

通島、小
お ぢ か じ ま

値賀島、宇
う く じ ま

久島の 7島を中心に 140 あ
まりの島々より成る広大な群島である。そのうち北部地域に位置する小値賀諸島は大小 17 の島

とうしょ

嶼群で形成さ
れる。火山活動によって形成された複雑な地形とともに、各種の亜熱帯性植物や野生生物が根付く独特の風
土を有している。小値賀町を構成する島々は、地質的特徴から豊かな農地をもつ小値賀島や大島と、深い森
林が発達した野崎島や美

びりょうじま

良島等とに分類され、島によって林地や水田、畑地等の異なる土地利用が集中する
ことによって顕著な特徴を示すようになった。偏った土地利用のため、各島は単独では生業・生活を成り立
たせることができず、古くより島嶼問を移動しつつ農業や放牧を営む独特の生活様式を維持してきた。
文字資料における小値賀島笛吹の初見は明徳元年（1390）であるが、この地域は遣唐使船の通過地点とし

て古代においてすでに流通・往来における重要な拠点であったと考えられる。室町時代には日明貿易に基づ
く中世の港湾都市として栄え、江戸時代になると平戸藩が、異教徒や異国船の監視を目的とした押役所や遠
見番所を設置した。近世における笛吹は、農村地帯の笛吹在と漁業者・各種職人・商業者等が混在する町部
の笛吹浦という 2地区に大きく分かれて形成され、壱岐より移住した小田家が鯨組を組織し、新田開発をは
じめとした数多くの事業展開を行うことによって経済的に成長した。明治以後も経済活動は活発で、石築波
止の築堤などの港湾整備、ヨード製造工場や鮑集所の設立、九十九銀行創立への資本参加、魚市場や長崎県
漁業組合連合会の設立など、商人らが活発な活動を展開した。小値賀の海産物を扱う目的で各地の商人が笛
吹に営業拠点をもったため、讃岐屋・薩摩屋・大阪屋等の屋号の家が現在も残る。
流通・往来を基調として栄えた地域の歴史は、居住景観に影響を与えている。この集落は、中世の港湾を

中心に発展し、現在は漁村でありながら比較的大きな商業地区をもっている。また、激しい海風を避けるた
めに築造された防風の石垣が市街地内に残り、これらは独特の景観構成要素となっている。高台に役所や漁
業資本家の大邸宅を配し、丘陵地形を下るにしたがって寺社や密集する漁師集落へと展開した構造は近世よ
り継承されたもので、現在の景観を決定している。
また、島嶼間を移動する生活は、参詣や墓参の営みとして現在まで継承されており、中でも大島と字

う う じ ま

々島
の間の移動生活は独特である。大島は小値賀町内の離島において若年層の定住が顕著であり、住民間の相互
扶助意識が強い。大島における土地利用のほとんどが農地として開拓される一方で、薪炭林や茅場は宇々島

11  小値賀諸島の文化的景観
長崎県北松浦郡小値賀町

図 11-1　「小値賀諸島の文化的景観」の位置 図 11-2　激しい海風を避けるための石垣

重要文化的景観の概要

佐世保

長崎

小値賀諸島の
文化的景観
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において管理され、住民は 2つの島を小型の伝馬船で移動しつつ生活・生業を営んだ。この際に使用された
石の波止場や石敷きの船揚場が現在も宇々島に残っている。
このように、「小値賀諸島の文化的景観」は、多様な地形的特徴を示す島嶼間の移動や近隣諸国との流通・

往来に基づいて発展した港や居住地等によって形成される独特の文化的景観である。しかし、近年において
は高齢化と過疎化の進行により島を捨て移住する人びとが増えるとともに、島々を船で移動する暮らしが失
われつつある。こうした現状から、文化的景観保存調査を通じて価値が明らかとなり、文化的景観保存計画
によって保護の考え方が示された笛吹および大島、宇々島を重要文化的景観として選定し、保存・活用を図
ろうとするものである。／出典 :『月刊文化財』第 569 号、一部修正

（追加選定）
五島列島は南から、福

ふくえじま

江島、久
ひさかじま

賀島、奈
な る し ま

留島、若
わかまつじま

松島、中
なかどおりじま

通島、小
お ぢ か じ ま

値賀島、宇
う く じ ま

久島の 7島を中心に 140 余りの島々
よりなる広大な群島である。そのうち北部地域に位置する小値賀諸島は大小 17 の島

とうしょ

嶼群からなる。火山活動
によって形成された複雑な地形とともに、各種の亜熱帯性植物や野生生物が根づく独特の風土を有し、本島
の海岸部と離島のほとんどが国立公園区域内にある。小値賀町を構成する島々は、地質的特徴から豊かな農
地をもつ小値賀島や大島と、深い森林が発達した野崎島や美

びりょうじま

良島等とに分類される。このため、各島は単独
では生業・生活を成り立たせることができず、古くより島嶼間を移動しつつ農業や放牧を営む独特の生活様
式を維持してきた。「小値賀諸島の文化的景観」は、島嶼間の移動や近隣諸国との流通・往来に基づいて発展
した独特の文化的景観である。
小値賀諸島の多様な自然環境は、地域の生活・生業に豊かさをもたらした。周囲が海に囲まれた小値賀諸

島では、古くから水産業を中心とする生業の仕組みが成立していたと考えられ、特に今回の申出対象地域は、
生業にかかる独特の特徴を示している。『肥前国風土記』の記述は「おぢか島」の住民を白水朗（海士）と標
記し、潜水して盛んにアワビを採取していたこと、牛馬を多く所有していたことについて記している。小値
賀産のオゴやフノリ等の海藻類は、良質の糊として京都の西陣織等の洗い張りにも利用され、海藻採取権を
もつ商人によって高額で売買された。また、現在も主要な海産物であるアワビは、火山活動によって形成さ

図 11-3　島嶼間の移動生活を支えた石積みの波止場と
船揚場（宇々島）

図 11-4　島の周囲を取りまく磯場での海藻採取
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れた岩礁性の浅い海域に生息し、伝統的な裸潜水による採取が継続されている。さらに、小値賀諸島の主要
な産物に名を連ねる小値賀牛の飼育は、海岸原野や斜面の草地、無人の離島を採草放牧地として展開し、畑地・
山林との境界に石を積み、海岸の崖に沿って土手や溝を設ける特徴ある土地利用形態を生み出した。
島嶼間を移動する生活は、参詣等の営みとして現在まで継承されているが、近年においては高齢化と過疎

化の進行により島を捨て移住する人びとが増えるとともに、島々を船で移動する暮らしも失われつつある。
こうした現状から、今回、新たな景観単位として、海域の磯場や採草放牧地、二次林等を含めて追加選定し、
既選定地区と一体的な保存・活用を図るものである。／出典 :『月刊文化財』第 576 号、一部修正
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小値賀諸島の文化的景観保存計画

図 11-5　重要文化的景観選定範囲図

小値賀本島
柳地区

小値賀本島
前方・唐見崎地区

小値賀本島
笛吹地区

大島・宇々島

野崎島

0 1200m

１次選定区域

２次選定区域

第1章　文化的景観の位置及び範囲
1　計画の目的
　本保存計画は、平成 20年度に実施した文化的景
観保存調査によって明らかとなった「小値賀諸島の
文化的景観」の有形・無形の価値を、保存・継承し
ていくことを目的とするものである。（中略）
　古くから小値賀諸島が海上交易の要所として位置
づけられ、多くのヒ卜・モノの往来を通し、独自の
文化が発展してきたことがうかがえる。
　このように発展してきた小値賀町も昭和 25年の
10,969 人をピークとして、人口の減少が続いており、
現在は人口総数の約43％を 65歳以上が占めるなど、
少子高齢化の進行が見られる。その影響で若者は減
少し、地域活力の低下が懸念されている。
　そこで、地域に生きる人々の営みによって作り出
されてきた景観を、重要な文化遺産の一つとして認
識し、確実に将来に残していくため、地域でのワー
クショップなどを通して景観保全の取り組みを推進
し、地域特有の文化的景観を活用したまちづくりを
継続することを目指すこととした。
2　検討体制
　（略）
3　計画策定に至る経緯
　（略）

4　位置及び範囲
　（前略）
今回の申出範囲は小値賀島部では笛吹地区、柳地区、
前方地区の一部を、離島部では野崎島を選定した。
　（図11－ 5参照、付図一部略）
5　文化的景観の申出について
（1）段階的な申出
　「小値賀諸島の文化的景観」は、海域を含む全町
域で構成されており、広域な農漁村景観であること
が特徴である。
　既に、小値賀町全域（汀線から 1kmの海域含む）
が景観計画区域であり、保存調査を行った地域が重
点景観計画区域に設定されている。
　平成 22年 7月に、文化的景観として保全を急ぐ
地域を 1次申出している。今回は、保存調査によっ
て新たに明らかになった文化的景観の価値を有する
筒所を追加選定申出することとした。今後は、地域
住民の景観保全に対する意識醸成、地域内で行われ
る公共事業の調整、その他文化的景観として価値を
高める補足調査や地域内での景観協定の締結等を行
い、文化的景観の適切な保存、保護体制の確立を目
指すこととする。
　（付表略）
（2）地区の概要
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　（略）
第2章　文化的景観の保存に関する基本方針
1　文化的景観の概要と価値、課題
（1）文化的景観の概要と価値
　（略）
（2）現状と課題
1）有形の要素について
笛吹地区稗崎の磯場（第2次選定申出）（中略）
　課題：工作物の建築による磯場の破壊
　　　　漂着ゴミのよる環境破壊、景観の阻害
笛吹地区尼忠、東店（第2次選定申出）（中略）
　課題：明治 41年に建築された小値賀を代表する
　　　　伝統的家屋の保全・修復
　　　　町有財産となった後の活用
前方郷唐見崎地区（第2次選定申出）（中略）
　課題：集落内に残る板壁作りの家屋の維持
　　　　集落内の空家の活用
　　　　集落景観の構成要素である石垣等の保全
野崎島（第2次選定申出）（中略）
　課題：野崎集落の景観を構成する空家等建造物と
　　　　石垣の活用
　　　　段々畑の石垣の保全
　　　　旧野首教会の保全
　　　　野崎ダムの集積土の修景
　　　　島内の道路、ガードレール等の整備・保全
笛吹地区（第1次申出）（中略）
　課題：道路に面して連続する低層の町並みの保全
　　　　公共工事における景観への配慮
　　　　伝統的建造物の保全・修復
　　　　集落景観の構成要素である石垣等の保全
　　　　集落内の空家の活用
柳地区（第1 次申出）（中略）
　課題：松並木の保全
　　　　松並木を中心とした自然景観の維持
　　　　番岳の傾斜地を利用した放牧地の自然景観
　　　　の維持
大島・字々島（第1次申出）（中略）
　課題：住民の精神的な、シンボルである「自力更
　　　　生の碑」の保全
　　　　石積と木造家屋で形成された集落景観の保
　　　　全
　　　　海岸部の景観の維持
　　　　宇々島に残る石積波止、および石塀の保全
　（後略）
2）無形の要素

　本地域には、集落内で伝統的に受け継がれてきた
信仰や民間伝承など、様々な形の精神的繋がりが多
く見られる。
　課題：目に見えない信仰・集落内での精神的繋が
　　　　りの保存
　（中略）
　これら有形要素と、無形要素をどのように保存し
ていくかが重要な課題である。
　（付図略）
2　保存管理に関する基本方針
　小値賀諸島の文化的景観の保存管理に関する基本
方針を、有形要素である「集落」、「生業空間」、「自
然空間」、「無人島地域」の4つの視点から以下に示す。
　以下の方針を定めるにあたり、各要素を保存して
いくためには地域に住む人たちの景観保全に対する
理解と自助的な取り組み、そして行政の役割を明確
にしておくことが必要であり、それらを実行できる
体制づくりが何よりも必要であることを先に記して
おく。文化的景観保存計画や景観計画は、規制のた
めの仕組みだと考えがちだが、良好な景観の創造に
繋がるという視点も忘れてはならない。
（1）集落
　（前略）
海を生産拠点として発達した漁港集落が「浦」であ
り、島の南端に形成された笛吹地区の「浦」集落は
代表的な集落のひとつといえる。また陸地に形成さ
れた谷部は水田に、丘陵部は畑地や放牧地に利用さ
れており、それらを生産拠点として、農村集落「在」
が形成されている。小値賀島の南端に形成された笛
吹地区の「在」集落もそのひとつである。このよう
に小値賀島には、異なる 2つの性格を持つ集落が形
成されている。
　したがって、その保存管理にあたっては、地域に
おける場所の価値を良く理解したうえで、調査によ
りその価値が明らかになりつつある「浦」・「在」そ
れぞれの特徴的な集落構造のあり方を引き継ぐよう
努めなければならない。また、保存調査では、集落
の良好な景観を構成している要素として、伝統的な
構造を持つ家屋やそれを取り巻く防風林・防風垣が
挙げられており、これらを維持することに努めるも
のとする。
（2）生業空間
　漁労活動
　漁業集落に形成された生業空間は、捕鯨、鮑漁等
を通じ独自の発展を遂げた「浦」の特徴的な景観で
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ある。漁獲された水産資源の水揚げ場でもある小値
賀港は、島外からの玄関口としての性格を有してお
り、人々の生業空間と、外部への窓口としての両面
の機能を果たしている。フェリーターミナルや、漁
協等は周辺集落との色彩のバランスを配慮した色調
で建てられている。また、集落内には、海を生業の
場として形成された町並みが良好な状態で残されて
おり、特に新町・柳田町にみられる軒を連ねた木造
建築群は集落景観を形成する重要なものである。
　したがってその保存管理にあたっては、生業空間
と外部からの玄関口の性格を持つ港部に関して新た
に護岸工事等を実施、また、既存の石組み波止を補
修する際は、周辺との景観の調和を図るよう努める
こととする。また、海洋資源の減少は、担い手不足
などの大きな要因となっている。海藻類の減少の原
因である有害生物の駆除や、資源回復のための稚魚
の放流等、漁業集落の活性化をはかる有効的な支援
策の検討に努めることとする。
　流通・往来による商業活動
　江戸～明治期に繁栄を見せた商業活動は、漁業、
農業活動を基盤とし、発展してきたものである。島
の中心部として栄えた笛吹地区の「浦」集落を横断
する 2 つの道に面し立ち並ぶ商店は、ほとんどが古
くからその地で商業を営んできたものであり、集落
の景観を構成する要素の一つとなっている。商店街
の衰退は、景観を阻害するのみではなく、流通と往
来の歴史で形成されてきた独自の小値賀経済の衰退
にも直結する問題である。
　したがって、その保存管理にあたっては、地産地
消への取り組みや商業ルートの確立などを通して、
商店街の活性化を図るよう努めることとする。
　農業活動
　（前略）
本地域の生業を示す景観として特徴的であるのは、
谷部を利用した水田、丘陵部に形成された畑地や天
然シバが自生し、放牧にも利用されている牧野であ
る。そしてそれらは、漁業とともに地域生活の基盤
を支えてきたものである。
　水田や畑地については、海岸から山間部に至るま
でよく耕作されている。一方、牧野についても不要
な人工物を極力用いていないため、周辺の自然景観
との調和がとれている。
　したがって、その保存管理にあたっては、水田や
畑地、牧野の景観維持に努めるとともに、その景観
を造り、維持してきた石積みの保全・補修について

も取り組むこととする。また、伝統的な土地利用を
継続しながら今後も生業空間を維持するために必要
なシステムを検討する必要もある。それは、担い手
の育成であったり、水田、畑地を生かした地域活性
化への取り組みであるため、農業振興と一体となっ
て景観形成に努める必要がある。
（3）自然空間
　小値賀島には対馬海流の影響をうけ、海岸部に
はアコウなど亜熱帯性の植物が自生しており、島
内に多くみられる黒マツは農作物や家屋を守る防風
林として機能を果たしている。島の中央部付近南北
450mに広がる姫の松原はその代表例で、美しい景
観から観光地としての人気も高い。
　したがって、その保存管理にあたっては、各地域
の植生を十分把握したうえで、植生の保全を図る必
要がある。また、河川、沼地に関しても同様で、動物、
昆虫等の生態系の維持に努めることとする。また良
好な状態を保っている松並木についても、その景観
の維持に努めることとする。
（4）無人島地域
　野崎島について
　野崎集落は、野首集落、舟森集落とは異なり最後
の住民が移住して日が浅いこともあって、島内集落
において唯一家屋等建造物が現存している場所であ
る。また、集落の港は来島者のために、日に 2 便の
定期船の発着場として機能している。野崎集落は、
沖ノ神島神社の神宮家を中心として形成された集落
という特異な歴史背景から、野崎島の文化的景観を
構成する重要な構成要素の一つである。また上述し
たように、港は定期便の発着場として機能しており、
島の玄関口としての重要性も併せて高い。
　野崎集落と野首集落を結ぶ唯一の道は、切り立っ
た崖の中腹を切り開き造られており、横幅が約 2m 
と非常に狭い。通行人を落石や転落の危険から守る
ため、道には部分的にガードレールが設置されてい
る箇所も見られるが、老朽化が進行し、腐食や破損
箇所が見られる。また、道路自体も薄いコンクリー
ト舗装のため、ひび割れや剥離した部分が多く見ら
れる。
　野首集落・舟森集落に残る段々畑の石積みは、比
較的良好な状態を保っているものの、隅角部などに
崩落を確認できる箇所がある。周囲の景観との調和
を図り、修復を行う必要がある。
　宇々島について
　宇々島には、生活の立て直しを図り多くの世帯が
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生活した屋敷跡や、大島とを結ぶ海岸部の石積みの
波止、磯場と屋敷跡の往来に利用された山道が残さ
れている。磯場は無人化して以降も大島をはじめ、
小値賀島の人々にとって海藻類や魚介類などの重要
な採取地とされている。
　陸地は互助制度が途絶えて以降、約 40年以上も
の間、人の手がほとんど入っていないため、島全体
がうっそうとした藪になっている。波止がある海岸
部と屋敷跡を結ぶ山道は、細い谷部の地形を利用し
築かれたものであるため、現在は十分な強度が保た
れているとはいえない。
　屋敷跡には、塀や溝等当時の家屋に伴った石壁が
確認できるが、中央部に自生するアコウの巨木の根
が石積み内に進入しており、破壊される危険に瀕し
ている。海岸部に残る石積み波止は、野面石で築か
れており、高さは 1mにも満たない低いものである
ため、台風襲来時の高波等の作用で崩落する危険性
が懸念される。
　したがって、その保存管理にあたっては、島内に
訪れる見学者の安全確保のために、通路の整備や、
廃屋等の整備に努めることとする。無人島地域では、
常に人の目が行き届いているわけではないため、集
落景観や自然空間の維持が困難である。そのため、
巡視員などの組織的な団体を育成し、定期的な見回
りを通し、景観の維持に努めることとする。
3　整備活用に関する基本方針
　（前略）
（1）全体的な考え方
　文化的景観を形成する集落、生業空間は人々の連
綿と続く人々の暮らしの中で、土地を利用し築かれ
た景観であり、集落を構成する家屋、寺社仏閣、教
会等と周囲を取り巻く自然空間が一帯となった景観
を保全することが必要である。また公共事業等の開
発においても土地利用計画を総合的に見直し、整理
することが重要である。このような観点から地域の
景観の基本計画を法的に位置づけることができるの
が景観計画であり、定期的に計画を見直しながらま
ちづくりを進めることとする。
（2）集落
　本地域の集落に多く見られるのは木造家屋で「浦」
「在」どちらも良好な景観を維持しているが、注意
すべきは工作物の高さや色調である。すでに景観計
画において行為誘導を行っているが、今後は景観協
定等の締結も視野に入れて取り組みを行う。
　なかでも、集落景観を構成するなかで歴史上重要

なものに対しては、重要構成要素として届出対象と
した。建築後、かなりの年数が経過しているものも
あり、修復等が必要なものも見られる。特に寺院等
は、見学者が訪れる場所でもあり、観光資産として
も積極的に活用を図るよう努めることとする。
（3）生業空間
　漁業活動
　小値賀諸島の暮らしを支えてきた重要な生業のひ
とつである漁労活動も、近年の環境変化から来る全
国的な資源の減少、市場での価格低迷などを要因に
衰退が懸念される。また、人口減少は従事者の高齢
化を進め、後継者不足の問題が生じている。漁業の
衰退を防止する対応を検討すると問時に、担い手の
育成等に取り組む必要がある。
　農業活動
　近年、農業者の高齢化問題や若者の都市部への流
失を原因とし、耕作放棄地が増加している。耕作放
棄地の増加は農業全体の衰退に繋がり、同時に田園
景観の荒廃を引き起こす大きな要因である。耕作放
棄地を減らすためには担い手の育成など、就農環境
を整える活動に取り組む必要がある。
　流通と往来による商業活動
　本地域の代表的な商業活動空間として、笛吹地区
の「浦」集落があげられる。町を南北に走る 2 本の
通りに面した商店街は、集落景観を構成する重要な
要素であり、美しい街並を維持する必要がある。空
屋や商店の廃業は、景観を阻害するばかりでなく、
独自の発展を遂げてきた小値賀の経済の衰退へも直
結する問題である。それを防止するには、地産地消
への取り組みや、特産であるトマトや、スイカ、メ
ロンなどの流通ルートの確立などを図ること、消費
や人口減少を補うため、観光客等の交流人口の増加
を図ることで流通・消費を拡大させる等の経済活性
化への取り組みに努めることとする。
（4）自然空間
　（前略）
多くは西海国立公園に指定されており、自然保護法
により保護されている。
（5）無人島地域
　野崎島について
　（前略）
放置された家屋や石垣、不完全な補修の道路は、見
学者の安全に関わる問題であると同時に、周辺の自
然景観との不調を生み出す要因である。そのような
危険箇所などの補修や、現存する家屋の整備方針を
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検討する必要がある。
　また旧野首教会を中心とした段々畑等の景観に関
し、周囲との不調和を生み出している野崎ダム集積
土に関しての修景方法等は、別に定めるガイドライ
ンに従うものとする。
　宇々島に現存する山道や、集落跡（宅地跡）は、うっ
そうとした藪になっているため、定期的な草刈りの
実施や、補修等の整備を行い、見学通路等の確保に
努めることとする。
　大島と宇々島について
　（略）
4 　管理運営に関する基本方針
　（前略）
良好な景観を維持継続させるには、「誰が」、「何の
目的で」、「どのような体制で」 景観管理を行うのか
という目的や手段の明確化を速やかに行い、地域一
丸となって早期に取り組む必要がある。そのために
は、各地区においてワーキンググループ等を定期的
に開催して、地元住民との様々な意見交換の場を持
つ必要がある。
　一方行政の体制も整理・強化される必要がある。
文化的景観の管理については、行政の体制を整え、
町役場内各課での連携協力が必要不可欠である。県
関係部局との連絡調整も含めて関係機関が緊密に協
力できる体制を整備し、そのうえで地域活動を積極
的にサポートしていくこととする。
　（付図略）
第3章　文化的景観の保存に配慮した土地利用に関

する事項
1　保存管理に関する考え方
　（前略）
（1）集落
　生業空間に隣接する集落景観として、景観計画と
連携した景観形成を図る区域とする。
　（表11－ 1参照）
（2）生業空間
　文化的景観を構成する主要な要素と位置づけ、景
観保全を図るとともに、営農の支障となる案件につ
いては、改善策を検討しながら水田・畑地景観の継
承に努める。
　（表11－ 2参照）
（3）自然的空間
　現状の植生区分に従った管理を行うとともに、伐
採跡地の回復、育成を行うことで森林保全に努める。
本地域において、優れた自然景観の多くは自然公園

法で保護されているが、それらに隣接し、景観とし
て連続したものについても、同様に保全されるよう
努める。
　（表11－ 3参照）
（4）無人島地域
　無人島であるため、景観の日々の細かい変化の把
握が難しい。そのため、定期的な景観パトロールな
どを実施し、景観の維持に努めることとする。また、
見学者の安全確保のため、ボランティアガイド等の
育成を行い、見学者の単独での入島を制限する。
　（表11－ 4参照）

表 11-1　土地利用等についての考え方－集落
景観を構成
する要素 土地利用等についての考え方

住居

・高さ、色彩、屋根の構造等について、
周囲の景観との調和に努める。現在、
多くの家屋が木造であり、周囲の景
観と一体となった良好な景観を維持
しているため、これまで同様に木造
家屋が望ましい。
・伝統的家屋については、文化財とし
ての価値を高めつつ、重要な構成要
素としての特定を検討していく。
・防風石垣や、家屋石塀等の保全に努
める。調査報告書において、地域に
おける多様な石積技法が認められて
おり、これらについては、従前の技
法で積み直すことが望ましい。
・良好な景観を有する「集落」として
の景観保全に努める。

事業所

・高さ、規模、色彩等の誘導を行い、
周囲の景観との調和に努める。
・敷地の緑化や、木壁等により、景観
阻害要因を周辺から見えにくくする
よう努める。

神社、寺、教会堂

・構造、材料、色彩等の保存に努める。
・高さ、色彩、屋根の構造等について、
従前と同様の伝統的な建築様式にな
るよう努める。
・これら信仰に関する施設は、設置場
所に意味がある場合が多く、文化的
景観の核となる施設でもあるため、
原則として移設は行わない。

公共施設

・高さ、規模、色彩等の誘導を行い、
周囲の景観との調和を図る。また、
改修に合わせ、積極的な修景努める。
・敷地の緑化や、木壁等により、景観
阻害要因を周辺から見えにくくする
よう努める。

道路

・新設、改良工事については、景観へ
の影響が考えられるため、小値賀町
景観計画に従うとともに、文化的景
観の価値が特に高いと認められる地
区については、景観への配慮を最大
限行うこととする。

墓地 ・墓地様式及び時代性に価値のあるも
のについては、保存を検討する。

集落の石垣風景 ・集落内に多数分布する石垣の景観は
特徴的であり、保全に努める。

広場

・資材等の投棄場所にならないよう、
景観の維持に努める。
・集落と一体となって良好な景観を形
成するよう活用方法や整備方針を検
討する。
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石造物

・場所に意味がある場合が多く、原則
として移設を行わない。やむを得な
い場合は、近接した場所へ設置する
こととする。
・古い時代の石造物も多く、地域の文
化を実証する数少ない物証であるた
め、原則として石材の更新は行わな
い。

防風林
・潮害等を防ぐために発達しているも
のであり、集落景観の特徴でもある
ため保全に努める。

集落の緑地 ・森林保全に努める。

工作物

・景観の連続性を阻害しているものに
ついては、修景に努める。
・電柱類その他工作物を設置する場合
は、設置場所や高さ、色について配
慮し、周囲の景観との調和に努める。

屋外広告物

・設置は行わないことが望ましい。や
むを得ない場合は、高さと色につい
て配慮し、周囲の景観との調和に努
める。
・交通誘導板、観光案内板等は、必要
最小限に留めることとし、案内板が
乱立している場所では、撤去を検討
する。

信仰に関する空間
・伝承地等の空間は、周囲の樹木等も
含め保存することとし、聖地性（場
所性）を損なわないようにする。

その他 ・景観協定を締結する等、集落内での
より細やかなルール作りを目指す。

表 11-2　土地利用等についての考え方－生業空間
景観を構成
する要素 土地利用等についての考え方

水田 ・比較的、耕作放棄地になっている場
所が少ないため、現状維持に努める。

畑地
・耕作放棄地になっている場所が多
く、農地としての再生の可能性を検
討する。

牧野

・草地は良好に保全されている。・適
正な放牧による草地の維持に努め
る。
・景観阻害要因となる有刺鉄線や電気
牧柵等の人工物は必要最低限に留め
る。

道路
・農地の適切な維持管理のために必要
とされる場合は、景観への配慮を検
討した整備に努める。

溜池
・営農を継続させるための水利システ
ムの維持を第一に考え、維持管理・
補修を行いつつ景観の保全を図る。

信仰に関する空間
・社叢等の空間は、聖地の景観も含め
保存することとし、聖地性（場所性）
を損なわないようにする。

表 11-3　土地利用等についての考え方－自然的空間
景観を構成
する要素 土地利用等についての考え方

天然林
・天然林が残る森林の多くは、自然公
園、保安林で保全されており、今後
も現状維持を行うこととする。

二次林

・プロパンガスが普及する以前は、薪
を使用していたため、定期的に伐採
され、更新されてきた場所であり、
タブ・シイ林が多い。森林の適切な
維持管理を行うとともに、現状の植
生区分に従った植生の回復も検討す
る。
・水土保全を重視する森林整備に努め

人工造林
（防風林）

る。
・森林と人との共生を重視する森林整
備に努める。

道路
・森林の適切な維持管理のために必婆
とされる場合は、景観への配慮を検
討した整備を行う。

河川・水路

・自然海岸、自然石積護岸、自然河床
の保全に努める。
・多様な生態系の維持に努める。
・公共工事においては、周囲の景観
と調和するよう整備を行うこととす
る。

信仰に関する空間
・原生的な森林などは、聖地として信
仰の対象となっていることがあるこ
とから、空間の価値を損なわないよ
う景観の保全を行うこととする。

表 11-4　土地利用等についての考え方－無人島地域
景観を構成
する要素 土地利用等についての考え方

集落跡

・景観を構成するうえで重要な家屋
等の建造物が現存する地域について
は、必要に応じて周辺の景観との調
和を考えた補修を行い活用する。 
・家屋のうち倒壊等の危険があるもの
に関しては、見学者への安全面を考
慮し解体する。 
・集落内に石垣が現存する筒所におい
て、崩落等が生じた場合は原則的に
は従前の技法で補修作業を行う。
・通路に関しては、必要に応じて、景
観に調和した補修作業を実施する。

畑地
・新たな作付け等は原則として行わな
い。
・段々畑の石積補修は原則的には従来
の技法で補修作業を行う。

道
・見学者の安全確保の必要性に応じ
て、景観と調和するよう補修作業を
実施する。

天然林
・林が残る森林の多くは、自然公園で
保全されており、今後も現状維持を
行うこととする。

2　既存法令等による土地利用規制の整理
　（略）
3　景観法に基づく景観計画による行為誘導
　（前略）
小値賀町景観計画では、町域全体を一般景観計画区
域と重点景観計画区域に分け、さらに重点景観計画
区域を以下の 6つの区域に分けそれぞれの景観特性
に応じた景観形成に努めることとし、区域ごとに景
観誘導指針を示している。
①笛吹地区（重要文化的景観申出地区）
②前方地区（重要文化的景観申出予定地区）
③柳地区（重要文化的景観申出予定地区）
④姫の松原地区（重要文化的景観申出地区）
⑤新田地区（重要文化的景観申出予定地区）
⑥野崎地区（重要文化的景観申出予定地区）
　（後略）
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4　現状変更の取扱い
　（前略）
（1）文化財保護法の届出対象行為
　（略）
（2）現状変更に対する体制
　教育委員会は、重要文化的景観の現状又は管理若
しくは復旧の状況を把握し、文化財保護法第8章（第
140 条）により報告を求められた場合は、文化的景
観の現況について報告するものとする。
　また、文化的景観区域内で小値賀町景観計画によ
る届出等があったものについては、景観計画担当部
署である建設課及び教育委員会で協議を行うことと
し、現状変更の内容によっては、所有者等と協議を
行うこととする。（域内で行われる公共工事を含む。）
　重要文化的景観の滅失又はき損が省令（第 4条）
に定める行為についても、教育委員会と事前に協議
を行うことを原則とする。
第4章　文化的景観の整備活用に関する事項
1　整備活用に関する考え方
　（前略）
　整備活用については、生業活動の違いから生まれ
た異なる特徴を持つ「浦」「在」の 2 つの集落の姿
を維持することを目的とする。また、地域内外に問
わず集落ごとに異なる景観や暮らしを体感し、地域
の文化を知ることができるよう努めることとする。
　また無人島地域では、野崎島においては、唯一家
屋が現存する野崎集落を有効的に活用できるよう、
家屋の耐久性などの詳細調査の実施や、崩落した石
垣、集落内の通路の整備計画を策定する必要がある。
また、島北部に鎮座する沖ノ神島神社周辺参道の整
備や、老朽化した社殿の修復なども検討する必要が
ある。島中央部の野首集落には旧野首教会が立地し
ており、周辺に残された石積みの段々畑とともに、
明治期とほぼ変わりない風景を保っている。しかし
ながら、教会西脇に積まれた野首ダムの集積土の人
工的なラインは、周辺景観との不調和を生み出して
おり、修景作業と早急な処置を行う必要がある。
　大島、宇々島にみられた互助制度にみる集落間の
繋がりの歴史も、現存する石塀、波止などの生活痕
跡から知ることができる。当時、宇々島で生活した
人々の暮らしの痕跡を見学者が自分の足で歩き、目
で見ることができるよう安全面に配慮した整備計画
を実施することに努めることとする。さらに、これ
まで実施してきた調査研究による価値づけを継続す
ることはもちろんのこと、修景事業の計画・実施、

景観保全を担う人材育成等、検討事項は多岐に渡る。
　公共事業については、下水道工事、道路整備事業
等がほぼ完了していることから今後、大規模な事業
は予定されていない。公共事業の中でも、ダムや学
校、橋、港部の工事等は景観に特に大きな影響を及
ぼす。一部については、小値賀町景観条例（H22.4.1
施行）の中で景観重要公共施設として位置づけ、整
備に関する事項を定めているが、今後さらに景観条
例の中に入れ込んで行く必要がある。（中略）
　文化的景観を確実に継承していくため、地域住民
と必要に応じて景観計画の見直し等も検討してい
く。
　文化的景観の活用のため、上述した景観保全の取
り組みと同時に、県内に分布する同様の価値を持つ
文化的景観地域との連携を図り、「長崎の教会群と
キリスト教関連遺産」の世界遺産登録の取り組みに
併せ、広域な周知啓発ルート等の開発に取り組むこ
ととする。
　保存調査で抽出された景観阻害要因については、
文化庁事業等を活用して、修景や除去に努める。こ
れらの修理修景を実施しながら、地域内の拠点施設
の整備や、サイン計画等を併せて検討する。また、
文化的景観を長期的に保全し、継続していくために、
基幹産業の育成を図るものとする。
2　整備活用の方針
　整備活用にあたっては、行政と町民で構成される
小値賀町文化的景観整備活用計画（仮称）を組織し
て、文化的景観の持つ歴史的な価値に基づいて適正
な整備を図ることとする。
（1）集落
　（表11－ 5参照）
（2）生業空間
　（表11－ 6参照）
（3）自然的空間
　（表11－ 7参照）
（4）無人島地域
　（表11－ 8参照）

表 11-5　整備活用の方針－集落
景観を構成
する要素 整備活用の方針

①整備の方針
・文化的景観の価値を広く周知するた
めに、情報発信・展示を行う拠点施
設の整備を検討する。
・集落景観を構成する伝統的な家屋や
石垣等については、詳細調査を行い
重要家屋リスト（仮称）を作成し、
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住居

価値の把握に努める。また定期的に
ワークショップを開催など、家屋等
のもつ重要性の周知活動を実施す
る。
・庭園等、建築物と一体となって良好
な景観を形成しているものも含めて
保全、整備に努める。
・空家となった古民家については、「古
民家再生」として新たな活用を図っ
ていく。ただし、家屋やそれらを取
り巻く石垣等の価値を損なわないよ
う、事前に改修計画について関係部
署や施行主と十分な協議を実施す
る。
②活用の方針
・魅力ある集落景観を作ることで、交
流人口の増加を図る。
・修学旅行生等を受け入れる民泊を
行っている世帯もあり、整備活用計
画との連携を図る。
・本来の形態を活かした古民家宿泊施
設を作ることで、滞在型観光客の増
加を図る。

事業所

①整備の方針
・地域イベント開催時の拠点施設とし
て、周辺部の整備も考えられる。
②活用の方針
・アワビ館では鮑やサザエの即売を
行っており、他地区の事例を参考に
活用策を検討する。

神社、寺、教会堂

①整備の方針
・旧野首教会、阿弥陀寺万日堂（県指
定文化財）については、各種補助事
業等を利用し、従来の形状を維持す
るよう修景整備を検討する。
・参道や庭園等、建築物と一体となっ
て良好な景観を形成しているものも
含めて保存整備を検討する。
・従来の構造、材料、色彩等の保存に
努めた整備を行うこととする。
②活用の方針
・観光利用が多い寺社は、活動の拠
点となることも想定される場所であ
り、IT協会等と連携を図り活用す
る。

公共施設

①整備の方針
・学校や消防倉庫等を改修する場合
は、周囲の景観との調和に努める。
・漁港整備で、大きな構造物が設置さ
れる場合は、特に周囲の景観に調和
するよう配慮する。
②活用の方針
・既に設置されている公共施設（学校
や公園等の広場）については、地域
活動の場として積極的に利用ができ
るよう調整を行う。
①整備の方針
・地域内の価値は、散策することで理
解が深まるため、必要な散策道の設
定及び整備、自然散策路の整備を検
討する。
・現状の土地利用を尊重したものと
し、できるだけ土地の形状変化が少
なくなるよう整備に努める。
・整備にあたっては、切土、盛土の
量を少なくすることが望ましく、極
端に大きな法面が出ないように努め
る。
・植生吹付けを行った場合は、地域の
植生に合った種子を選定し、複数の
種子を混ぜる等して、早期の景観回
復に努める。
・ガードレールは、必要な箇所にのみ

道路

設置することとし、景観の連続性を
阻害するような場所には、ガード
ケーブルの設置を検討する。また、
「防護柵の設置基準」（H16.3改訂）で、
色彩や設置における基準が定められ
たほか、防護柵設置の際のガイドラ
インも示されている。以下のような
課題が提示されており、それらの課
題をクリアするよう努めることとす
る。
防護柵の課題（防護柵の設置基準よ
り）
［設置上の課題］
・必ずしも防護柵としての機能が求
められていない場所に設置されてい
る。

［景観上の課題］
・周辺景観の中で防護柵が目立ってい
る。
・外形への眺望が阻害されている。
・形状、色彩の異なる防護柵が隣接し
て設置されている。
・近接して設置される他の道路施設と
景観的統一性がない。
・歩行者が触れる施設としての配慮に
欠けている。
・道路幅員及び歩道は、地域の利用状
況に合わせた規模が望ましく、計画
の段階で十分な調査と協議を行うこ
とが望ましい。
・石材パターン等の化粧型枠は、逆に
周囲の景観に馴染まない場合がある
ため、設置にあたっては十分に検討
を行う。
・コンクリート構造物が視界に入りに
くいよう記慮を行う。文化的景観地
区内では、コンクリートに顔料を混
ぜるなど、明度を落とすことを基本
とする。
②活用の方針
・道路整備の際に生じる残地を活用
し、駐車場や展望施設としての活用
が考えられる。
・集落内の小道（歩道）については、
散策マップ等を作成することで、新
たな観光コースとしての活用も考え
られる。

集落の石垣景観

①整備の方針
・宅地を取り囲む防風垣や建築物の壁
の一部となっている石塀は、「浦」・
「在」それぞれの景観の特徴となっ
ており、保全に努める。
・石垣は集落の景観を構成する重要な
要素であることから、補修方法の方
針を統一化する必要がある。補修、
整備計画を策定することが必要で、
補修時にはこれに従うものとする。
・特に笛吹地区の石垣景観は、景観
の連続性を強く表している重要な要
素であることが保存調査で明らかに
なっている。これらの保存に努める
とともに、連続性を阻害しているも
のについては、修景若しくは除去を
検討する。
②活用の方針
・集落内の小道を散策すると、数多く
の特徴的な石垣景観を見ることがで
きる。貴重な地域資源であり、散策
マップ等を作成することで、新たな
観光コースとしての活用も考えられ
る。
①整備の方針
・公園整備等については、周囲の景観
と調和した施設整備に努めることと



11  小値賀諸島の文化的景観　　151

・学校教育の学習教材として、文化的
景観を知る、触れ合う機会を提供す
る。　
・増加が見込まれる交流人口（観光客
等）の受け入れ態勢を確立させる。

表 11-6　整備活用の方針－生業空間
景観を構成
する要素 整備活用の方針

水田

①整備の方針
・地域内の価値は、散策することで理
解が深まるため、必要な散策道の設
定及び整備、自然散策路の整備を行
う。
・農地災害復旧工事では、可能な限り
従前の石材を使用する等、景観の保
全に努める。
・景観の連続性を阻害しているコンク
リート擁壁等については、修景を検
討する。
・地域内での石積み技術の継承に努め
る。
・駐車場整備等のハード事業を行う場
合は、適切な場所に最低限必要な規
模で整備を行うこととする。後に策
定される整備活用計画に沿った整備
を進めることとする。
②活用の方針
・集落や農地の修景を行うことで、交
流人口増加を図る。
・学校教育の学習教材として、文化的
景観を知る、触れ合う機会を提供す
る。

畑地

①整備の方針
・耕作放棄地になっている場所が多い
ため、放牧を利用するなど、活用策
を検討した上で、農地として回復を
検討する。
②活用の方針
・平成 12年度から実施している農業
研修制度を活用し、担い手を育成し
耕作放棄を活用する。
・島ごと放牧事業により、遊休農地の
活用を図る。

道路

①整備の方針
・水田内の農道整備については、必要
最小限の幅員とし、コンクリート構
造物を見せない等、景観の保全に努
める。
・土地利用を尊重した整備に努める
②活用の方針
・既存の歩道等を利用した遊歩道の整
備が考えられる。

溜池

①整備の方針
・堤防や配水路等の工事については、
その機能を確保しつつ、景観への影
響を最小限に抑えた整備に努める。
・水面から露出し、視界に入るコンク
リート構造物には、着色を行うなど、
景観への配慮に努める。
②活用の方針
・水田等を維持するために必要な施設
であり、現状維持に努める。

信仰に関する空間

①整備の方針
・集落内にみられる寺社や石造物は、
設置されている場所も含め地域住民
の信仰の対象となっている場合が多
い。信仰対象を取り巻く周辺の景観
も、調和をはかり整備するよう努め
る。
・旧野首教会や、沖ノ神島神社が鎮座
する野崎島は、段々畑など周到の景

広場
（番岳園地・
自然学塾村）

する。広場を阻む金網のフェンスや
大規模なネット、舗装材、トイレの
デザイン等について、改修またはあ
らたに設置する際は十分な配慮が必
要である。
・既存の公園については、改修の際に
修景を実施していくこととする。
②活用の方針
・イベント広場として、又は日常的に
利用可能な憩いの場としての活用を
図る。

石造物

①整備の方針
・地域に散在する石塔や石碑等の石造
物は、現状維持に努める。
・記念碑等は景観を阻害する要因とな
り得るため、原則として新たな設置
は行わないこととする。
②活用の方針
・石造物は地域史に深く関連するもの
である。その地を訪れた旅行者等が
その価値を理解できるようなマップ
等の作成が考えられる。

防風林

①整備の方針
・松並木は海からの強い季節風を防ぐ
ためのものであり、潮害等を防ぐ目
的がある。また大切な景観資産でも
あり、現状維持に努める。
②活用の方針
・小値賀島では、各地域で防風林を
見ることができる。貴重な地域資源
であり、現在実施している有害生物
の駆除作業を継続して実施するとも
に、散策マップ等を作成することで、
新たな観光コースとしての活用も考
えられる。

集落の緑地

①整備の方針
・森林として現状維持に努める。
・地域景観の核となるような樹木の伐
採は行わないことを原則とする。
②活用の方針
・森林として現状維持に努める。

工作物

①整備の方針
・電柱地中化については、工事費の問
題のほか、道路掘削や付帯施設の設
置等の景観上の問題もあり、長期的
な計画策定を要する。
・景観を阻害する要因については、修
景事業を実施していく。
②活用の方針
・イベント等で使用する仮設工作物
が、長期間広場等に放置されること
がないよう努める。

その他

①整備の方針
・文化的景観の価値を高めるため、地
域内の文化財の調査、修復、整備を
行う。
・地域住民の文化的景観保存への意識
醸成を図り、文化的景観を保存する
ことを目的に地域での景観協定の締
結を目指す。
・修景に関しては、文化的景観保護推
進事業で行う事業のほか、様々な支
援策を用意していくことが考えられ
る。
②活用の方針
・文化的景観の価値については、その
区域内の住民への周知に加え、観光
客を含めた幅広い周知を行う。
・生涯学習の一環として、公民館講座
等を活用し、文化的景観の周知を図
る。
・地域の魅力をどのように伸ばし活用
するのか、目標を明確にする。
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観も含め保存することとし、聖地性
（場所性）を損なわないようにする。
②活用の方針
・それらの場所や意味をまとめたマッ
プ等を作成することで、無形の価値
の周知に繋がると考えられる。

その他

①整備の方針
・修景に関しては、文化的景観保護推
進事業で行う事業のほか、様々な支
援策を用意していくことが考えられ
る。
②活用の方針
・農地や海、史跡名勝等を活かした広
域観光コースの設定を検討する。

表 11-7　整備活用の方針－自然的空間
景観を構成
する要素 整備活用の方針

天然林

①整備の方針
・自然林としての保全に努める。
・保育は、有用天然木の育成と植生の
繁茂状況等現地の状況を考慮のうえ
適切に行うこととする。
・天然記念物として、文化財指定も検
討される。
②活用の方針
・園地等の利用が多いため、文化的景
観の価値を併せて周知できる方法を
検討する。

二次林

①整備の方針
・森林保全に努める。
・用材として一定の規模以上を伐採し
た場合は、植林を行う等、植生の早
期回復に努める。
②活用の方針
・タブ、シイ類が多く、里山を活用し
た取り組みが望まれる。

道路

①整備の方針
・地域内の価値は、散策することで理
解が深まるため、必要な散策道の設
定及び整備、自然散策路の整備を行
う。
②活用の方針
・広域な散策ルートを作ることで、山
地から農地、集落までの一体となっ
たコース設定が可能になる。

河川・水路

①整備の方針
・自然護岸や自然石積護岸を生かした
整備を行う。
・親水性の高い水辺環境は日常生活に
潤いを与えるため、修景計画を検討
する。
②活用の方針
・ホタルが生息する河川があり、ホタ
ルの里としての活用を検討する。

信仰に関する空間

①整備の方針
・原始的な森林が聖地としての役割も
担っており、森林保全に努める。ま
た、工作物は聖地性を失う危険性
や、景観の不調和を生む要因となる
ため、事前に開発部局と色調、形状
等の協議を行う。
・野崎島は、北半部を国立公園の第 1
種特別地域に、南半部を第 2種特別
地域に指定されており、自然公園法
により保護されている。
②活用の方針
・原始的な森林の生態を保全すること
で、聖地としての価値を高める。
・野崎島の旧野首教会を中心とした地
域精神文化のあり様は、貴重なもの
であり、「長崎の教会群とキリスト

教関連遺産」の世界遺産登録の取り
組みに併せて活用を図る。

表 11-8　整備活用の方針－無人島地域
景観を構成
する要素 整備活用の方針

集落跡

①整備の方針
・現存する家屋跡等の建造物のうち歴
史的価値の高いものや景観を維持す
るうえで重要なものに関しては、復
元を検討する。
・著しく崩壊した家屋や、石垣等は
見学者の安全を損ねる要因となるた
め、解体作業を実施する。
②活用の方針
・復元した建造物を宿泊施設等として
活用し、観光利用者の増加を図る。

畑地

①整備の方針
・作物の維持管理が困難なため、原則
として新たな作付け等は行わず、定
期的な草刈り作業を実施し、景観の
保全に努める。
・段々畑の石組みの崩落箇所等につい
ては、原則として従来の技法での補
修を実施する。
②活用の方針
・急斜面に造られた石積みの段々畑
などは、島々の土地利用の歴史を物
語っているうえ、自然景観としての
価値も高い。定期的な整備を実施す
ることで、景観を維持し、観光利用
の増加を図る。

道

①整備の方針
・原則して新たな道は新設せずに、従
来の道を周辺の自然景観と調和する
ように配慮した補修作業を実施す
る。
・道を新たに整備する際は、道幅や勾
配等を十分検討し、安全性を重視し
た構造にする。
②活用の方針
・安全性の高さや、勾配等に配慮した
道に整備することで、子どもや高齢
者の利用増加を図る。

天然林

①整備の方針
・無人島地域のほとんどが国立公園に
指定されていることから、原則とし
て木竹の伐採は行わない。ただし、
見学通路や重要な構成要素の周辺に
ついては維持・管理の目的で、植生
を損なわない程度の定期的な伐採を
実施する。
②活用の方針
・それぞれの無人島が持つ独自の生態
を観察できる環境を作ることで、自
然学習等の観光利用の増加を図る

第5章　文化的景観を保存するために必要な体制に
関する事項

1　管理運営に関する考え方
　（前略）
地域の文化的景観は「地域の資産」であり、良好な
景観とともに継承していくには、地域住民と行政の
協働が必要になってくる。「良好な景観」の定義は
主観に拠るところが大きく、概念的であり、地域の
人たちがその議論を深めることは難しいと思われ
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る。しかし、自分たちの町にとって、何が好ましく、
何を残していきたいのかを挙げることは可能であ
り、対象物が明確になると、景観保全に対する意識
も向上してくるものである。
　農漁村地域は、自然への人為的な働きかけで景観
が形成されてきた場所であり、それら生業が営まれ
る中で形成されてきた景観を引き継ぐことが重要で
ある。そのためには、地域住民及び行政は文化的景
観の価値を正しく理解し、その継承のために必要な
体制づくりを進めなければならない。
　本計画は、あくまで文化的景観の保存継承の枠組
みを定めるものであり、この計画が効力を発揮し景
観保全への取り組みへと繋げていくためには、景観
行政団体である小値賀町や国・県等の施設管理者、
地域住民の協力関係が不可欠である。
2　地域住民の役割
　（前略）
小値賀島においては、特別なまちづくり委員会など
は組織されていないものの、地域住民が主体となり
地区ごとの清掃活動などが日常的に実施されてい
る。また海岸部に関しても毎年漂流ゴミを撤去する
作業が、耕作放棄地についても「ひまわりの種植え
運動」を行うなどして景観の維持に努めており、島
民自身で町を美しくしようという気持ちが非常に高
い。文化的景観の継承は、行政の施策と共にそこに
住む地域住民の参画と自主性が重要となる。当町は、
自治会組織が強く機能している地域であるため、こ
れらを活動の母体組織として位置づけ、自分たちが
できる事から始め、農地が荒れる原因として挙げら
れる、高齢化や後継者不足の問題を補うための担い
手育成への取り組み等を通じて、町全体で文化的景
観の継承に取り組むこととしたい。
3　行政の役割
　小値賀町においては、地域の特性に応じて、景観
計画により段階的な規制を設定した。地域づくりを
行うにあたっては、規制のみの制度ではなく、規制
のレベルに応じた支援策を用意すべきであり、規制
と支援のバランスの取れた制度にしていくことが肝
要である。（支援については、人的支援、金銭的支援、
規制緩和等が考えられる。）
　文化的景観の管理と継承に関する効率的な行政運
営を行うため、関係する庁内担当課との連携を強化
し、横断的な連絡調整が可能な体制づくりを行うこ
ととする。
　また、現在設置している小値賀町文化的景観推進

委員会については、調査及び保存計画策定に詳しい
専門家が主な委員であるため、今後策定される、文
化的景観整備活用計画については、新たな体制を整
え検討することとしたい。
第6章　文化的景観における重要な構成要素
1　景観を構成する重要な構成要素の考え方
　（前略）
本地域における集落の構造自体が価値を持つのであ
り、それらの集務における有形・無形の構造を保全
していくことが肝要である。
2　重要な構成要素一覧
　文化的景観を構成する重要な構成要素であり、二
次申出を行うもの以外の要素についても、地域にお
ける文化的景観への理解及び同意集約の状況をみな
がら、早期に追加申出を行うものとする。
（1）景観を構成する重要な構成要素一覧
　（図11－ 6～ 8、表 11－ 9参照）
第7章　参考資料
　（略）
公共事業におけるガイドライン等の尊重
　（略）

／出典：『小値賀諸島の文化的景観保存計画』（平成
23年 1月、小値賀町教育委員会）、抜粋、一部修正
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表 11-9　重要な構成要素一覧
■第1次選定分

区分 番号 名称 所在地 指定 備考
小値賀本島笛吹地区

集落 1 笛吹集落 笛吹郷 通りから一歩路地へ入ると、古い家並が軒を連ねて独
特の雰囲気がある。

集落 2 大浦集落 笛吹郷 旧平戸藩領内だけに特有の広田瓦を用いた家がよく
残っている。

信仰の場 3 平戸藩押役所跡（延命寺） 笛吹郷 弘安年間（1278 ～ 1210）創建と伝える禅宗（臨済宗）
寺院。平戸藩押役所跡。

信仰の場 4 阿弥陀寺 笛吹郷 永禄 2年（1559）開創の浄土宗寺院。
信仰の場 5 八坂神社 笛吹郷

信仰の場 6 六社神社 笛吹郷 初代の神官は小田鯨組の要望を受けて寛文元年（1661）
に壱岐から来島。

港町の文化 7 晋弘舎印刷所 笛吹郷 いまだ現役営業中の、昔ながらの活版印刷所。

港町の文化 8 造り酒屋の屋敷（旧木村家） 笛吹郷 明治時代の小値賀には 5軒の造り酒屋があったが、そ
の名残を伝える。

港町の文化 9 鮑集所設立記念碑 笛吹郷 旧平戸藩郡代役所跡。
港町の文化 10 六社神社の肥前型鳥居 笛吹郷 町 元禄3年（1690）建立。旧平戸藩領内にのみ分布する。

港町の文化 11 小値賀法則局局舎 笛吹郷 昭和24年（1949）に設立した、有線放送局OHKの放
送局舎跡。

港町の文化 12 旧小田家庭園 笛吹郷 町 亨保 3年（1718）築庭石州流庭園。
港町の文化 13 旧明覚院と庭園 笛吹郷 明治時代築庭の旧修験道系屋敷の和風庭園。
港町の文化 14 ちょうせん様 笛吹郷 秀吉の朝鮮出兵に関わる、悲劇の物語を伝えている。
捕鯨のなごり 15 旧小田家 笛吹郷 町 初期西海捕鯨を担った旧家。現在歴史民俗資料館。
捕鯨のなごり 16 阿弥陀寺万日堂 笛吹郷 県 正徳 6年（1716）小田鯨組建立。五島列島最古の建物。

捕鯨のなごり 17 六社神社参集所（旧拝殿） 笛吹郷 宝永 6年（1709）に建設されたもので、現在はお宮の
集会所となっている。

捕鯨のなごり 18 潮井場浦 笛吹郷 正徳 2年小田普請。鯨納屋や解体場があった。
捕鯨のなごり 19 鯨供養塔 笛吹郷 町 元禄 8年（1695）に小田組が建立。
捕鯨のなごり 20 羽差地蔵 笛吹郷 町 江戸時代鯨組建立の、花崗岩製石地蔵尊。
捕鯨のなごり 21 千日念仏供養塔 笛吹郷 宝永 7年（1719）建立（阿弥陀寺境内）。
石積みの街 22 万日堂前石垣 笛吹郷 亨保 3年（1718）築造。
石積みの街 23 阿弥陀寺の高石垣 笛吹郷 庫裏・本堂ともに幕末の築造。
石積みの街 24 家を囲む石垣塀（旧小田家） 笛吹郷 防風・防火・防犯の目的で、高い石垣塀を廻らしている。

石積みの街 25 笛吹柳田水道（笛吹川） 笛吹郷 正徳元年（1711）築成石垣護岸の水路。亨保 8年（1723）
に下流を追加工事。

石積みの街 26 笛吹水道（笛吹川）新町上の
石橋 笛吹郷 亨保3年（1718）笛吹水道に架設した石橋。

石積みの街 27 笛吹水道（笛吹川）新町下の
石橋 笛吹郷 亨保3年（1718）笛吹水道に架設した石橋。

遺跡 28 小浜の中世石塔 笛吹郷 1400年代後半～ 1500年代前半に建塔されたもの。

遺跡 29 番岳遠見番所跡 笛吹郷 江戸時代に異国船見張り所が置かれた、小値賀火山群
の活動中心地。

その他 30 番岳の放牧場（大浦） 笛吹郷
その他 31 番岳の放牧場（前平） 柳郷 山腹を利用した牛の放牧場。
その他 32 姫の松原 柳郷 江戸時代の 1675年から植林された、防風・防潮林。
大島・宇々島
島 1 大島 大島 全域
島 2 宇々島 宇々島 全域
集落 3 大島の集落 大島郷

建造物 4 自力更生の碑 大島郷 かつて宇々島に移住して経済の自力更生を図った相互
扶助精神の記念碑。

史跡 5 牛の塔様 大島郷 室町時代の五輪塔。

港 6 移住者の波止 宇々島郷 宇々島に移住した大島島民が使用した波止場と船上げ
場。

自然 7 大島の巨大火山弾産地 大島郷 県

自然 8 アコウの巨樹 宇々島郷 かつての宇々島移住者家屋の傍にあり、古写真にも写
るアコウ樹。

信仰の場 9 神島神社 大島郷

■第2次選定分
区分 番号 名称 所在地 指定 備考

小値賀本島笛吹地区 
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港町の文化 33 商家　尼忠東店 笛吹郷
代表的な小値賀商人のひとつ。尼崎家が本店として明
治 41年に建築した、五島列島を代表する商店構造の建
造物。

生産の場 34 稗崎の磯場 笛吹郷 笛吹地区住民の生活を潤した、主要で代表的な磯場。
小値賀本島前方・唐見崎地区 

集落 1 唐見崎の農村集落 前方郷
暴風、防潮林に囲まれた農村集落の景観で、集落の中
には明治、大正、昭和戦前など、昭和35年以前に建築
された家屋も多く残る。

建造物 2 ナカンカワ共同井戸 前方郷 集落の中央部にある共同井戸。小値賀諸島では井戸を
カワと呼ぶ。

建造物 3 シタンカワ共同井戸 前方郷
集落の南端部にある共同井戸。唐見崎の集落にはこの
他にウエンカワがあったら、現在は埋め立てられてお
り、位置の高いほうから上・中・下の 3カ所に共同井
戸が造られた。

建造物 4 農家　S家住宅 前方郷
元は平戸市にあった武家屋敷で小値賀島木場地区のM
氏が移築、更に明治 39年 S氏が移築した伝統的家屋。
古民家建材の活用が広範囲に行われていたことを示す、
好例である。

史跡 5 本城岳中世山城 前方郷 築城時期は不明ながら、中世松浦党とも関連する大規
模な山城址。

史跡 6 堀切の船通し 前方郷
唐見崎半島の付け根部に掘られた幅 3mほどの溝で、
前方湾と前方湾北側の外海とを出入りする船の近道と
して利用された。

史跡 7 本城岳放牧場 前方郷 標高 111.3mの本城岳山腹を利用した牛の放牧場で、前
方後目地区と唐見崎地区の農家が利用する。

信仰の場 8 造船所 前方郷 元々は伝馬船や漁船などの木造船を建造してた、小値
賀諸島に現存する唯一の個人造船所。

生業 9 本城岳火山の観察洞 前方郷

太平洋戦争末期に、本城岳の山腹に穿たれた防空壕だ
が、噴火口に近い火山体の堆積岩を内部から観察でき
る稀有な洞穴であり、戦争遺産としても意味をもつ資
産である。4壕で構成され、内 3壕は奥でE字状に連
結し、残る 1壕は終戦により中途で連結工事が集結し
ている。

自然 10 S家のアコウ巨樹 前方郷

S家の庭先にあり、アコウの巨樹。環境庁の調査で、
長崎県内 3番目にランクされたアコウの巨樹。アコウ
樹は南方系の植物で、対馬暖流に乗って北上したもの
で、五島列島の各地に自生している。特に小値賀諸島
の島々は海岸が低位にあってアコウ樹が根付きやすく、
海岸を主として各地に多く群落を見ることができる。

自然 11 飯埜野の屏風岩 前方郷 本城岳起源の溶岩流が、風波に削られて屏風状になっ
た天然記念物。

信仰の場 12 御神楽崎 前方郷

沖ノ神島神社の祭礼日が時化て、お宮参りができなかっ
た時、島人達はこの岬で御神楽をあげて代参した。近
くの海岸には「ドンベ神様」と呼ばれる小祠もあり、
毎年 1月 8日に神島神社の神主によって祭礼が行われ
る。

信仰の場 13 ネブト様 前方郷 民間信仰の石組で、「念仏塔」がなまった呼び名と推測
される。

信仰の場 14 クスクリ崎の竜神様 前方郷 紀州から来た先祖が小値賀諸島で初めて捕鯨業を営ん
だ、藤松家が祀ってきた竜神を祭祀する祠。

信仰の場 15 お弘法さま御堂 前方郷 唐見崎集落の男性が 1月 6日など定期的に大数珠を繰
りながら、集団で念仏を唱える御堂。

信仰の場 16 本城岳放牧場のダキ神様 前方郷 放牧牛の安全を祈願する祠。

信仰の場 17 本城岳山頂の宮地嶽神社 前方郷
唐見崎集落が祀る祠で、毎年春には宮地獄祭りと称し
て唐見崎や筒井浦などの近在の住民が酒肴や弁当を運
んで賑やかに楽しんできた。

小値賀本島柳地区

生業 1 長崎鼻の海岸牧野 柳郷 長崎鼻半島の全域を牛の放牧場とする、伝統的な海岸
牧野。

信仰 2 長崎鼻海岸牧野のダキ神様 柳郷 牧野は海蝕崖に囲まれており、牛が落ちて死ぬ事故が
あることから、放牧牛の安全を祈願している祠。

建造物 3 長崎鼻海岸牧野の境界石垣 柳郷 牛の迷い込みを防止する目的で、放牧場と後背地の山
林や畑地との境界に築かれた石垣。

野崎島

島 1 野崎島 野崎島

五島列島住民の総廟と崇められた沖ノ神島神社の鎮座
地で、古来小値賀島住民にとっては神聖な島であると
同時に、薪炭山としても生活に不可欠な島であった。
また、近世後期には潜伏キリシタンの移住があり、明
治41年建築の教会堂もある。
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集落 2 野崎集落 野崎島
野崎島では最古に成立した、沖ノ神島神社神官家を中
心とする集落であった。島唯一の港、集落跡、田畑跡、
放牧地跡、墓地跡などで構成される。

集落 3 野首集落 野崎島
元禄 16年（1703）に開拓された石垣積みの段々畑を基
礎に、天保期に定住した潜伏キリシタンがきづいた集
落。旧野首教会、石垣壁の住居跡などで構成。

集落 4 船森集落 野崎島
幕末に近い頃、定住した潜伏キリシタンによって成立
した集落。教会跡、分校跡、石垣積みの段々畑などで
構成される。

建造物 5 野崎漁港 野崎島 古代からの野崎島唯一の港として、島外とを結んだ海
の駅。

建造物 6 アコウ樹と共同井戸 野崎島
樹根に水神様の石体を抱込んだ南方系のアコウ巨樹と、
その木陰にある石組の共同井戸と板石敷の洗い場。簡
易水道が整備される以前は、住民の生活水の供給場所
として重要であった。

建造物 7 沖ノ神嶋神社神官屋敷と敷地 野崎島
野崎集落の中心であった沖ノ神島神社宮司の住宅で、
平戸藩伝統の武家屋敷造りの古民家。敷地内には母屋
に接して神殿が付設され、和風庭園が附属している。

構造物 8 沖ノ神嶋神社海からの
参道波止 野崎島 元禄15年（1702）小田鯨組が築造した石積み波止。

建造物 9 沖ノ神嶋神社肥前型鳥居 野崎島 延宝8年（1680）に建立された肥前型鳥居。

建造物 10 旧野首協会と関連施設の敷地 野崎島
明治 41年（1908）に建築された教会で、九州のキリス
ト教会建築史で著名な鉄川与助が、初めて手がけたレ
ンガ造り教会。教会堂にはその敷地に隣接して、司祭
館や集会所があった。

建造物 11 野首集落の共同井戸 野崎島 集落内の石組造りの共同井戸で、簡易水道が整備され
るまでは、生活水供給場所として重要であった。

建造物 12 野崎島自然学塾村 野崎島
廃校となった旧町立野崎小中学校の、石垣で囲まれた
校庭や昭和36年（1961）建築の木造校舎などの施設を、
町営の宿泊場所に修造し、年間約 3,000 人が野崎島活
用の活動拠点として利用している。

史跡 13 ダントウヤマ中世石塔群 野崎島 14世紀代後半から 17世紀代初頭、南北朝時代から江
戸時代初期にかけて建塔された石塔群。

史跡 14 寺屋敷跡（旧萬福寺跡） 野崎島 かつて小値賀諸島の神社仏閣の別当寺院であった。中
世起源と推測される真言密教系寺院址。

道 15 沖ノ神島神社山越え参道 野崎島 野崎集落を起点に 1300余年もの間参詣者が通った、沖
ノ神島神社への信仰の山道。

道 16 沖ノ神島神社海からの参道 野崎島 島民が利用する、海岸からの沖ノ神島神社参道。

道 17 旧萬福寺海岸参道 野崎島 かつての別当寺「萬福寺」への参道で。路肩を石積み
で整備した海岸に築かれている道。

道 18 野首と野崎を繋ぐ里道 野崎島 旧野崎集落と旧野首集落を結ぶ里道で、野崎集落の子
供たちの通学路でもあった。

道 19 船森のキリシタン街道 野崎島 野首と船森を結ぶ里道で、野首集落にあった小・中学
校への通学路でもあった。

自然 20 野首海岸のハマゴウ群落 野崎島 野首東浜に繁茂しており、ハマゴウの大群落としては
稀有な存在である。

自然 21 軍艦瀬のネック 野崎島 小値賀単成火山群による火山活動の一端で、割れ目噴
火で上昇した溶岩が固結して残った噴火口跡。

自然 22 ケムタ火道岩流 野崎島 小値賀単成火山群の活動で形成された噴積丘が、海蝕
で周囲を削られ溶岩火道のみが残ったもの。

自然 23 沖ノ神島神社社叢 野崎島 スダジイを主とする第一次原生林で、沖ノ神島神社の
神域。

信仰の場 24 沖ノ神島神社社殿と境内 野崎島 704年に沖津宮と辺津宮とに分祀されたと伝える、沖
ノ神島神社の社殿と境内地。

信仰の場 25 王仁石 野崎島 沖ノ神島神社拝殿の後背に屹立する巨大な磐座で、本
来の神島信仰の対象となった巨石。

信仰の場 26 野首集落の墓地 野崎島 野崎集落の、神道と仏教徒の墓地。
信仰の場 27 野首集落の墓地 野崎島 野首集落のキリシタン墓地。

その他 28 野首の字界石 野崎島 西平・東平・荒崎3字の境界交差点を示す字界の標石で、
大きな自然石の上面に「サ」と彫りこまれている。

その他 29 船森の字界石 野崎島
船森集落の入り口に位置する、南平・荒崎・黒加浦 3
字の境界交差点を示す字界の標石で、大きな自然石の
上面に「サカイ」と彫りこまれている。
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図 11-7　重要な構成要素位置図（2）　大島・宇々島（重要な構成要素番号は表 11-9 参照）

図 11-8　重要な構成要素位置図（3）　野崎島（重要な構成要素番号は表 11-9 参照）
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五島列島最北部に位置する中
なかどおりじま

通島は、その北端で東西の距離が最大約 1.6km、南北約 12kmという細長い
形状をもち、花崗岩・花崗斑岩などの深成岩類の地層によって構成されている。これらの地層は、長い年月
にわたる自然風化および海食等により、崖地や洞穴が発達する独特の海岸地形を形成した。切り立った沿岸
部には漁業集落と漁港が立地し、地滑り等によって生み出された緩斜面地には農業集落と耕作地が立地する、
両者の際立った対比が居住形態の特質をなす。
五島列島北部の漁業に関する記述は、『肥前国風土記』にまで遡ることができる。「青

あおかたたかつぐ

方高継譲状案」（青方
文書）などによれば、中世には製塩やブリ・カツオ漁の大型漁が盛んとなり、近世には加

かと く

徳と呼ばれる世襲
制の漁業権のもとに、厳しい権利制限による漁業活動が行われていたとされる。近代にこの構造が解体すると、
明治 41 年（1908）には漁業組合が設立され、定置網漁業や魚礁・藻場・築磯の造成等による資源確保型・養
殖型漁業が推進されるようになった。
江戸中期には五島列島への移住が進むが、移民は大きく分けて 2つに分類される。一つは漁業技術をもつ

移民で、泉州・紀州・肥前等から五島列島の大規模な漁業基地への移住である。もう一つは農地開拓のため
の移民で、『五島編年史』によれば、大村藩からだけでなく江戸からも移住が行われたとされる。特に後者は、
緩斜面地に新たな農業集落を形成するとともに段状の畑地を開墾し、麦・甘藷等を栽培した。土地が痩せ、
表土がわずか 15cmに満たない当地では甘藷栽培が卓越したため、サツマイモが主食となった。また、その保
存形態であるカンコロの生産量は顕著で、昭和中期ころまでは島外にも大量に出荷されていた。品種の異な
る甘藷を数種類栽培し、デンプン量など特性に応じた分類を行い、料理や焼酎の原料とした。かつての保存
食であったカンコロは、近年ではカンコロモチとして甘みのある餅菓子となり、五島の特産品として売り出
されるようになっている。急斜面に張り出したヤグラと呼ばれる竹組の乾燥棚や、家屋の床下に作られるイ
モガマと呼ばれる保存庫、ジロと呼ばれる加工場は全て居住地内およびその周辺に配置され、畑地の石積や
防風林と相侯って、甘藷栽培によって特徴づけられる独特の居住地・農地の文化的景観を形成している。
五島列島では、16 世紀にポルトガル人宣教師による布教活動が行われ、昭和 40 年代には農業集落の一部

に隠れキリシタンの習俗が確認されている。これらの集落は、中世以降、神社や寺院のもとに日常生活を送っ
ていた漁業集落の人びとと、近接しつつも、生活上の交流をまったくもたずに近代まで共存し続けた。キリ

12  新上五島町北魚目の文化的景観
長崎県南松浦郡新上五島町

図 12-1　「新上五島町北魚目の文化的景観」の位置 図 12-2　海岸に漁村、山間部に農村が展開する小瀬良
集落

重要文化的景観の概要

佐世保

長崎

新上五島町北魚目
の文化的景観
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スト教の解禁後、フランス人宣教師による布教活動を通じて農業集落にはカトリックの人びとが増え、甘藷
栽培の段々畑を背景にそれぞれ小さな教会が建つようになった。痩せた地滑り地形上に点在するこれらの教
会群は、北魚目地域の農業集落の景観を特徴づけるものである。
以上のように、新上五島町北魚目の文化的景観は、移住者によって形成された、狭い沿岸部に集住する漁

業集落の形態と、痩せ地で営まれた甘藷栽培およびその加工にかかわる過程で生み出された農業集落の形態
という対照的な土地利用形態、およびキリスト教を基盤とする集落形成の中で建造された一群の教会群によっ
て構成される独特の文化的景観である。近年、過疎化や近代化に伴い、古い船着き場や甘藷栽培の農地が失
われつつある。今回、文化的景観保存調査を通じてその価値が明らかとなったため、文化的景観保存計画によっ
て保存・活用の手法が示された地域について重要文化的景観に選定し、保護を図るものである。／出典 :『月
刊文化財』第 581 号、一部修正

図 12-3　海を望む緩斜面地に立地する農業集落と段々
畑（大水）

図 12-4　保存食であるカンコロ生産のための施設（ジ  
ロ（中央）・ヤグラ（右））
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新上五島町北魚目の文化的景観保存計画

序　文化的景観の位置及び範囲
1．計画の目的
　（前略）
新上五島町北魚目の文化的景観を文化資源として捉
え、新上五島町の地域再生・活性化に資するため、
文化的景観保存調査で明らかになった新上五島町の
北魚目における文化的景観の価値付けを行い、文化
的景観保存管理計画を策定し、保存・継承を図って
いこうとするものである。
2．検討体制
　（略）
3．計画策定に至る経緯
　（略）
4．位置及び範囲
　（前略）
狭く急な段畑で「カンコロ」生産のための甘藷栽培
を中心に厳しい環境を生き抜くための工夫をこらし
た独特な一体景観が新上五島町北魚目の文化的景観
の特徴であり、これらの範囲を文化的景観の保存調
査対象地域とした。
　最終的な申出の範囲については、北部半島の番岳
以北に決定した。この範囲については、今後の調査
により拡大されることも考えられる。
5．文化的景観の申出について
（1）段階的な申出
　「新上五島町北魚目の文化的景観」は、新上五島
町の北部地域 12集落で構成されており、申出面積
は 1,508.0ha である。
　なお、新上五島町全域が景観計画区域であるが、
今回の申出範囲である北魚目地域を重要景観計画区
域に設定している。
　平成 23年 7月に、新上五島町北魚目地域を申出
することとし、その後、地域住民の景観保全に対す
る意識醸成、地域内で行われる公共事業の調整、そ
の他文化的景観としての価値を高める補足調査や地
域内での景観協定の締結等を行うように計画してい
る。
　（図 12－ 5参照、付表略）
（2）集落の概要
　（略）

第Ⅱ部　文化的景観保存計画
第1章　文化的景観の保存に関する基本方針
1．文化的景観の概要と価値、課題
（1）文化的景観の概要と価値
　（略）
（2）課題
　（前略）
現状では様々な課題を内包しており、それらの課題
解決がなされない状態であると、新上五島町北魚目
の文化的景観の価値は急速に失われてしまう可能性
が大きい。特に道路事情が格段に良好になった昭和
50年代以降、徐々に進んだ人口流失は、過疎化、少
子・高齢化という地域再生にとって厳しい結果を残
してきた。
　過疎化や、生活様式の変化による森林や耕作放棄
による農地の荒廃はかつての段畑をタブノキの二次
林へと変容させつつあるのが現状である。また同時
に、耕作放棄地と空家の増加により里山の荒廃が進
み、その結果イノシシなど害獣が繁殖し、害獣が人
間の生活圏に近づくことで耕作地を荒らすなど農作
物に深刻な被害を及ぼすことになった。さらにもと
もと規模の小さな集落が過疎化により、居住人口の
減少が進むことで、集落の存続自体が危ぶまれる状
況の地区も現れ始めた。
　離島という本来から不利な環境に加え、以上のよ
うな容易に解決しがたい課題が山積しており、新上
五島町北魚目においては個々の要素をどのように守
り伝えていくかという課題解決の施策より、むしろ
新上五島全体の地域活性化をどのように講じていく
かが重要な課題である。
2．保存管理に関する基本方針
　（前略）
　段畑においては主にイモを栽培し、年間を通して
の主食としたり、「カンコロ」として出荷したりし
た。現在は、急激な過疎化の影響によりイモの栽培
が衰退し、それに伴い「カンコロ」生産も少なくなっ
た。そのシステムとしての一連の加工・貯蔵施設が
荒廃しつつあり、社会システムが脆弱化しているた
め、新上五島町においては保存管理に関する基本方
針を、保存調査により明らかになった北魚目の本質
的価値に基づき、「自然的観点」、「集落及び生活・
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図 12-5　重要文化的景観選定範囲図・重要な構成要素位置図（重要な構成要素番号は表 12-5 参照）
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生業的観点」の 2つの観点から示す。
　以下の方針を定めるにあたり、各要素を保存して
いくためには地域に住む人たちの景観保全に対する
理解と自助的な取り組み、そして行政の役割を明確
にしておくことが必要であり、それを実行できる体
制づくりが何よりも必要であることを先に記してお
く。文化的景観保存計画や景観計画は、規制のため
の仕組みだと考えられがちだが、良好な景観の創造
に繋がるという視点も忘れてはならない。
（1）自然的観点
　新上五島町を含む五島列島は東シナ海に接し、そ
こは対馬暖流で包囲されておりその影響で、生態系
の生産者である緑色植物は「常緑広葉樹林」でタブ
ノキを優占種とする照葉樹林であり、タブノキやヤ
ブツバキ等が海岸付近まで繁茂している。
　北魚目地域に暮らす人々は、このような植生を非
常に巧みに利用しており、家屋の周囲に自然林を残
すあるいは植樹を行って防風林や防潮林、日除けと
し、薪炭や食料を確保する場にもなっていた。また、
タブノキは家屋の床下材にも使用することもあっ
た。またこのような森林は保水林としての役割も大
きく、現在でも生活に不可欠なものである。
　したがってこれらの保存については、現状の維持
に努めるものの、凍結的な保存ではなく適切に手を
加えながら保存を図る必要がある。
　北魚目地域には、ノアサガオやオキナワシタキヅ
ル、柑橘ゆうこうなど貴重な植物が存在し、特にノ
アサガオは北限地であり学術上貴重な分布地域でも
ある。また、海岸植物では、ハマゴウやハマヒルガ
オ群落があり、夏場の台風等気象の影響を受けやす
い厳しい環境下で形成された断崖と併せて、景観構
成要素として重要である。
　したがってこれらの保存については定期的な磯清
掃を行うとともに、極力現状を維持することが必要
である。
（2）集落および生活・生業的観点
　（前略）
集落を構成する諸要素の保存については、いくつか
の保存方法を組み合わせる必要がある。まず農地景
観の保存管理にあたっては、耕作地や周辺域の防風
林や防風石垣などの景観維持に努めるとともに、そ
の景観を造り、維持してきた技術の継承の支援を検
討する必要がある。また、伝統的な土地利用を継続
しながら今後も耕作地などの生業空間を維持してい
くために必要なシステムを検討する必要もある。そ

れは後継者の確保、育成や、耕作放棄地の再活用策
など、関係法令を踏まえ有効な支援策を検討してい
く必要がある。そして、集落の良好な景観を構成し
ている保存すべき要素として、集落内には歴史的な
石垣・防風石垣、および干し棚「やぐら」、屋外ゆ
で釜「じろ」が残されており、これらを維持・保存
することに努めることとする。また、漁村集落にお
ける漁港施設の改修工事等によってもたらされる景
観の変化は、大きな影響を与えることも考えられる
ため、良好な景観を維持・保存することに努めるこ
ととする。
　最後に農漁村集落の保全では、特に農地が継承さ
れることが前提であり、時に建築物の変容よりも、
こうした農耕地の変容の方が集落景観に及ぼす影響
が大きい場合もある。本地域の農漁村集落について
は、家屋等の建築物だけではなく、その集落の持つ
風情を保護すべきであろう。
3．整備活用に関する基本方針
　（前略）
（1）全体的な考え方
　新上五島町北魚目の文化的景観は、自然的空間と
集落及び生活・生業空間が一体となった景観地であ
り、このような景観地は長年の営みによって生み出
されたものである。長期的な人々の生活・生業によっ
て生み出されたものである以上、人の手が加えられ
続けることで、景観の維持・保全が可能となってく
る。しかし過剰な手入れは逆に景観を損ねてしまう
恐れがあるため、一定の整備方針を定める必要があ
る。また、共同水路や祭礼・年中行事など伝統的コ
ミュニティ活動を重視することも重要である。
　公共事業においても、これまで道路は道路、農地
は農地、森林は森林といった縦割りだった土地利用
計画を総合的に見直し整理することが肝要である。
このような観点から地域の景観マスタープランを法
的に位置づけることができるのが景観計画であり、
計画の見直しを行いながらまちづくりを進めること
とする。
　活用策に視点を移すと、北魚目を訪れる観光客の
多くは県指定有形文化財である江袋教会や豊かな自
然景観を体感することが目的であり、日帰り観光
客が多いことが特徴である。文化的景観を生かした
地域振興が最終的な目的であるため、広域的な観光
ルートの設定や案内板等の設置だけではなく、地域
自体の魅力を高め、そこへ行きたいと思わせる付加
価値を付ける取り組みを行う必要がある。
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　平成 19年 1月、「長崎の教会群とキリスト教関連
遺産」が世界遺産暫定リストに記載され、本地域も
構成資産のひとつとして検討されている。活用とい
う面で考えるならば、潜在的な価値を持っている場
所であり、登録推進活動に併せ、文化的景観を核と
したネットワークを形成していく必要がある。観光
ツアーのほか都市部住民の観光客等をターゲットに
した農漁家民泊等を視野に入れ、地域内に組織され
ているまちづくりグループを主体とした施策を実施
する必要がある。
　ただし、このような観光施策を行う場合、過剰な
観光客の増加等によって北魚目の景観が損なわれる
ことがないよう配慮しなくてはならない。観光客と
島民とのトラブルなども心配されるため、島民と行
政との緊密な連携も必要である。
（2）自然的空間
　（前略）
北魚目地域の大多数が照葉樹林のタブノキ萌芽群落
で覆われ、人工植林はないに等しい。これらの自然
林については、凍結的に保存するのではなく、適切
に手を加えながら林産物や林空間の活用を図るべき
であろう。
（3）集落及び生活・生業空間
　本地域の集落に多く見られるのは、木造 2階建ま
たは平屋建の住宅であり、現在も良好な景観を維持
している。特に建築物や工作物の高さや色には十分
注意すべきである。景観計画でそれらの行為誘導を
行っているが、今後は景観協定の締結も視野に入れ、
より自発的な景観創造への取り組みへと繋げていく
こととする。
　本地域の景観を構成するものに地形を利用し「防
風林」や「防風石垣」などに守られた「耕作地」があり、
景観を特徴づける要素となっている。全国的に棚田
の景観は観光資源としても認知され始めており、そ
れが高まって付加価値作物の開発へと繋げていった
地域もある。作物自体のブランドを高めるのか、耕
作地の景観を生かして交流人口を増やすのかは、地
域の特性に合わせたものにすべきであろう。いずれ
にせよ、耕作地としての景観が保全されていること
が前提であり、整備を行う際は、土地利用を尊重す
ることが必要である。
　さらに、生業空間としての景観構成には、これら
「防風林」や「耕作地」に溶け込むように形成され
た集落構造がある。これらは個別単体で考えられる
ものではなく、一体的に捉えることで一つの景観が

形成されていることにも配慮が必要である。
　また、本地域には 8箇所の漁港施設と 1箇所の港
湾施設があり、それらの改修工事等によってもたら
される景観の変化は、大きな影響を与えることも考
えられる。良好な景観を維持するための配慮が必要
である。
4．管理運営に関する基本方針
　（前略）
農漁村集落の過疎化等により、現在の景観を保つこ
とは非常に難しい問題である。特に耕作放棄地と空
家の増加により里山の荒廃が進み、その結果イノシ
シなど害獣が繁殖し、害獣が人間の生活圏に近づく
ことで耕作地を荒らすなど農作物に深刻な被害を及
ぼしている。この良好な景観を継続させるために、
「誰が（主体・担い手）」、「何の目的で（生業のため・
景観の保全のため）」景観管理を行うのかという目
的を明確にし、農漁村集落の景観が維持されるシス
テムを早期に確立させなければならない。
　重要なのは、その地で生活し生業を営む地域の
人々の存在であり、農業を継続できない理由は何な
のかを把握し、現在の景観を維持し発展させるため、
農業を継続できた理由などの要素を取り除く仕組み
作りを検討する。後継者不足であるのなら、農地所
有者のみではなく、文化的景観地区に住む人々、周
辺都市部に住む人々が積極的に景観保全に係わるこ
とができる仕組みが必要であろう。
　北魚目の一部の地域では、景観保全と生業育成の
ために、一部の耕作放棄地でツバキの植栽が進めら
れ活用されている。本地域は自治会組織が比較的確
立された地域であるため、これら既存の組織を活用
した住民主体のまちづくりと景観保全、文化・伝統
の継承を図るべきであろう。
　一方、行政の体制も整理、強化される必要がある。
文化的景観の継承・活用においては、教育委員会の
ほか、都市計画、建設、農林、観光部局等の多くの
協力連携が必要となる。県関係部局との連絡調整も
含めて、関係機関が緊密に協力できる体制を整備し
たい。その上で、地域活動を積極的にサポートして
いくこととする。
　（付図略）
第2章　文化的景観の保存に配慮した土地利用に関

する事項
1．保存管理に関する考え方
　（前略）
（1）自然的観点
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　現状の植生区分に従った管理を行うとともに、伐
採跡地の回復、育成を行うことで森林保全に努める。
本地域において、優れた自然景観の一部は自然公園
法や保安林として保護されているが、それらに隣接
し、景観として連続したものについても、同様に保
全されるよう努める。
　（表 12－ 1参照）
（2）集落及び生活・生業的観点
　文化的景観を構成する主要な要素と位置づけ、良
好に維持される生業空間に隣接する生活の場とし
て、景観計画と連携した景観形成を図る区域とし、
景観保全を図るとともに、生業の支障となる案件に
ついては、改善策を検討しながら生業景観の継承に
努める。
　（表 12－ 2参照）

表 12-1　土地利用等についての考え方－自然的観点
景観を構成
する要素 土地利用等についての考え方

天然林
（付図略）

・天然林が残る森林は、今後も現状維
持を行うこととする。

ツバキ林
（付図略）

・ツバキ林は景観構成要素であり、そ
の保全に努めることとするものの、
荒廃を防ぐために適切な管理が必要
である。

二次林
（付図略）

・家庭で薪を使用していた際は、定期
的に伐採・更新されてきた場所であ
りタブ林が多い。森林の適切な維持
管理を行うとともに、現状の植生区
分に従った植生の回復も検討する。

人工造林
（付図略）

・道筋や集落内に防風林として植生さ
れた人工造林は、景観構成要素であ
り、保存に努める。
・森林と人との共生を重視する森林整
備に努める。
・資源の循環利用を重視する森林整備
に努める。

道路

・生業や森林の適切な維持管理のため
に必要とされる場合は、景観への配
慮を検討した整備を行う。
・過去に整備した部分についても必要
に応じて順次修景を行う。

海岸・河川

・自然海岸、自然石積護岸、自然河床
の保全に努める。
・多様な生態系の維持に努める。
・港湾整備などの公共工事において
は、必要な整備に限り、周囲の景観
と調和するよう整備を行うこととす
る。
・過去に整備した部分についても必要
に応じて順次修景を行う。
・文化的景観区域内に大規模な鉄塔類
を設けないことを原則とする。防災
等の観点からやむを得ない場合は、
周囲の景観に十分配慮を行う。（山
稜線を分断しない、主要な眺望ポイ
ントと同一視野に入らない等）
・風力発電施設については、文化的景
観区域には原則として設置しない。
自然公園（西海国立公園）内につい
ては、環境省自然環境局が定めた「国
立・国定公園内における風力発電施

その他 設設置のあり方に関する基本的考え
方」（H16.1.19）があり、長崎県立
自然公園においても長崎県自然環境
課が定めた「長崎県自然公園内にお
ける風力発電施設（風車）の取扱い
基準について」（H14.11.11）がある。
それらの区域に隣接し、周囲の景観
と一体となった文化的景観区域で
も、同様に考えることとする。（第
7章参考資料 風力発電施設について
の考え方）
・過去に整備した部分についても必要
に応じて順次修景を行う。

表 12-2　土地利用等についての考え方－集落及び生
活・生業的観点

景観を構成
する要素 土地利用等についての考え方

住居

・高さ、色彩、屋根の構造等について、
周囲の景観との調和に努める。現在、
多くの家屋が木造であり、周囲の景
観と一体となった良好な景観を維持
しているため、これまで同様に木造
家屋が望ましい。
・伝統的家屋については、文化財とし
ての価値を高めつつ、重要な構成要
素としての特定を検討していく。
・防風石垣や防風林の保全に努める。
調査報告書において、地域における
多様な石積技法が認められており、
これらについては、従前の技法で積
み直すことが望ましい。
・良好な景観を有する「集落」として
の景観保全に努める。

事業所
・高さ、規模、色彩等の誘導を行い、
周囲の景観との調和に努める。
・敷地の緑化や、木壁等により、景観
阻害要因の遮蔽に努める。

寺院・教会

・構造、材料、色彩等の保存に努める。
・高さ、色彩、屋根の構造等について、
従前と同様の伝統的な建築様式にな
るよう努める。
・これら信仰に関する施設は、設置場
所に意味がある場合が多く、文化的
景観の核となる施設である可能性も
あるため、原則として移設は行わな
い。

公共施設

・高さ、規模、色彩等の誘導を行い、
周囲の景観との調和を図る。また、
改修に合わせ、積極的な修景努める。
・敷地の緑化や、木壁等により、景観
阻害要因の遮蔽に努める。

道路

・新設、改良工事については、景観へ
の影響が考えられるため、事業主体
は、新上五島町景観計画を尊重する
とともに、文化的景観の価値が特に
高いと認められる地区については、
景観への配慮を最大限行うこととす
る。

墓地

・墓地様式及び時代性に価値のあるも
のについては、保存を検討する。
・古い墓地は山野に埋もれている箇所
もある。それらは文化的景観を構成
する無形の要素と関係が深い可能性
があるため、住民の協力を得ながら
保存・顕彰に努める。

集落の石垣風景 ・集落内に多数分布する石垣の景観は
特徴的であり、保全に努める。

広場

・資材等の投棄場所にならないよう、
景観の維持に努める。
・集落と一体となって良好な景観を形
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成するよう活用方法や整備方針を検
討する。

石造物

・場所に意味がある場合が多く、原則
として移設を行わない。やむを得な
い場合は、近接した場所へ設置する
こととする。
・古い時代の石造物も多く、地域の文
化を実証する数少ない物証であるた
め、原則として石材の更新は行わな
い。

防風林

・住居や農地の周囲に自生し、それを
活用して防風林となっているタブ林
やツバキ林等の樹木は、集落・生業
景観の特徴でもあるため保全に努め
る。

集落の緑地
及び景観木

・地域景観のシンボル的な景観木の
保全に努めるとともに、自然景観を
損なわないような緑地の保全に努め
る。

信仰に関する空間
・寺社仏閣・教会堂や、信仰復活の地
等の建物・空間は、周囲の景観も含
め保存することとし、場所性を損な
わないようにする。

耕作地 ・耕作放棄地になっている場所が多い
が、可能な限り再生を図る。

工作物

・景観の連続性を阻害しているものに
ついては、修景に努める。
・電柱類その他工作物を設置する場合
は、設置場所や高さ、色について配
慮し、周囲の景観との調和に努める。

屋外広告物

・設置は行わないことが望ましい。や
むを得ない場合は、高さと色につい
て配慮し、周囲の景観との調和に努
める。
・交通誘導板、観光案内板等は、必要
最小限に留めることとし、案内板が
乱立している場所では、撤去を検討
する。

その他 ・景観協定を締結する等、集落内での
より細やかなルール作りを目指す。

2．既存法令等による土地利用規制の一覧
　（略）
3．景観法に基づく景観計画による行為誘導
（1）景観計画のエリア区分と方針
　（前略）
　北魚目の重要文化的景観選定申出範囲を重要景観
計画区域に設定している。なお、将来的には他の重
要文化的景観申出予定範囲を区域設定することを想
定している。
　（付表略）
（2）良好な景観形成のための届出制度と景観形成基準
　（略）
（3）景観計画におけるその他の事項
　（略）
4．現状変更の取扱い
　（前略）
（1）文化財保護法の届出対象行為
　（略）

（2）文化財保護法の届出を要しない行為
　以下に定める行為については、影響の軽微である
ものとし、本計画において届出を要しない行為とし
て定めている。
①地盤面下又は水面下における行為
②仮設の建築物、工作物の建設等
③通常の管理行為、軽微な行為
ア  建築物の新築、増築等、外観を変更することと

なる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更行為
で、次のいずれかに該当するもの

・建築面積が10m²以下の建築物
・色彩の変更行為を行う部分が 10m² 以下のもの・
擁壁等（塀、柵含む）の構造物その他これに類す
るもので、面積が10m²以下のもの・電柱、照明灯、
携帯電話用アンテナ、その他これに類するもので
高さ 3m以下のもの・生業を営むために行う、高
さが 1.5m以下の貯水槽、飼料貯蔵タンクその他こ
れらに類する工作物の設置等

・生業を営むために行う、幅員が 2m以下の用排水
路又は幅員が 2m以下の農道若しくは林道の設置
イ　 土地の形質の変更行為で、面積が 100m²以下の
もの（ただし、これにより建築物・工作物等が
生じ、アの基準を超える場合は届出を要する。）

ウ　木竹の伐採で、次のいずれかに該当するもの
・森林の保育、施設管理のために通常行われる木竹
の伐採

・枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
　教育委員会は、重要文化的景観の形状又は管理若
しくは復旧の状況を把握し、文化財保護法第 8章（第
140 条）により報告を求められた場合は、文化的景
観の現況について報告するものとする。
　また、文化的景観区域内で新上五島町景観計画に
よる届出等があったものについては、景観計画担当
部署及び教育委員会で協議を行うこととし、現状変
更の内容によっては、所有者等と協議を行うことと
する。（域内で行われる公共工事を含む。）
　重要文化的景観の滅失又はき損が省令第 4条に定
める行為についても、教育委員会と事前に協議を行
うことを原則とする。
　（図12－ 6参照）
第3章　文化的景観の整備活用に関する事項
1．整備活用に関する考え方
　整備活用については、自然的空間と集落及び生活・
生業的空間を体感し、地域の文化を知ることができ
るようにすることを基本とする。調査研究による価
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値づけを継続することはもちろんのこと、修景事業
の計画・実施、景観保全を担う人材育成等、検討事
項は多岐に渡る。（中略）
公共事業については、これまで管理者が異なるとい
う理由から、隣接する場所であっても、工法や材料
の違いがあり、環境保全の整合性が取りにくいこと
が課題であった。公共工事は景観への影響が大きい
ため、環境保全に対する認識を統一する必要がある。
また、集落景観には、学校、橋梁、道路、港等、景
観に大きな影響を及ぼす公共施設が含まれているこ
とが多い。これらについては、景観計画の中で景観
重要公共施設として位置づけ、整備に関する事項を
定めることも想定される。（中略）
　文化的景観を確実に継承していくため、地域住民
の必要に応じて景観計画の見直し等も検討してい
く。（中略）
　保存調査で抽出された景観阻害要因については、
文化庁事業等を活用して、修景や除去に努める。こ
れらの修理修景を実施しながら、地域内の拠点施設
の整備や、サイン計画等を併せて検討する。
　また、文化的景観を長期的に保全し継続していく
ために、地域産業の育成を図るものとする。
2．整備活用の方針
（1）自然的観点
　（表 12－ 3参照）
（2）集落及び生活・生業的観点
　（表 12－ 4参照）

図 12-6　文化的景観の管理運営体制　

3．整備活用計画
　（前略）
この整備活用計画は、保存調査で明らかとなった文
化的景観の価値を保護し活用するため、文化的景観
地域内におけるより詳細な整備活用の指針を定める
もので、今後は、同計画に基づき整備を進め活用を
図り地域振興に繋げることとしている。以下は、新
上五島町内における既存の取り組み等を踏まえた、
整備活用計画の骨子である。
［新上五島町北魚目の文化的景観整備活用計画骨子］
（1）基本構想
『離島における組織地形の高度利用を背景としてイ
モ（甘藷）文化を継承し散居する農耕民と海浜に集
住する漁労民が共生する多様で特徴的な集落景観を
次世代に引き継ぐ』－文化的景観を生かした「まち
づくり」－
　（後略）
（2）基本計画
　重要な構成要素として「集落」を挙げているよう
に、本地域の文化的景観の価値は「集落の構造」に
ある。その構造を保全していくための整備計画と、
それらを生かした活用計画の検討を行う。
①地域文化の継承
　文化的伝統の保存・継承・活用、町民の文化活動
への支援、地域の文化に触れる機会の提供等が考え
られる。
②文化的景観地域の資源を生かした整備と交流人口
の拡大
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表 12-3　整備活用の方針－自然的観点
景観を構成
する要素 整備活用の方針

自然林

①整備の方針
・自然林としての保全に努める。
・水源涵養林として保全に努める。
②活用の方針
・全体眺望として、文化的景観の価
値と併せて周知できる方法を検討す
る。

ツバキ林

①整備の方針
・その保全に努めることとするもの
の、荒廃を防ぐために適切な管理が
必要である。
②活用の方針
・ツバキ油搾油のためのツバキ実採取
を図る。

二次林

①整備の方針
・里山としての保全を図りながら管理
する。
・用材として一定の規模以上を伐採し
た場合は、植林を行う等、植生の早
期回復に努める。
②活用の方針
・里山を活用した取り組みが望まれる。
・木炭など林産物の生産を図る。

人工造林

①整備の方針
・用材として一定規模以上を伐採した
場合は、植林を行うなど植生の早期
回復に努める。
②活用の方針
・用材などの林産物の生産を図る。

道路

①整備の方針
・地域内の価値は、散策することで理
解が深まるため、必要な散策道の設
定及び整備、自然散策路の整備を検
討する。
②活用の方針
・森林内を通る里道を散策路とするこ
とで、林空間の活用を検討する。

海岸・河川

①整備の方針
・自然海岸としての保全に努める。
・自然護岸や自然石積護岸を活かした
整備に努める。
②活用の方針
・自然海岸は景観を活かした散策場所
とする。
・磯場は魚介類や藻類の採集場として
保全する。

その他

①整備の方針
・修景に関しては、重要文化的景観保
護推進事業のほか様々な支援策を検
討する必要がある。
②活用の方針
・海岸など自然景観や天然記念物を
活かした散策ルートの設定を検討す
る。

表 12-4　整備活用の方針－集落及び生活・生業的観点
景観を構成
する要素 整備活用の方針

①整備の方針
・現在、集落には木造平屋建で勾配
のある屋根形状を有しているものが
多い。住居は木造が望ましく、高さ
については 2階建て以下を原則とす
る。
・空家は所有者の協力を得て散策を行
う際の休憩施設、物販所などとして
の整備が考えられる。
・地域内には廃屋が点在しており、こ

住居
れらは景観上好ましいとはいえな
い。私有財産であり解体処分等の対
策には法的な壁もあるが、所有者
との折衝や地域内での協議などによ
り、対策を講じる。
②活用の方針
・魅力ある集落景観を作ることで、交
流人口の増加を図る。
・農漁家民泊としての利用を検討し、
交流人口への受け入れ態勢の充実を
検討する。
・ただし、これまでの島の暮らしを保
全する観点からも、大規模な交流人
口増を目指すことは想定しない。

工場・事業所

①整備の方針
・地域イベント開催時の拠点施設とし
て、周辺部の整備も考えられる。
・現在、島内には地元産の土産品を流
通販売する組織・施設がないため、
これらソフト・ハードともに、その
必要性や対応策を島内組織で協議す
る。
②活用の方針
・他の地域では漁協や農協など地域の
組織で地場物産品の即売会を行って
いる事例も多数あり、他地区を参考
に活用策を検討する。

神社、寺、教会

①整備の方針
・参道や庭園等、建築物と一体となっ
て良好な景観を形成しているものも
含めて保存整備を検討する。
・従来の構造、材料、色彩等の保存に
努めた整備を行うこととする。
②活用の方針
・観光利用が多い旧五輪教会堂は、地
域活動の拠点となることも想定され
る場所であり、整備活用計画との連
携を図る。
・地域内の寺社やそれらに付随する石
造物なども文化的景観の価値を付加
することによって、更なる活用方策
を検討することとする。
・ただし、これらは信仰の場であり、
島内住民の生活に直結しているとこ
ろであるので、十分に配慮が必要で
ある。

公共施設

①整備の方針
・学校や消防倉庫等を改修する場合は、
周囲の景観との調和に努める。
・漁港整備で、大きな構造物が設置さ
れる場合は、特に周囲の景観に調和
するよう配慮する。
②活用の方針
・既に設置されている公共施設（学校
や公園等の広場）については、地域
活動の場として積極的に利用ができ
るよう調整を行う。
①整備の方針
・地域内の価値は、散策することで理
解が深まるため、必要な散策道の設
定及び整備、自然散策路の整備を検
討する。現段階では島内の主要な幹
線道路及び里道がこれにあたること
を想定する。
・地域内道路の整備については、無用
な拡幅・拡張はせず、住民からの生
活改善要望として上がっている箇所
については、必要最小限の幅員を確
保するよう改修していく。
・道路線形は既存道路の線形や地形を
極力踏襲したものとし、新たに発生
する法面や切土面、護岸が最小限と
なるよう設計する。
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道路・里道
・法面や切土面には緑化を施す。
・法面に吹きつけを施す場合には、彩
度・明度の低いグレー系の色とする。
・護岸は極力自然石護岸とするよう努
める。自然石護岸の積み方や素材に
ついては、周辺の既存の護岸と合っ
たものとする。
・ガードレールなどの構造物はコント
ラストの強い色調を避け、景観の保
全に努める。
②活用の方針
・荒廃している里道の復活など、既存
の歩道等を利用した遊歩道の整備が
考えられる。
・道路整備の際に生じる残地を活用
し、駐車場や展望施設としての活用
が考えられる。
・集落内の小道（歩道）については、
散策マップ等を作成することで、新
たな観光コースとしての活用も考え
られる。

墓地

①整備の方針
・集落ごとに形成された古墓は、現在
管理されていない箇所もあるので、
地元の協力を得て草刈等を行い、見
学できるようにする。
・ただし、故人を弔った生活直結の場
であるので、無用な整備は行わない。
②活用の方針
・古墓については現段階で積極的な活
用は想定しないが、歴史体験ツアー
など教育文化的な事業に際しては見
学できるようにしたい。

集落の石垣景観

①整備の方針
・宅地を取り囲む防風垣や建築物の壁
の一部となっている石塀は、北部地
域の景観の特徴となっており、保全
に努める。
②活用の方針
・地域内の小道を散策すると、数多く
の特徴的な石垣景観を見ることがで
きる。貴重な地域資源であり、散策
マップ等を作成することで、新たな
観光コースとしての活用も考えられ
る。

広場

①整備の方針
・公園整備等については、周囲の景観
と調和した施設整備に努めることと
する。広場を囲む金網のフェンスや
大規模なネット、舗装材、トイレの
デザイン等については、十分な配慮
が必要である。
・既存の公園については、改修の際に
修景を実施していくこととする。
②活用の方針
・イベント広場として、又は日常的に
利用可能な憩いの場としての活用を
図る。

石造物

①整備の方針
・地域に散在する石塔や石碑等の石造
物は、現状維持に努める。
・記念碑等は景観を阻害する要因とな
り得るため、原則として新たな設置
は行わないこととする。
②活用の方針
・石造物は地域史に深く関連するもの
である。その地を訪れた旅行者等が
その価値を理解できるようなマップ
等の作成が考えられる。
①整備の方針
・家屋や耕作地、集落を取り囲む防風
林は、地域独自の特徴的な景観であ
り、その保存整備に努める。

防風林

・新上五島町北魚目の文化的景観を形
成する重要な要素であるため、地域
住民と連携してその保全に努める。
・また海からの強い季節風や夏の日差
しを防ぐためのものであり、実用面
を考慮しつつ、今後大幅な改変を加
えず現状維持に努める。
②活用の方針
・日常生活に溶け込む防風林としての
景観を眺望できるように配慮する。
・集落内の小道を散策すると、大規模
な防風林を見ることができる。貴重
な地域資源であり、散策マップ等を
作成することで、新たな観光コース
としての活用も考えられる。

集落の緑地
及び景観木

①整備の方針
・森林として現状維持に努める。
・地域景観の核となるような樹木の伐
採は行わないことを原則とする。
②活用の方針
・説明板の設置や散策マップへの掲載
など周知を図る。

信仰に関する空間

①整備の方針
・現在の景観を継承することを基本と
し、原風景と極端に異なりコントラ
ストが強い構造物等がある部分につ
いては、修景を検討する。
・無形の文化について引き続き調査を
行い、それを継続させるための方策
を検討する。
②活用の方針
・無形の文化の保存に加え、公開の
場を持つことで、伝承されてきた貴
重な地域文化に触れる機会を提供す
る。

耕作地

①整備の方針
・耕作放棄地になっている場所が多い
ため、活用策を検討したうえで、農
地としての回復を検討する。また目
立つ場所については定期的な除草な
どを行う。
・農地災害復旧工事では、可能な限り
従前の石材を使用する等、景観の保
全に努める。
・地域内での石積み技術の継承に努め
る。
・耕作地の景観を形成する防風林の整
備及び管理技術について地域内での
継承に努める。
②活用の方針
・集落や耕作地の修景を行うことで、
交流人口増加のほか、畑地オーナー
制などの活用を検討する。
・学校教育の学習教材として、文化的
景観を知る、触れ合う機会を提供す
る。
・耕作物の地域ブランドとしての可能
性を調査研究し、特産品の開発を行
う。ただし、可能な限り従前からの
耕作物を用いることが望ましい。

広場・
耕作放棄地等

①整備の方針
・耕作放棄地については「耕作地」の
方針に準じる。
・駐車場整備は基本的に行わない。
②活用の方針
・耕作放棄地については「耕作地」に
準じる。

工作物

①整備の方針
・電線・電柱などの地中埋設化につい
ては、工事費の問題のほか、道路掘
削や付帯施設の設置等の景観上の問
題もあり、長期的な計画策定を要す
る。



12  新上五島町北魚目の文化的景観　　171

　農漁村景観を生かした、体験型・滞在型観光の推
進について検討を行う。テーマにあったメニューを
充実させ、文化的景観を生かした周知啓発ルート（ま
ち歩き型観光の擁立）の設定等が考えられるが、併
せて、地域におけるもてなし体制も充実させる必要
がある。交流人口の対象は町外からの観光客のみで
はなく、文化的景観の趣旨を町民に理解してもらう
ためにも、周辺地域に住む町民も対象にすべきであ
り、町民参加型イベント等を開催しながら周知啓発
の取り組みを継続させる必要がある。
　文化的景観地域の情報発信の強化、広域連携によ
る活用の方策、文化的景観に配慮した整備等、地域
と行政の連携も重要になってくる。
③地域産業の振興
　地域産業の振興は、地域社会の基盤を安定させる
ために重要なことであるため、関係機関と連携を図
りながら取り組みを進める。
　新たな観光施設を作るのではなく、既にある地域

資源を磨き生かすことを考える。文化的景観地域内
での体験事業（農業体験、漁業体験、ツバキ実採取
体験）や地域における景観保全の取り組み等を踏ま
え、総合的な整備活用計画を策定しなければならな
い。
　（付図略）
（3）新上五島町における文化的景観地域の位置づけ
　様々な計画や各種事業間における文化的景観地域
の位置づけを明確にし、本地域の振興について、全
庁的な取り組みを行える体制を確立させる。
　また、施設整備にあたっては、現在の観光客の入
り込み状況を把握しながら、適切な場所に拠点施設
を設けることが肝要である。（中略）
　整備活用計画を策定するにあたっては、適切な
ゾーニングを行い、各地域が生かすべき魅力を把握
した上で、動線計画やそれに伴う整備計画を立て、
それを活用するための方策について検討を行う必要
がある。
第4章　文化的景観を保存するために必要な体制に

関する事項
1．管理運営に関する考え方
　（前略）
　新上五島町北魚目は、自然への人為的な働きかけ
で景観が形成されてきた場所であり、それら生業が
営まれる中で形成されてきた景観を引き継ぐことが
重要である。そのためには、地域住民及び行政は文
化的景観の価値を正しく理解し、その継承のために
必要な体制づくりを進めなければならない。
　本計画は、あくまで文化的景観の保存継承の枠組
みを定めるものであり、この計画が効力を発揮し景
観保全への取り組みへと繋げていくためには、景観
行政団体である新上五島町や国・県等の施設管理者、
地域住民の協力関係の構築が求められる。
　（図12－ 7参照）
2．地域住民の役割
　（前略）
文化的景観の継承は、行政の施策と共にそこに住む
地域住民の参画と自主性が重要となる。本地域は、
自治会組織が強く機能している地域であるため、こ
れらを活動の母体組織として位置づけ、自分たちが
できる事から始め、農地が荒れる原因として挙げら
れる、高齢化や後継者不足の問題を補うための担い
手育成への取り組み等を通じて、町全体で文化的景
観の継承に取り組むこととする。

・景観を阻害する要因については、修
景事業を実施していく。
②活用の方針
・不用となった工作物が、長期間放置
されることがないよう努める。

屋外広告物

①整備の方針
・必要最小限の場所に、適切な大きさ、
適切なデザインのものを配置する。
・貴重な文化財の脇に案内板を設置す
る場合は特に注意を要し、文化財自
体の価値を損なうことがないよう努
める。
②活用の方針
・本地区の文化的景観は、説明板を設
置しないとその価値が分からないも
のも多く、関係部署と調整を図りな
がら設置を行い、文化財としての活
用を図る。

その他

①整備の方針
・文化的景観の価値を高めるため、地
域内の文化財の調査、修復、整備を
行う。
・地域で景観協定を締結し、より細や
かなルール作りを目指す。
・修景に関しては、文化的景観保護推
進事業で行う事業のほか、様々な支
援策を用意していくことが考えられ
る。
②活用の方針
・文化的景観の価値については、その
区域内の住民への周知に加え、観光
客を含めた幅広い周知を行う。
・生涯学習の一環として、公民館講座
等を活用し、文化的景観の周知を図
る。
・地域の魅力をどのように伸ばし活用
するのか、目標を明確にする。
・学校教育の学習教材として、文化的
景観を知る、触れ合う機会を提供す
る。
・増加が見込まれる交流人口（観光客
等）の受け入れ態勢を確立させる。
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3．行政の役割
　新上五島町においては、地域の特性に応じて、景
観計画により段階的な規制を設定した。地域づくり
を行うにあたっては、規制のみの制度ではなく、規
制のレベルに応じた支援策を用意すべきであり、規
制と支援のバランスの取れた制度にしていくことが
肝要である。（支援については、人的支援、経済的
支援、規制緩和等が考えられる。）
　文化的景観の管理と継承に関する効率的な行政運
営を行うため、関係する庁内担当課との連携を強化
し、横断的な連絡調整が可能な体制づくりを行うこ
ととする。
　また ､今後策定される文化的景観整備活用計画に
ついては ､新たな体制を整え検討することとする。
第5章　文化的景観における重要な構成要素
1．景観を構成する重要な構成要素の考え方
　新上五島町北魚目の文化的景観は、（中略）「斜面
の高度利用とイモ（甘藷）文化」が生まれ、「移住
農民集落と既住漁業集落の共生」が行われ、「生業
と密接に結びついた集落」が生まれた景観であると
いえる。
　すなわち、「離島における急峻な組織地形の高度
利用を背景としてイモ（甘藷）文化を継承し散居す
る移住農民と海浜に集住する漁民が共生する多様な
集落景観」と価値付けすることができる。（中略）
　本地域においては各集落の構造自体がそれぞれに
価値を持つものであり、その集合体である北魚目全
体が高い価値を持つものであると考えられる。こ
のようにして生まれた価値を表わすもの、欠くこと

図 12-7　文化的景観の整備と活用

のできないもの、あるいは今後において集落を維持
していくために必要なものを重要構成要素と位置づ
け、保存、保護をはかるものとする。
2．重要な構成要素一覧
　（図12－ 5、8、表 12－ 5参照）
第6章　参考資料
1．公共事業におけるガイドライン等の尊重
　（略）
2．風力発電施設についての考え方
　（略）

／出典：『新上五島町北魚目の文化的景観保存計画』
（平成23年 10月、新上五島町）、抜粋、一部修正
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表 12-5　重要な構成要素一覧
番号 種類 名称 管理者等 備考

Ⅰ .集落
※集落の範囲には、居住地（歴史的石積み、集落が管理する宗教施設、墓地、家屋、里道、排水路）、生業空間（段畑、里山、
じろ釜、やぐら）、周囲の自然的空間（小河川、自然林、竹林、つばき林、景観木）を含むものとし、これらの要素を保全
することを原則とする。
A 集落 津和崎集落 自治会
B 集落 米山集落 自治会
C 集落 竹谷集落 自治会
D 集落 一本松集落 自治会
E 集落 仲知集落 自治会
F 集落 赤波江集落 自治会
G 集落 江袋集落 自治会
H 集落 大瀬良集落 自治会
I 集落 小瀬良集落 自治会
J 集落 上小瀬良集落 自治会
K 集落 大水集落 自治会
L 集落 立串集落 自治会

Ⅱ．居住地を構成する要素

1 寺社、教会堂 津和崎御座 自治会 津和崎集落
（集落の社会的背景を表わすもの）

2 寺社、教会堂 本山神社 団体、自治会 津和崎集落
（集落の社会的背景を表わすもの）

3 寺社、教会堂 金比羅神社 団体、自治会 津和崎集落
（集落の社会的背景を表わすもの）

4 寺社、教会堂 米山教会 団体 米山集落
（集落の社会的背景を表わすもの）

5 寺社、教会堂 赤波江教会 団体 赤波江集落
（集落の社会的背景を表わすもの）

6 寺社、教会堂 仲知教会 団体 仲知集落
（集落の社会的背景を表わすもの）

7 寺社、教会堂 江袋教会 団体 江袋集落
（集落の社会的背景を表わすもの）

8 寺社、教会堂 山神社 団体、自治会 大瀬良集落
（集落の社会的背景を表わすもの）

9 寺社、教会堂 塩竃神社 団体、自治会 小瀬良集落
（集落の社会的背景を表わすもの）

10 寺社、教会堂 小瀬良教会 団体 小瀬良集落
（集落の社会的背景を表わすもの）

11 寺社、教会堂 大水教会 団体 大水集落
（集落の社会的背景を表わすもの）

12 寺社、教会堂 乙宮神社 団体、自治会 立串集落
（集落の社会的背景を表わすもの）

13 寺社、教会堂 琴平神社 団体、自治会 立串集落
（集落の社会的背景を表わすもの）

14 住居 Ｋ氏邸 個人 江袋集落（明治期の古民家）

15 住居 Ｓ氏邸 個人
立串集落 敷地・母屋・境内社・
ソテツ・石塀 
（立串発展のもととなった網元）

16 石造物 Ｔ氏宅の石垣構え 個人 江袋集落 屋敷構え石垣・石垣塀 
（自然条件を屈服するための設備）

Ⅲ．居住地を構成する要素（公共施設）

17 公共施設（道路） 主要地方道 有川新魚目
線 長崎県

18 公共施設（道路） 県道 津和崎立串線 長崎県
19 公共施設（道路） 町道 津和崎池尾線 新上五島町
20 公共施設（道路） 町道 一本松線 新上五島町
21 公共施設（道路） 町道 仲知真浦線 新上五島町
22 公共施設（道路） 町道 仲知赤波江線 新上五島町
23 公共施設（道路） 町道 大瀬良線 新上五島町
24 公共施設（道路） 町道 小瀬良線 新上五島町
25 公共施設（道路） 町道 上小串線 新上五島町
26 公共施設（農道） 農道 竹谷線 新上五島町
27 公共施設（農道） 農道 江袋線 新上五島町
28 公共施設（林道） 林道 津和崎線 新上五島町
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29 公共施設（林道） 林道 小瀬良線 新上五島町
30 公共施設（林道） 林道 番嶽線 新上五島町
31 公共施設（港湾） 地方港湾 小瀬良港 長崎県
32 公共施設（漁港） 津和崎漁港 新上五島町津和崎集落

33 公共施設（漁港） 一本松漁港
（一本松地区） 新上五島町津和崎集落 一本松集落

34 公共施設（漁港） 一本松漁港
（赤波江地区） 新上五島町津和崎集落 赤波江集落

35 公共施設（漁港） 仲知漁港（仲知地区） 新上五島町津和崎集落 仲知集落
36 公共施設（漁港） 仲知漁港（江袋地区） 新上五島町津和崎集落 江袋集落
37 公共施設（漁港） 立串漁港（大瀬良地区） 新上五島町津和崎集落 大瀬良集落
38 公共施設（漁港） 立串漁港（立串地区） 新上五島町津和崎集落 立串集落

Ⅳ．生業を構成する要素

39 かんころ関連施設 YT氏宅の
かんころ関連施設 個人

江袋集落 母屋・やぐら・じろ・
敷地全体（かんころ生産を象徴す
る設備一式）

40 かんころ関連施設 OR氏宅の
かんころ関連施設 個人 大水集落 母屋・段畑・やぐら（か

んころ生産を象徴する設備一式）
Ⅴ．自然的空間を構成する要素

41 公共施設（公園） 津和崎つばき園 新上五島町津和崎集落
42 公共施設（公園） 番嶽園地 新上五島町津和崎集落 立串集落

図 12-8　重要な構成要素の個別記載（「YT氏宅のかんころ関連施設」の例）
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新上五島町崎浦は、五島列島を構成する五つの主要な島
とうしょ

嶼（福
ふくえじま

江島、久
ひさかじま

賀島、奈
な る し ま

留島、若
わかまつじま

松島、中
なかどおりじま

通島）のうち、
中通島の北東部に当たる半島およびその対岸に近接して浮かぶ頭

かしらがしま

ケ島からなる。半島部では、標高約 250 ～
350 ｍの山々から五島灘へと注ぐ小河川沿いの狭隘な平地に赤

あかお

尾・江
え の は ま

ノ浜集落が展開し、浸食による緩傾斜面
上に友

ともすみ

住集落が展開する。また、頭ケ島内では、海浜部および丘陵部の緩傾斜面上に、白浜集落などの小規
模な集落が点在する。急峻な地形が発達するこの地域では、一部にスギ・ヒノキの人工林が分布するものの、
大部分はシイ・マテバシイの萌芽林が優占する照葉樹林帯となっており、キュウシュウシカ等のほ乳類、カ
ラスバト・オジロワシ等の鳥類のほか、は虫類・昆虫類など豊かな生物相がみられる。また、新生代新第三
紀中新世の中期に形成された砂岩を主とする五島層群が随所に露頭しており、崎浦は建築用材・石材加工品
等の原料である「五島石」の産地として知られてきた。
中世のこの地方における在地領主であった青方民の『青方文

もんじょ

書』によると、崎浦は有
ありかわななうら

川七浦の一部であり、
マグロ・ブリ・イルカ等の漁業が盛んであったことが知られる。近世になると、有川湾では捕鯨が行われる
ようになり、豊かな漁場を背景に紀州・長崎などからの移住者を集めた。幕末になると、沿岸捕鯨が徐々に
衰退する一方で、平戸・長崎などにおける舗装用・建築用の石材需要が高まり、崎浦の砂岩がにわかに注目
されるようになった。五島石が豊富に露頭するこの地域では、19 世紀半ばに江ノ浜集落の住民が平戸で採石・
石材加工技術を学んだことから、石材業が始まったと伝えられる。採石は運搬が容易な海岸部を中心に行われ、
加工には水を多用するため、加工場も港近くの集水地に立地した。生産・加工・流通が集落ごとに分業され
ていることも特徴であり、赤尾・頭ケ島では採石、江ノ浜では加工・彫刻、友住では石材流通にかかる問屋
業がおもに行われていた。採石は、鉄棒で採取すべき範囲の四隅に穴をあけ、鉄製の「割り矢」を用いて垂
直方向に切れ込みを入れ、さらに堆積層の層理に従って水平方向に割り矢を打ち込み、適度な厚さに剥がし
取る方法で行われた。昭和初期には良質な原石の採石量が減少し、昭和 40 年代には都市部への集団就職によ
り後継者が減少したため石材業は衰微したが、現在も島外から仕入れた鷹

たかしまいし

島石（長崎県松浦産）または御
みか げ

影
石（国内産・国外産）を中心に、墓碑・石碑彫刻を行う石材加工業が継続している。他方で、採石業は現在
休止しているが、ウゴラ・ロクロ・ホトケザキなどの地名が付けられた採石場跡では、鉄棒および割り失を
打ち込んだ痕跡を今なお確認できる。

佐世保

長崎

新上五島町崎浦の
五島石集落景観

13  新上五島町崎浦の五島石集落景観
長崎県南松浦郡新上五島町

図 13-1 「新上五島町崎浦の五島石集落景観」の位置 図 13-2　海岸部に立地する五島石の採石場跡（赤尾・
子施様下）

重要文化的景観の概要
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集落内では、屋敷地の門柱、神社の鳥居、石碑・墓碑、石臼・竃
かまど

・流し・砥石等の生活用品など、五島石を使っ
てさまざまに加工された夥しい数の石材製品がみられる。また、舗装材として集落内の道路および屋敷内の
庭一面に板石が敷き詰められているほか、家屋の地覆石、石段などの建築用材にも五島石が多用されている。
家屋の外壁腰部を中心として、壁板材の腐食防止および床下の甘藷貯蔵庫への直接的な風雨流入防止等のた
めに五島石の板石が張りめぐらされ、その中には幅約 2尺（60cm）、高さ約 6尺（180cm）に及ぶ大型のもの
もみられる。五島石を用いた最も顕著な建築が大正 8年（1919）に建造された頭ケ島天主堂で、幕末期に潜
伏キリシタンが移住したことに始まる頭ケ島のカトリック信仰において、今日なお中心的・象徴的な役割を
果たしている。
このように、崎浦では、中通島北東部に産出する砂岩質の五島石を用いた採石業および石材加工業に基づ

く文化的景観が形成されている。生活用品・建築用材等に五島石が多用されており、運搬に便利な海岸部に
展開した採石場跡を含め、独特の土地利用の在り方を示す数多の痕跡が残されている。幕末から近代にかけて、
五島地方のみならず長崎・平戸など西北九州一帯に流通した五島石およびその石材製品の生産地として、特
有の土地利用形態を示す文化的景観であることから、重要文化的景観に選定し、その保存・活用を図るもの
である。／出典 :『月刊文化財』第 588 号、一部修正

図 13-3　五島石を用いた頭ヶ島天主堂 図 13-4　地下の甘藷貯蔵庫への風雨流入防止等のため
に大型の五島石をめぐらした建物
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新上五島町崎浦の五島石集落景観保存計画

序　文化的景観の位置及び範囲
1．計画の目的
　（前略）
「新上五島町崎浦の五島石集落景観」を文化資源と
して捉え、新上五島町の地域再生・活性化に資する
ため、文化的景観保存調査で明らかになった新上五
島町の崎浦地域における文化的景観の価値付けを行
い、文化的景観保存計画を策定し、保存・継承を図っ
ていこうとするものである。
2．検討体制
　（略）
3．計画策定に至る経緯
　（略）
4．位置及び範囲
　（前略）
石切場に隣接する集落には石工が居住しており、生
活空間における五島石の多様な活用のあり方は石切
業の繁栄を現在に伝えるとともに、崎浦地域に独特
の景観をつくり出している。これらの石文化におけ
る景観が「新上五島町崎浦の五島石集落景観」の特
徴であり、これらの範囲を文化的景観の保存調査対
象地域とした。
　今回の申出の範囲については、友住、頭ヶ島集落
の全域と、赤尾、江ノ浜集落の一部とした。この範
囲については、今後の調査により拡大されることも
考えられる。
5．文化的景観の申出について
（1）段階的な申出
　「新上五島町崎浦の五島石集落景観」は、新上五
島町の崎浦地域の4集落（赤尾、江ノ浜、友住、頭ヶ
島）で構成されており、申出面積は976.9ha である。
　なお、新上五島町全域が景観計画区域であるが、
今回の申出範囲である崎浦地域は重要景観計画区域
に設定している。
　平成 24年 1月に、新上五島町崎浦地域を申出す
ることとし、その後、地域住民の景観保全に対す
る意識醸成、地域内で行われる公共事業の調整、そ
の他文化的景観としての価値を高める補足調査や地
域内での景観協定の締結等を行うように計画してい
る。
　（図 13－ 5参照、付表略）

（2）集落の概要
　（略）

第Ⅱ部　文化的景観保存計画
第1章　文化的景観の保存に関する基本方針
1．文化的景観の概要と価値、課題
（1）文化的景観の概要と価値
　（略）
（2）課題
　（前略）
　過疎化や、人口流出による集落の変化や耕作放棄
による農地の荒廃は集落そのものの荒廃を進めつつ
あるのが現状である。また同時に、耕作放棄地と空
家の増加により里山の荒廃が進み、その結果イノシ
シなど害獣が繁殖し、害獣が人間の生活圏に近づく
ことで耕作地を荒らすなど農作物に深刻な被害を及
ぼすことになった。さらに急速に進行する過疎化に
より、居住人口の減少が進むことで、将来の集落の
存続自体が危ぶまれる状況にもなりえない。
　新上五島町崎浦の五島石集落景観である石材の課
題として次のようなことが考えられる。
1．人口流出や人口減による空家の増加にともなう
板石を張った家屋の荒廃

2．石材業従事者の高齢化と後継者の不足
3．石材供給の安定化、石切場の保護（砂岩の枯渇
はない、容易に採れる場所が減った）

4．石畳の劣化、石畳のすべりやすさの問題
5．石垣の荒廃、補修に必要な入手の問題など
　崎浦地域は離島という本来から不利な環境に加
え、以上のような容易に解決しがたい課題が山積し
ており、個々の要素をどのように守り伝えていくか
という課題解決の施策より、むしろ上五島全体の地
域活性化をどのように講じていくかが重要な課題で
ある。
2．保存管理に関する基本方針
　（前略）
　崎浦地域の集落景観の最大の特徴は、身近に産出
される砂岩をふんだんに利用した景観であると言え
る。板状の石を使った石畳や腰板石、厚く採れた石
では、建物基礎の地覆石や切石塀に利用するなど特
徴的な景観を形成している。しかしながら、石材業
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図 13-5　重要文化的景観選定範囲図・重要な構成要素位置図（重要な構成要素番号は表 13-5 参照）
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従事者の高齢化や後継者不足などからこの特徴的な
景観を維持していくことが厳しい現状である。その
ため、新上五島町においては保存管理に関する基本
方針を、保存調査により明らかになった崎浦の本質
的価値に基づき、「自然的観点」、「集落及び生活・
生業的観点」の2つの観点から示す。
　以下の方針を定めるにあたり、各要素を保存して
いくためには地域に住む人たちの景観保全に対する
理解と自助的な取り組み、そして行政の役割を明確
にしておくことが必要であり、それを実行できる体
制づくりが何よりも必要であることを先に記してお
く。文化的景観保存計画や景観計画は、規制のため
の仕組みだと考えられがちだが、良好な景観の創造
に繋がるという視点も忘れてはならない。
（1）自然的観点
　（前略）
現状の維持に努めるものの、凍結的な保存ではなく
適切に手を加えながら保存を図る必要がある。
（2）集落および生活・生業的観点
　（前略）
集落を構成する諸要素の保存については、いくつか
の保存方法を組み合わせる必要がある。まず農地景
観の保存管理にあたっては、耕作地や周辺域の防風
林や防風石垣などの景観維持に努めるとともに、そ
の景観を造り、維持してきた技術の継承の支援作り、
石造景観の保存についても、石材業の後継者の育成
や技術の継承、保存会の立ち上げなどの検討、また、
伝統的な土地利用を継続しながら今後も耕作地など
の生業空間を維持していくために必要なシステムを
検討するなど関係法令を踏まえ有効な支援策を検討
していく必要がある。そして、集落の良好な景観を
構成している保存すべき要素として、集落内には歴
史的な石垣・防風石垣、および街路の石畳や石樋に
よる排水路、建物の石壁などが残されており、これ
らを維持・保存することに努めることとする。また、
漁村集落における漁港施設の改修工事等によっても
たらされる景観の変化は、大きな影響を与えること
も考えられるため、良好な景観を維持・保存するこ
とに努めることとする。
　最後に農漁村集落の保全では、特に農地が継承さ
れることが前提であり、時に建築物の変容よりも、
こうした農耕地の変容の方が集落景観に及ぼす影響
が大きい場合もある。本地域の農漁村集落について
は、家屋等の建築物だけではなく、その集落の持つ
風情を保護すべきであろう。

3．整備活用に関する基本方針
（1）全体的な考え方
　「新上五島町崎浦の五島石集落景観」は、自然的空
間と集落及び生活・生業空間が一体となった景観地
であり、このような景観地は長年の営みによって生
み出されたものである。長期的な人々の生活・生業
によって生み出されたものである以上、人の手が加
えられ続けることで、景観の維持・保全が可能となっ
てくる。しかし過剰な手入れは逆に景観を損ねてし
まう恐れがあるため、一定の整備方針を定める必要
がある。また、共同水路や祭礼・年中行事など伝統
的コミュニティ活動を重視することも重要である。
　公共事業においても、これまで道路は道路、農地
は農地、森林は森林といった縦割りだった土地利用
計画を総合的に見直し整理することが肝要である。
このような観点から地域の景観マスタープランを法
的に位置づけることができるのが景観計画であり、
計画の見直しを行いながらまちづくりを進めること
とする。
　活用策に視点を移すと、崎浦を訪れる観光客の多
くは国指定重要文化財である頭ヶ島天主堂や豊かな
自然景観を体感することが目的であり、日帰り観光
客が多いことが特徴である。文化的景観を生かした
地域振興が最終的な目的であるため、広域的な観光
ルートの設定や案内板等の設置だけではなく、地域
自体の魅力を高め、そこへ行きたいと思わせる付加
価値を付ける取り組みを行う必要がある。
　平成 19年 1月、「長崎の教会群とキリスト教関連
遺産」が世界遺産暫定リストに記載され、頭ヶ島天
主堂を含む本地域も構成資産のひとつとして検討さ
れている。活用という面で考えるならば、潜在的な
価値を持っている場所であり、登録推進活動に併せ、
文化的景観を核としたネットワークを形成していく
必要がある。観光ツアーのほか都市部住民の観光客
等をターゲットにした農漁家民泊等を視野に入れ、
地域内にまちづくりグループなどを組織しそれらを
主体とした施策を実施する必要がある。
　ただし、このような観光施策を行う場合、過剰な
観光客の増加等によって崎浦の景観が損なわれるこ
とがないよう配慮しなくてはならない。観光客と島
民とのトラブルなども心配されるため、島民と行政
との緊密な連携も必要である。
（2）自然的空間
　（前略）
自然公園法によって保護される状態ではない自然林
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などを含む範囲については、同法に準じて現状維持
若しくは植生回復を行っていくことが必要である。
（3）集落及び生活・生業空間
　本地域の集落に多く見られるのは、木造 2階建ま
たは平屋建の住宅であり、腰板石を利用した住宅も
多く見られ、現在も良好な景観を維持している。特
に建築物や工作物の高さや色には十分注意すべきで
ある。景観計画でそれらの行為誘導を行っているが、
今後は景観協定の締結も視野に入れ、より自発的な
景観創造への取り組みへと繋げていくこととする。
　本地域の景観を構成するものに地形を利用し「防
風林」や「防風石垣」などに守られた「耕作地」が
ある。また、本地域で産出される砂岩を利用し石畳
の街路や石樋による排水路、切石張の建物の壁をは
じめ、石造流しなど町並みから日用品にいたるもの
が砂岩で作り出され景観を特徴づける要素となって
おり、それらを作り出した採石場も特徴的な要素の
ひとつである。全国的に棚田の景観は観光資源、と
しても認知され始めており、それと同様に石造物で
固まれた町並み景観を観光資源として生かし交流入
口の拡大を図るなど地域の特性に合わせたものにす
べきである。なお、これらの整備を行う際は、土地
利用を尊重することが必要である。
　さらに、生業空間としての景観構成には、これら
「防風林」や「耕作地」、「採石場」に溶け込むよう
に形成された集落構造がある。これらは個別単体で
考えられるものではなく、一体的に捉えることで一
つの景観が形成されていることにも配慮が必要であ
る。
　また、本地域には 4箇所の漁港施設があり、それ
らの改修工事等によってもたらされる景観の変化
は、大きな影響を与えることも考えられる。良好な
最観を維持するための配慮が必要である。
4．管理運営に関する基本方針
　（前略）
　農漁村集落の過疎化等により、現在の景観を保つ
ことは非常に難しい問題である。特に地元の砂岩を
加工して造られた石畳の街路や石樋による排水路、
切石張の建物など特徴的な景観を有しているが、将
来的にこの景観を継続するためには、石材業の後継
者の育成または技術の伝承を行うため保存会の立ち
上げなどを検討する必要がある。また、耕作放棄地
と空家の増加により里山の荒廃が進み、その結果イ
ノシシなど害獣が繁殖し、害獣が人間の生活圏に近
づくことで耕作地を荒らすなど農作物に深刻な被害

を及ぼしている。この良好な景観を継続させるため
に、「誰が（主体・担い手）」、「何の目的で（生業の
ため・景観の保全のため）」景観管理を行うのかと
いう目的を明確にし、農漁村集落の景観が維持され
るシステムを早期に確立させなければならない。
　重要なのは、その地で生活し生業を営む地域の
人々の存在であり、例えば農業を継続できない理由
は何なのかを把握し、現在の景観を維持し発展させ
るため、農業を継続できた理由などの要素を取り除
く仕組み作りを検討する。後継者不足であるのなら、
農地所有者のみではなく、文化的景観地区に住む
人々、周辺都市部に住む人々が積極的に景観保全に
係わることができる仕組みが必要であろう。
　本地域は自治会組織が比較的確立された地域であ
るため、これら既存の組織を活用した住民主体のま
ちづくりと景観保全、文化・伝統の継承を図るべき
であろう。
　一方、行政の体制も整理、強化される必要がある。
文化的景観の継承・活用においては、教育委員会の
ほか、都市計画、建設、農林、観光部局等の多くの
協力連携が必要となる。県関係部局との連絡調整も
含めて、関係機関が緊密に協力できる体制を整備し
たい。その上で、地域活動を積極的にサポートして
いくこととする。
　（付図略）
第2章　文化的景観の保存に配慮した土地利用に関

する事項
1．保存管理に関する考え方
　（前略）
（1）自然的観点
　現状の植生区分に従った管理を行うとともに、伐
採跡地の回復、育成を行うことで森林保全に努める。
本地域において、優れた自然景観の一部は自然公園
法や保安林として保護されているが、それらに隣接
し、景観として連続したものについても、同様に保
全されるよう努める。
　（表13－ 1参照）
（2）集落及び生活・生業的観点
　文化的景観を構成する主要な要素と位置づけ、良
好に維持される生業空間に隣接する生活の場とし
て、景観計画と連携した景観形成を図る区域とし、
景観保全を図るとともに、生業の支障となる案件に
ついては、改善策を検討しながら生業景観の継承に
努める。
　（表13－ 2参照）
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表 13-1　土地利用等についての考え方－自然的観点
景観を構成
する要素 土地利用等についての考え方

自然林

・森林法に基づいた保全に努める。
・ただし、自然林が残る森林は、今後
も現状維持を行うこととする。また、
地域を表徴する植物の大木・巨木等
も保護・保全に努める。

二次林

・森林法に基づいた保全に努める。
・家庭で薪を使用していた際は、定期
的に伐採・更新されてきた場所であ
りシイ林が多い。森林の適切な維持
管理を行うとともに、現状の植生区
分に従った植生の回復も検討する。

人工造林
・森林法に基づいた保全に努める。
・道筋や集落内に防風林として植生さ
れた人工造林は、景観構成要素であ
り、保存に努める。

道路

・生業や森林の適切な維持管理のため
に必要とされる場合は、景観への配
慮を検討した整備を行う。
・過去に整備した部分についても必要
に応じて順次修景を行う。

海岸・河川

・自然海岸、自然石積護岸、自然河床
の保全に努める。
・多様な生態系の維持に努める。
・港湾整備などの公共工事において
は、必要な整備に限り、周囲の景観
と調和するよう整備を行うこととす
る。
・過去に整備した部分についても必要
に応じて順次修景を行う。

その他

・文化的景観区域内に大規模な鉄塔類
を設けないことを原則とする。防災
等の観点からやむを得ない場合は、
周囲の景観に十分配慮を行う。（山
稜線を分断しない、主要な眺望ポイ
ントと同一視野に入らない等）
・風力発電施設については、文化的景
観区域には原則として設置しない。
自然公園（西海国立公園）内につい
ては、環境省自然環境局が定めた
「国立・国定公園内における風力発
電施設設置のあり方に関する基本的
考え方」（H16.1.19）があり、長崎県
立自然公園においても長崎県自然環
境課が定めた「長崎県自然公園内に
おける風力発電施設（風車）の取扱
い基準について」（H14.11.11）があ
る。それらの区域に隣接し、周囲の
景観と一体となった文化的景観区域
でも、同様に考えることとする。（第
7章参考資料 風力発電施設について
の考え方）
・過去に整備した部分についても必要
に応じて順次修景を行う。

表 13-2　土地利用等についての考え方－集落及び生
活・生業的観点

景観を構成
する要素 土地利用等についての考え方

住居

・高さ、色彩、屋根の構造等について、
周囲の景観との調和に努める。現在、
多くの家屋が木造であり、周囲の景
観と一体となった良好な景観を維持
しているため、これまで同様に木造
家屋が望ましい。
・伝統的家屋については、文化財とし
ての価値を高めつつ、重要な構成要
素としての特定を検討していく。
・防風石垣や防風林の保全に努める。

調査報告書において、地域における
多様な石積技法が認められており、
これらについては、従前の技法で積
み直すことが望ましい。
・良好な景観を有する「集落」として
の景観保全に努める。

事業所
・高さ、規模、色彩等の誘導を行い、
周囲の景観との調和に努める。
・敷地の緑化や、木壁等により、景観
阻害要因の遮蔽に努める。

寺院・教会

・構造、材料、色彩等の保存に努める。
・高さ、色彩、屋根の構造等について、
従前と同様の伝統的な建築様式にな
るよう努める。
・これら信仰に関する施設は、設置場
所に意味がある場合が多く、文化的
景観の核となる施設である可能性も
あるため、原則として移設は行わな
い。

公共施設

・高さ、規模、色彩等の誘導を行い、
周囲の景観との調和を図る。また、
改修に合わせ、積極的な修景努める。
・敷地の緑化や、木壁等により、景観
阻害要因の遮蔽に努める。

道路

・新設、改良工事については、景観へ
の影響が考えられるため、事業主体
は、新上五島町景観計画を尊重する
とともに、文化的景観の価値が特に
高いと認められる地区については、
景観への配慮を最大限行うこととす
る。

墓地

・墓地様式及び時代性に価値のあるも
のについては、保存を検討する。
・古い墓地は山野に埋もれている箇所
もある。それらは文化的景観を構成
する無形の要素と関係が深い可能性
があるため、住民の協力を得ながら
保存・顕彰に努める。

集落の石垣風景 ・集落内に多数分布する石垣の景観は
特徴的であり、保全に努める。

広場

・資材等の投棄場所にならないよう、
景観の維持に努める。
・集落と一体となって良好な景観を形
成するよう活用方法や整備方針を検
討する。

石造物

・場所に意味がある場合が多く、原則
として移設を行わない。やむを得な
い場合は、近接した場所へ設置する
こととする。
・古い時代の石造物も多く、地域の文
化を実証する数少ない物証であるた
め、原則として石材の更新は行わな
い。

防風林

・住居や農地の周囲に自生し、それを
活用して防風林となっているシイ林
やツバキ林等の樹木は、集落・生業
景観の特徴でもあるため保全に努め
る。

集落の緑地
及び景観木

・地域景観のシンボル的な景観木の
保全に努めるとともに、自然景観を
損なわないような緑地の保全に努め
る。

信仰に関する
空間

・寺社仏閣・教会堂や、信仰復活の地
等の建物・空間は、周囲の景観も含
め保存することとし、場所性を損な
わないようにする。

耕作地 ・耕作放棄地になっている場所が多い
が、可能な限り再生を図る。

工作物

・景観の連続性を阻害しているものに
ついては、修景に努める。
・電柱類その他工作物を設置する場合
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2．既存法令等による土地利用規制の整理
　（略）
3．景観法に基づく景観計画による行為誘導
（1）景観計画のエリア区分と方針
　（前略）
新上五島町北魚目の重要文化的景観選定範囲及び新
上五島町崎浦の重要文化的景観選定申出範囲を重要
景観計画区域に設定している。
　（付表略）
（2）良好な景観形成のための届出制度と景観形成基準
　（略）
（3）景観計画におけるその他の事項
　（略）
4．現状変更の取扱い
（1）文化財保護法の届出対象行為
　（略）
（2）文化財保護法の届出を要しない行為
　以下に定める行為については、影響の軽微である
ものとし、本計画において届出を要しない行為とし
て定めている。
①地盤面下又は水面下における行為
②仮設の建築物、工作物の建設等
③通常の管理行為、軽微な行為
ア　建築物の新築、増築等、外観を変更することと

なる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更行為
で、次のいずれかに該当するもの

・建築面積が10m2 以下の建築物
・色彩の変更行為を行う部分が10m2 以下のもの
・擁壁等（塀、柵含む）の構造物その他これに類す
るもので、面積が10m2 以下のもの

・電柱、照明灯、携帯電話用アンテナ、その他これ
に類するもので高さ3m以下のもの

・生業を営むために行う、高さが1.5m以下の貯水槽、
飼料貯蔵タンクその他これらに類する工作物の設
置等

・生業を営むために行う、幅員が 2m以下の用排水

路又は幅員が 2m以下の農道若しくは林道の設置
イ　土地の形質の変更行為で、面積が 100m2 以下の

もの（ただし、これにより建築物・工作物等が
生じ、アの基準を超える場合は届出を要する。）

ウ　木竹の伐採で、次のいずれかに該当するもの
・森林の保育、施設管理のために通常行われる木竹
の伐採

・枯損した木竹文は危険な木竹の伐採
　教育委員会は、重要文化的景観の形状又は管理若
しくは復旧の状況を把握し、文化財保護法第 8章（第
140 条）により報告を求められた場合は、文化的景
観の現況について報告するものとする。
　また、文化的景観区域内で新上五島町景観計画に
よる届出等があったものについては、景観計画担当
部署及び教育委員会で協議を行うこととし、現状変
更の内容によっては、所有者等と協議を行うことと
する。（域内で行われる公共工事を含む。）
　重要文化的景観の滅失又はき損が省令第 4条に定
める行為についても、教育委員会と事前に協議を行
うことを原則とする。
　（付図略）
第3章　文化的景観の整備活用に関する事項
　整備活用については、自然的空間と集落及び生活・
生業的空間を体感し、地域の文化を知ることができ
るようにすることを基本とする。調査研究による価
値づけを継続することはもちろんのこと、修景事業
の計画・実施、景観保全を担う人材育成等、検討事
項は多岐に渡る。
　新上五島町崎浦の五島石集落景観の整備は、自然
的景観と集落及び生活・生業的景観を保全するよう
努める。文化的景観の保全については、関係部署と
調整し、価値のき損や滅失がないように努めること
が原則である。
　公共事業については、これまで管理者が異なると
いう理由から、隣接する場所で、あっても、工法や
材料の違いがあり、環境保全の整合性が取りにくい
ことが課題であった。公共工事は景観への影響が大
きいため、環境保全に対する認識を統一する必要が
ある。また、集落景観には、学校、橋梁、道路、港等、
景観に大きな影響を及ぼす公共施設が含まれている
ことが多い。これらについては、景観計画の中で景
観重要公共施設として位置づけ、整備に関する事項
を定めることも想定される。（中略）
　文化的景観を確実に継承していくため、地域住民
の必要に応じて景観計画の見直し等も検討していく。

は、設置場所や高さ、色について配
慮し、周囲の景観との調和に努める。

屋外広告物

・設置は行わないことが望ましい。や
むを得ない場合は、高さと色につい
て配慮し、周囲の景観との調和に努
める。
・交通誘導板、観光案内板等は、必要
最小限に留めることとし、案内板が
乱立している場所では、撤去を検討
する。

その他 ・景観協定を締結する等、集落内での
より細やかなルール作りを目指す。
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文化的景観の活用のため、上述した景観保全の取り
組みと同時に、県内に分布する同様の価値を持つ文
化的景観地域との連携を図り、「長崎の教会群とキ
リスト教関連遺産」の世界遺産登録の取り組みに併
せ、広域な周知啓発ルート等の開発に取り組むこと
とする。
　保存調査で抽出された景観阻害要因については、
文化庁事業等を活用して、修景や除去に努める。こ
れらの修理修景を実施しながら、地域内の拠点施設
の整備や、サイン計画等を併せて検討する。
　また、文化的景観を長期的に保全し継続していく
ために、地域産業の育成を図るものとする。
　（付図略）
2．整備活用の方針
（1）自然的観点
　（表 13－ 3参照）
（2）集落及び生活・生業的観点
　（表 13－ 4参照）
3．整備活用計画
　本章第 1項及び第 2項で文化的景観の整備活用の
方針を示したが、詳細については、後に設置される
整備活用委員会で検討を行い策定される整備活用計
画に拠るものとする。この整備活用計画は、保存調
査で明らかとなった文化的景観の価値を保護し活用
するため、文化的景観地域内におけるより詳細な整
備活用の指針を定めるもので、今後は、同計画に基
づき整備を進め活用を図り地域振興に繋げることと
している。以下は、新上五島町内における既存の取
り組み等を踏まえた、整備活用計画の骨子である。

表 13-3　整備活用の方針－自然的観点
景観を構成
する要素 整備活用の方針

自然林

①整備の方針
・自然林としての保全に努める。
・水源涵養林として保全に努める。
②活用の方針
・全体眺望として、文化的景観の価
値と併せて周知できる方法を検討す
る。

二次林

①整備の方針
・里山としての保全を図りながら管理
する。
・用材として一定の規模以上を伐採し
た場合は、植林を行う等、植生の早
期回復に努める。
②活用の方針
・里山を活用した取り組みが望まれ
る。
・木炭など林産物の生産を図る。

人工造林

①整備の方針
・用材として一定規模以上を伐採した
場合は、植林を行うなど植生の早期
回復に努める。

②活用の方針
・用材などの林産物の生産を図る。

道路

①整備の方針
・地域内の価値は、散策することで理
解が深まるため、必要な散策道の設
定及び整備、自然散策路の整備を検
討する。
②活用の方針
・森林内を通る里道を散策路とするこ
とで、林空間の活用を検討する。

海岸・河川

①整備の方針
・自然海岸としての保全に努める。
・自然護岸や自然石積護岸を活かした
整備に努める。
②活用の方針
・自然海岸は景観を活かした散策場所
とする。
・磯場は魚介類や藻類の採集場として
保全する。

その他

①整備の方針
・修景に関しては、重要文化的景観保
護推進事業のほか様々な支援策を検
討する必要がある。
②活用の方針
・海岸など自然景観や天然記念物を
活かした散策ルートの設定を検討す
る。

表 13-4　整備活用の方針－集落及び生活・生業的観点
景観を構成
する要素 土地利用等についての考え方

住居

①整備の方針
・現在、集落には木造平屋建で勾配
のある屋根形状を有しているものが
多い。住居は木造が望ましく、高さ
については 2階建て以下を原則とす
る。
・砂岩を利用した腰壁石を使った特徴
的な住居が多数存在するため、その
保存整備を図る。
・空家は所有者の協力を得て散策を行
う際の休憩施設、物販所などとして
の整備が考えられる。
・地域内には廃屋が点在しており、こ
れらは景観上好ましいとはいえな
い。私有財産であり解体処分等の対
策には法的な壁もあるが、所有者と
の折衝や地域内での協議などによ
り、対策を講じる。
②活用の方針
・魅力ある集落景観を作ることで、交
流人口の増加を図る。
・農漁家民泊としての利用を検討し、
交流人口への受け入れ態勢の充実を
検討する。
・ただし、これまでの島の暮らしを保
全する観点からも、大規模な交流人
口増を目指すことは想定しない。

工場・事業所

①整備の方針
・地域イベント開催時の拠点施設とし
て、周辺部の整備も考えられる。
・現在、島内には地元産の土産品を流
通販売する組織・施設がないため、
これらソフト・ハードともに、その
必要性や対応策を島内組織で協議す
る。
②活用の方針
・他の地域では漁協や農協など地域の
組織で地場物産品の即売会を行って
いる事例も多数あり、他地区を参考
に活用策を検討する。
①整備の方針
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神社、寺、教会

・参道や庭園等、建築物と一体となっ
て良好な景観を形成しているものも
含めて保存整備を検討する。
・従来の構造、材料、色彩等の保存に
努めた整備を行うこととする。
②活用の方針
・観光利用が多い旧五輪教会堂は、地
域活動の拠点となることも想定され
る場所であり、整備活用計画との連
携を図る。
・地域内の寺社やそれらに付随する石
造物なども文化的景観の価値を付加
することによって、更なる活用方策
を検討することとする。
・ただし、これらは信仰の場であり、
島内住民の生活に直結しているとこ
ろであるので、十分に配慮が必要で
ある。

公共施設

①整備の方針
・学校や消防倉庫等を改修する場合は、
周囲の景観との調和に努める。
・漁港整備で、大きな構造物が設置さ
れる場合は、特に周囲の景観に調和
するよう配慮する。
②活用の方針
・既に設置されている公共施設（学校
や公園等の広場）については、地域
活動の場として積極的に利用ができ
るよう調整を行う。

道路・里道

①整備の方針
・地域内の価値は、散策することで理
解が深まるため、必要な散策道の設
定及び整備、自然散策路の整備を検
討する。現段階では島内の主要な幹
線道路及び里道がこれにあたること
を想定する。
・地域内道路の整備については、無用
な拡幅・拡張はせず、住民からの生
活改善要望として上がっている箇所
については、必要最小限の幅員を確
保するよう改修していく。
・道路線形は既存道路の線形や地形を
極力踏襲したものとし、新たに発生
する法面や切土面、護岸が最小限と
なるよう設計する。
・法面や切土面には緑化を施す。
・法面に吹きつけを施す場合には、彩
度・明度の低いグレー系の色とする。
・護岸は極力自然石護岸とするよう努
める。自然石護岸の積み方や素材に
ついては、周辺の既存の護岸と合っ
たものとする。
・ガードレールなどの構造物はコント
ラストの強い色調を避け、景観の保
全に努める。
②活用の方針
・荒廃している里道の復活など、既存
の歩道等を利用した遊歩道の整備が
考えられる。
・道路整備の際に生じる残地を活用
し、駐車場や展望施設としての活用
が考えられる。
・集落内の小道（歩道）については、
散策マップ等を作成することで、新
たな観光コースとしての活用も考え
られる。

墓地

①整備の方針
・集落ごとに形成された古墓は、現在
管理されていない箇所もあるので、
地元の協力を得て草刈等を行い、見
学できるようにする。
・ただし、故人を弔った生活直結の場
であるので、無用な整備は行わない。
②活用の方針

・古墓については現段階で積極的な活
用は想定しないが、歴史体験ツアー
など教育文化的な事業に際しては見
学できるようにしたい。

集落の石垣景観

①整備の方針
・宅地を取り囲む防風垣や建築物の壁
の一部となっている石塀は、崎浦地
域の景観の特徴となっており、保全
に努める。
・連続性を阻害しているものについて
は、修景若しくは除去を検討する。
②活用の方針
・地域内の小道を散策すると、数多く
の特徴的な石垣景観を見ることがで
きる。貴重な地域資源であり、散策
マップ等を作成することで、新たな
観光コースとしての活用も考えられ
る。

広場

①整備の方針
・公園整備等については、周囲の景観
と調和した施設整備に努めることと
する。広場を囲む金網のフェンスや
大規模なネット、舗装材、トイレの
デザイン等については、十分な配慮
が必要である。
・既存の公園については、改修の際に
修景を実施していくこととする。
②活用の方針
・イベント広場として、又は日常的に
利用可能な憩いの場としての活用を
図る。

石造物

①整備の方針
・地域に散在する石塔や石碑等の石造
物は、現状維持に努める。
・記念碑等は景観を阻害する要因とな
り得るため、原則として新たな設置
は行わないこととする。
②活用の方針
・石造物は地域史に深く関連するもの
である。その地を訪れた旅行者等が
その価値を理解できるようなマップ
等の作成が考えられる。

防風林

①整備の方針
・耕作地や集落を取り囲む防風林は、
地域独自の特徴的な景観であり、そ
の保存整備に努める。
・「新上五島町崎浦の五島石集落景観」
を形成する重要な要素であるため、
地域住民と連携してその保全に努め
る。
・また海からの強い季節風や夏の日差
しを防ぐためのものであり、実用面
を考慮しつつ、今後大幅な改変を加
えず現状維持に努める。
②活用の方針
・日常生活に溶け込む防風林としての
景観を眺望できるように配慮する。
・集落内の小道を散策すると、大規模
な防風林を見ることができる。貴重
な地域資源であり、散策マップ等を
作成することで、新たな観光コース
としての活用も考えられる。

集落の緑地
及び景観木

①整備の方針
・森林として現状維持に努める。
・地域景観の核となるような樹木の伐
採は行わないことを原則とする。
②活用の方針
・説明板の設置や散策マップへの掲載
など周知を図る。
①整備の方針
・現在の景観を継承することを基本と
し、原風景と極端に異なりコントラ
ストが強い構造物等がある部分につ
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信仰に関する空間

いては、修景を検討する。
・無形の文化について引き続き調査を
行い、それを継続させるための方策
を検討する。
②活用の方針
・無形の文化の保存に加え、公開の
場を持つことで、伝承されてきた貴
重な地域文化に触れる機会を提供す
る。

耕作地

①整備の方針
・耕作放棄地になっている場所が多い
ため、活用策を検討したうえで、農
地としての回復を検討する。また目
立つ場所については定期的な除草な
どを行う。
・農地災害復旧工事では、可能な限り
従前の石材を使用する等、景観の保
全に努める。
・地域内での石積み技術の継承に努め
る。
・耕作地の景観を形成する防風林の整
備及び管理技術について地域内での
継承に努める。
②活用の方針
・集落や耕作地の修景を行うことで、
交流人口増加のほか、畑地オーナー
制などの活用を検討する。
・学校教育の学習教材として、文化的
景観を知る、触れ合う機会を提供す
る。
・耕作物の地域ブランドとしての可能
性を調査研究し、特産品の開発を行
う。ただし、可能な限り従前からの
耕作物を用いることが望ましい。

広場・
耕作放棄地等

①整備の方針
・耕作放棄地については「耕作地」の
方針に準じる。
・駐車場整備は基本的に行わない。
②活用の方針
・耕作放棄地については「耕作地」に
準じる。

工作物

①整備の方針
・電線・電柱などの地中埋設化につい
ては、工事費の問題のほか、道路掘
削や付帯施設の設置等の景観上の問
題もあり、長期的な計画策定を要す
る。
・景観を阻害する要因については、修
景事業を実施していく。
②活用の方針
・不用となった工作物が、長期間放置
されることがないよう努める。

屋外広告物

①整備の方針
・必要最小限の場所に、適切な大きさ、
適切なデザインのものを配置する。
・貴重な文化財の脇に案内板を設置す
る場合は特に注意を要し、文化財自
体の価値を損なうことがないよう努
める。
②活用の方針
・本地区の文化的景観は、説明板を設
置しないとその価値が分からないも
のも多く、関係部署と調整を図りな
がら設置を行い、文化財としての活
用を図る。
①整備の方針
・文化的景観の価値を高めるため、地
域内の文化財の調査、修復、整備を
行う。
・地域で景観協定を締結し、より細や
かなルール作りを目指す。
・修景に関しては、文化的景観保護推
進事業で行う事業のほか、様々な支

その他

援策を用意していくことが考えられ
る。
②活用の方針
・文化的景観の価値については、その
区域内の住民への周知に加え、観光
客を含めた幅広い周知を行う。
・生涯学習の一環として、公民館講座
等を活用し、文化的景観の周知を図
る。
・地域の魅力をどのように伸ばし活用
するのか、目標を明確にする。
・学校教育の学習教材として、文化的
景観を知る、触れ合う機会を提供す
る。
・増加が見込まれる交流人口（観光客
等）の受け入れ態勢を確立させる。

［新上五島町崎浦の五島石集落景観整備活用計画骨子］
（1）基本構想
『崎浦地域に身近で豊富に産出される砂岩をその性
質を利用した板石を中心として高頻度に活用するこ
とで生まれた特徴的な集落景観』－文化的景観を生
かした「まちづくり」－
　（後略）
（2）基本計画
　重要な構成要素として「集落」を挙げているよう
に、本地域の文化的景観の価値は「集落の構造」に
ある。その構造を保全していくための整備計画と、
それらを生かした活用計画の検討を行う。
①地域文化の継承
　文化的伝統の保存・継承・活用、町民の文化活動
への支援、地域の文化に触れる機会の提供等が考え
られる。
②文化的景観地域の資源を生かした整備と交流人口
の拡大
　農漁村景観を生かした、体験型・滞在型観光の推
進について検討を行う。テーマにあったメニューを
充実させ、文化的景観を生かした周知啓発ルート（ま
ち歩き型観光の擁立）の設定等が考えられるが、併
せて、地域におけるもてなし体制も充実させる必要
がある。交流人口の対象は町外からの観光客のみで
はなく、文化的景観の趣旨を町民に理解してもらう
ためにも、周辺地域に住む町民も対象にすべきであ
り、町民参加型イベント等を開催しながら周知啓発
の取り組みを継続させる必要がある。
文化的景観地域の情報発信の強化、広域連携による
活用の方策、文化的景観に配慮した整備等、地域と
行政の連携も重要になってくる。
③地域産業の振興
　地域産業の振興は、地域社会の基盤を安定させる
ために重要なことであるため、関係機関と連携を図
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りながら取り組みを進める。
　新たな観光施設を作るのではなく、既にある地域
資源を磨き生かすことを考える。文化的景観地域内
での体験事業（農業体験、漁業体験、石材業体験、
ツバキ実採取体験）や地域における景観保全の取り
組み等を踏まえ、総合的な整備活用計画を策定しな
ければならない。
　（付図略）
（3）新上五島町における文化的景観地域の位置づけ
　様々な計画や各種事業間における文化的景観地域
の位置づけを明確にし、本地域の振興について、全
庁的な取り組みを行える体制を確立させる。
　また、施設整備にあたっては、現在の観光客の入
り込み状況を把握しながら、適切な場所に拠点施設
を設けることが肝要である。（中略）
　整備活用計画を策定するにあたっては、適切な
ゾーニングを行い、各地域が生かすべき魅力を把握
した上で、動線計画やそれに伴う整備計画を立て、
それを活用するための方策について検討を行う必要
がある。
第4章　文化的景観を保存するために必要な体制に

関する事項
1．管理運営に関する考え方
　（前略）
新上五島町崎浦は、自然への人為的な働きかけで景
観が形成されてきた場所であり、それら生業が営ま
れる中で形成されてきた景観を引き継ぐことが重要
である。そのためには、地域住民及び行政は文化的
景観の価値を正しく理解し、その継承のために必要
な体制づくりを進めなければならない。
　本計画は、あくまで文化的景観の保存継承の枠組
みを定めるものであり、この計画が効力を発揮し景
観保全への取り組みへと繋げていくためには、景観
行政団体である新上五島町や国・県等の施設管理者、
地域住民の協力関係の構築が求められる。
　（付図略）
2．地域住民の役割
　（前略）
文化的景観の継承は、行政の施策と共にそこに住む
地域住民の参画と自主性が重要となる。本地域は、
自治会組織が強く機能している地域であるため、こ
れらを活動の母体組織として位置づけ、自分たちが
できる事から始め、農地が荒れる原因として挙げら
れる、高齢化や後継者不足の問題を補うための担い
手育成への取り組み等を通じて、町全体で文化的景

観の継承に取り組むこととする。
3. 行政の役割
　新上五島町においては、地域の特性に応じて、景
観計画により段階的な規制を設定した。地域づくり
を行うにあたっては、規制のみの制度ではなく、規
制のレベルに応じた支援策を用意すべきであり、規
制と支援のバランスの取れた制度にしていくことが
肝要である（支援については、人的支援、経済的支援、
規制緩和等が考えられる）。
　文化的最観の管理と継承に関する効率的な行政運
営を行うため、関係する庁内担当課との連携を強化
し、横断的な連絡調整が可能な体制づくりを行うこ
ととする。
　また、今後策定される文化的景観整備活用計画に
ついては、新たな体制を整え検討することとする。
第5章　文化的景観における重要な構成要素
1．景観を構成する重要な構成要素の考え方
　新上五島町崎浦の五島石集落景観は、（中略）「砂
岩を利用した生業」が生まれ、「砂岩製品の流通や
石材加工技術の伝承」が行われながら、集落内にお
いては敷石や、石塀、腰板石などを中心にふんだん
に砂岩を活用し、石流しや石かまどなどにも砂岩を
利用するような「生業と密接に結びついた集落」が
生まれた景観であるといえる。（中略）
　すなわち、「崎浦地域に身近で豊富に産出される
砂岩をその性質を利用した板石を中心として高頻度
に活用することで、生まれた特徴的な集落景観」と
価値付けすることができる。（中略）
　このようにして生まれた価値を表わすもの、欠く
ことのできないもの、あるいは今後において集落を
維持していくために必要なものを重要構成要素と位
置づけ、保存、保護をはかるものとする。
2．重要な構成要素一覧
　（図13－ 5、6、表 13－ 5参照）
第6章　参考資料
1．公共事業におけるガイドライン等の尊重
　（略）
2．風力発電施設についての考え方
　（略）

／出典：『新上五島町崎浦の五島石集落景観保存計
画』（平成 24年 5月、新上五島町）、抜粋、一部修
正
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表 13-5　重要な構成要素一覧
番号 種類 名称 管理者等 備考
Ⅰ .集落
※集落の範囲には、居住地（石積み、集落が管理する宗教施設、墓地、家屋、腰板石張り家屋、石塀、石畳、石垣、井戸、道、
水路）、生業空間（採石場、耕作地、里山）、周囲の自然的空間（河川、滝、林、景観木）を含むものとし、これらの要素
を保全することを原則とする。
A 集落 赤尾集落 自治会
B 集落 友住集落 自治会
C 集落 江ノ浜集落 自治会
D 集落 頭ヶ島集落 自治会
Ⅱ .居住地を構成する要素

l 社寺、教会 孕神社 自治会 赤尾集落（集落の歴史的背景を表わすもの）
境内社山神社を含む

2 社寺、教会 金比羅神社 自治会 赤尾集落（集落の歴史的背景を表わすもの）
3 社寺、教会 大師堂 自治会 赤尾集落（集落の歴史的背景を表わすもの）
4 社寺、教会 尾上神社 自治会 赤尾集落（集落の歴史的背景を表わすもの）
5 社寺、教会 子施様 自治会 赤尾集落（集落の歴史的背景を表わすもの）
6 社寺、教会 八坂神社 自治会 友住集落字立木（集落の歴史的背景を表わすもの）
7 社寺、教会 八坂神社 自治会 友住集落字上村（集落の歴史的背景を表わすもの）
8 社寺、教会 金刀比羅神社 自治会 友住集落（集落の歴史的背景を表わすもの）
9 社寺、教会 恵比寿神社 自治会 友住集落（集落の歴史的背景を表わすもの）
10 社寺、教会 行者神社 自治会 友住集落（集落の歴史的背景を表わすもの）
11 社寺、教会 崎浦寺 個人 友住集落（集落の歴史的背景を表わすもの）
12 社寺、教会 江ノ浜神社 自治会 江ノ浜集落（集落の歴史的背景を表わすもの）
13 社寺、教会 井出屋敷神社 自治会 江ノ浜集落（集落の歴史的背景を表わすもの）
14 社寺、教会 八幡神社 自治会 江ノ浜集落（集落の歴史的背景を表わすもの）
15 社寺、教会 金刀比羅神社 自治会 江ノ浜集落（集落の歴史的背景を表わすもの）

16 社寺、教会 シイの神様 自治会 江ノ浜集落（集落の歴史的背景を表わすもの）　
山神社、水神様、シイの巨木を含む

17 社寺、教会 藤ヶ嶽神社 自治会 江ノ浜集落（集落の歴史的背景を表わすもの）
18 社寺、教会 江ノ浜薬師堂 自治会 江ノ浜集落（集落の歴史的背景を表わすもの）

19 社寺、教会 トーノシロ 自治会 江ノ浜集落（集落の歴史的背景を表わすもの）　
石港群、オガタマノキ、ホルトノキ、イスノキなどを含む

20 社寺、教会 頭ヶ島天主堂 団体 頭ヶ島集落（集落の歴史的、社会的背景を表わすもの）
敷地内石造構築物、司祭館を含む

21 腰板石のある家屋 M・I氏宅 個人 赤尾集落（生業と密接に係わる集落景観を表わすもの）
牛小屋、庭敷石、防潮石垣を含む

22 腰板石のある家屋 Y・H氏宅 個人 赤尾集落（生業と密接に係わる集落景観を表わすもの）
牛小屋を含む

23 腰板石のある家屋 K・G氏宅 個人 赤尾集落（生業と密接に係わる集落景観を表わすもの）
牛小屋を含む

24 腰板石のある家屋 H・K氏宅 個人 赤尾集落（生業と密接に係わる集落景観を表わすもの）
牛小屋、庭敷石を含む

25 腰板石のある家屋 S・Z氏宅 個人 赤尾集落（生業と密接に係わる集落景観を表わすもの）
牛小屋、庭敷石を含む

26 腰板石のある家屋 0・H氏宅 個人 赤尾集落（生業と密接に係わる集落景観を表わすもの）
牛小屋、庭敷石を含む

27 腰板石のある家屋 K・S氏宅 個人 赤尾集落（生業と密接に係わる集落景観を表わすもの）
牛小屋、庭敷石を含む

28 腰板石のある家屋 T・MI氏宅 個人 友住集落（生業と密接に係わる集落景観を表わすもの）
附属小屋、石塀を含む

29 腰板石のある家屋 T・E氏宅 個人 友住集落（生業と密接に係わる集落景観を表わすもの）
石塀を含む

30 腰板石のある家屋 Y・T氏宅 個人 友住集落（生業と密接に係わる集落景観を表わすもの）

31 腰板石のある家屋 I・J氏宅 個人 友住集落（生業と密接に係わる集落景観を表わすもの）
井戸、レンガ塀、門柱、石塀を含む

32 腰板石のある家屋 E・J氏宅 個人 江ノ浜集落（生業と密接に係わる集落景観を表わすもの）
附属小屋を含む

33 石屋壁のある納屋 T・H氏宅 個人 赤尾集落（生業と密接に係わる集落景観を表わすもの）
母屋、牛小屋

34 石屋壁のある納屋 M・T氏宅納屋 個人 頭ヶ島集落（生業と密接に係わる集落景観を表わすもの）
35 石柱のある建物 江ノ浜郷井戸 自治会 江ノ浜集落（生業と密接に係わる集落景観を表わすもの）
36 特殊な石塀 T・MA氏宅石塀 個人 友住集落（生業と密接に係わる集落景観を表わすもの）

37 特殊な石塀 T・E氏宅石塀 個人 友住集落（生業と密接に係わる集落景観を表わすもの）
庭敷石を含む
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図 13-6　重要な構成要素の個別記載（「T・M I 氏宅」の例）

38 移築家屋 頭ヶ島集落旧民家 新上五島町 頭ヶ島集落（集落の社会的背景を表わすもの）
Ⅲ .居住地を構成する要素（公共施設）

39 公共施設（道路） 主要地方道上五島空港
線 長崎県 友住郷

40 公共施設（空港） 上五島空港 長崎県 頭ヶ島集落
41 公共施設（道路） 1級町道友住江ノ浜線 新上五島町 友住郷、江ノ浜郷
42 公共施設（道路） 2級町道白浜線 新上五島町 頭ヶ島集落
43 公共施設（道路） 普通町道赤尾16号線 新上五島町 赤尾郷
44 公共施設（道路） 普通町道友住1号線 新上五島町 友住郷
45 公共施設（道路） 普通町道友住4-1号線 新上五島町 友住郷
46 公共施設（道路） 普通町道友住5号線 新上五島町 友住郷
47 公共施設（漁港） 崎浦漁港（赤尾） 新上五島町 赤尾集落
48 公共施設（漁港） 崎浦漁港（友住） 新上五島町 友住集落
49 公共施設（漁港） 崎浦漁港（頭ヶ島） 新上五島町 頭ヶ島集落
50 公共施設（漁港） 江ノ浜漁港 新上五島町 江ノ浜集落
Ⅳ .生業を構成する要素
51 採石場 マブシ採石場 新上五島町 赤尾郷
52 採石場 ロクロ採石場 新上五島町 赤尾郷
53 採石場 竹村　採石場 個人 江ノ浜郷
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天草下島の南西部、東シナ海に開口した溺れ谷形の羊
ようかく

角湾内に位置する﨑津は、標高 100 ｍ前後の後背山
に囲まれた狭

きょうあい

隘な入江に形成される漁村集落である。港内は比較的大型の船舶も入港できる水深をもつ一方、
港奥部の今

いまとみ

富川河口では干潟が発達しており、江戸時代から行われてきた干拓によって、農地が展開している。
﨑津集落は平地が少ないため家屋が密集して立地しており、後背山の斜面には共同墓地や畑地が形成されて
いる。山頂には海の祭神である金比羅宮が祭られるなど、海からの眺望を意識した信仰施設の配置が認めら
れる。
﨑津は天然の良港であるという地形的特性を活かし、古くから流通・往来の拠点として機能してきた。16

世紀後半の日本を記録したルイス・フロイスの『日本史』において、外国船が当地へ入港したことに言及さ
れているほか、唐船の漂着等に関する記録も残る。江戸時代になると、不審船や漂着船に対処するため、遠
見番などの長崎奉行所管轄の地役人も置かれた。また、特権的に漁業が認められた定

じょううら

浦の一つとして賑わう
とともに、近隣から集積する米やさまざまな物資を長崎に回送する貿易港として、重要な役割を果たした。
そのため、石積み護岸の構築など港湾整備も重点的に行われたとされる。近代になると、長崎航路の開設や
近隣における炭鉱の操業などにより人や物資の往来が増加し、木賃宿・料亭・映画館等が立地する、船客や
鉱夫等で賑わう港町としての地位を確立した。
﨑津で古くから盛んであった漁業は、漁法の近代化や漁船の大型化により昭和 40 年代に最盛期を迎える。

特に羊角湾内で盛んであったチリメン漁は人手を多く要するため、﨑津浦東側の向江区や北側の今富等から
多数の乗り子が網元へ集まり、共同して漁が行われた。平地が狭い﨑津において作業場を確保するため、海
に張り出して設けられる「カケ」も、このころに大型化したとされる。こうした漁業をはじめとする生活・
生業上の共同作業が、当該地域の紐帯として機能してきたと考えられ、隣接する家同士で軒を供出して形成
される、「トウヤ」と呼ばれる集落から海へ繋がる小路が現在も多数維持されていることにも、当該地域の共
同体が強固なものであることが確認される。
このように、「天草市﨑津の漁村景観」は、交易や石炭搬出など流通・往来の拠点として、また豊かな漁業

資源が集積する漁港としての機能を有する集落が、「カケ」や「トウヤ」といった独特の生活・生業上の施設
を伴いつつ成立することによって形成された、価値の高い文化的景観である。しかしながら、近年は少子高

熊本熊本

八代八代

天草市﨑津・今富の
文化的景観

14  天草市﨑津・今富の文化的景観
熊本県天草市

図 14-1　「天草市﨑津・今富の文化的景観」の位置 図 14-2　入江に形成された漁村集落（﨑津）

重要文化的景観の概要
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齢化や漁業不振による後継者不足等により徐々に地域共同体も変容しつつある。そのため、当該地域におけ
る生活・生業を維持し当該文化的景観を保存・活用するため、天草市は文化的景観保存調査を実施し文化的
景観保存計画を策定した。これらに基づき選定申出が行われた当該文化的景観について、重要文化的景観に
選定しその保存・活用を図るものである。／出典 :『月刊文化財』第 569 号、一部修正

（追加選定・名称変更）
天草下島の南西部、羊

ようかく

角湾の北岸に位置する﨑津は、交易および石炭搬出など流通・往来の拠点として発
展を遂げたのみならず、豊かな漁業資源が集積する漁村としても機能してきた集落である。特に、各家屋が
位置する岸壁から海面上に張り出した「カケ」と呼ばれる木造の作業場、家と家との間の軒下を通り海へと
通じる「トウヤ」と呼ばれる小路などが随所に見られ、漁村における水辺を利用した独特の文化的景観を形
成していることから、平成 23 年 2 月 7 日に「天草市﨑津の漁村景観」として重要文化的景観に選定された。
﨑津の入江の奥に位置する今富では、今富川の支流である大

おおかわちがわ

川内川が形成した東の大
おおやまさこ

山迫、および西
にしかわちがわ

河内川
が形成した西の西河内迫の 2つの谷地形を中心に農村が立地する。集落の周囲には農地・雑木林・ため池・
小河川等が展開し、シイ・カシ類を主とする照葉樹林のもと、変化に富む動・植物相がみられる。
この地にいつのころから人びとが居住し始めたかは定かでないが、少なくとも中世末期には、平地が極め

て少ない地形のもとに農業を営んでいたことが判明している。江戸時代初期の海岸線は 2つの迫が合流する
今富神社付近にまで及んでいたとされるが、江戸時代後期以降に進められた数次に及ぶ干拓により農地が拡
大された。水田では稲作、畑地では麦・甘藷の栽培が行われたが、1戸あたりの耕地面積は少なく、零細な
農業経営であった。今富周辺の山林から産出される薪・炭・木材などは﨑津へと供給されるほか、石炭採掘
坑道の建築用材が隣村の一

いっちょうだ

町田へと搬出された。製品の運搬および農耕には牛が用いられたため、個々の住
居では、母屋と牛小屋との組み合わせによる屋敷構えが成立した。今富から﨑津へは農産物・林産物のほか、
漁船の乗り子としての労働力も供給された。他方で、「メゴイナイ」と呼ばれる﨑津の漁家の婦人が水産品の
販売に近隣集落へ出かけており、今富でも野菜・米などと物々交換が行われていた。今日でも、信仰および
婚姻をも含め、生活・生業のあらゆる側面において、﨑津と今富との間には密接な関係が維持されている。

図 14-3　石積み護岸と海に張り出して設けられた作業
場（カケ）

図 14-4　微地形に発達した農村集落（今富）



192　　Ⅰ  文化的景観保存計画の概要

中世にキリスト教布教の中心地の一つであった今富では、慶長 18 年（1613）の徳川幕府による禁教後も、
﨑津と同様に潜伏キリシタンが存在したとされる。明治 6年（1873）、政府により禁教が解かれると、明治
14 年には近隣集落との陸上交通の結節点であった今富に教会が設置されたが、かくれキリシタンの結束が固
く、改宗は進まなかった。現在も、集落およびその周辺には、ポルトガル語で「神父」を意味する「パード
レ」が転訛したとされる「ウマンテラさま」という信仰の山、および潜伏かくれキリシタン組織の指導者であ
る「水

みずかた

方」が聖水を汲んだ場所など、かくれキリシタンの信仰にかかわる場所・伝承地が残されている。
このように、﨑津・今富では、歴史的に流通・往来の拠点であるとともに、カケ・トウヤなど独特の土地

利用の在り方を示す﨑津の漁村景観、および近世以降の干拓により農地を広げつつ山裾に集落を営んできた
今富の農村景観による一体の文化的景観が形成されている。その中でも今富は、狭隘な谷地形において干拓
により農地を拡大する一方、広大な山林において薪・木材の生産および炭焼きを行うなど、天草下島の随所
の谷地形に展開する土地利用の典型的な形態を示すことから、重要文化的景観に追加選定し、その保存・活
用を図るものである。／出典 :『月刊文化財』第 588 号、一部修正
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天草市﨑津の漁村景観保存計画

第1章　文化的景観保存計画大綱
1．﨑津地区の現状
　（前略）
近年の少子高齢化、漁業不振による漁業後継者の不
在、羊角湾埋め立てと漁業権放棄により、地域の生
業に暗い影を落としている。このことは集落にも影
響を与え、空家が増えるなどの問題が生じている。
2．天草市における文化的景観保護の意義
　（前略）
　市民、市、事業者は、「﨑津教会を抱く﨑津漁村
の集落景観」を文化的景観として認識すると共に、
三者の協働によって保護し、愛着と誇りをもって次
世代に継承していくことを景観づくりの理念に位置
付ける。この計画は、文化的景観の保存・活用に関
する基本方針を定め、もって国民の利用と文化振興
および地域振興に供するものである。
3．計画策定の経緯
　（略）
4．申出についての考え方
　「﨑津教会を抱く﨑津漁村の文化的景観」に係る
「重要文化的景観」の申出区域対象は、﨑津教会を
中心とした下町、中町、船津、向江の 4区の集落お
よび後背山、海域の﨑津村と、生業・流通・歴史・
社会で密接に関係する今富村を対象とする。ただし、
一度に全域を申出区域とするには、面積が広大であ
ること、景観構成要素の調査や土地所有者との協議
に十分な時間を設ける必要があることから、2次に
分けて申出することとする。平成 22年 7月に申出
を行う区域は、﨑津漁村の中心区域で、シンボルの
﨑津教会を中心とした町並みを形成し、後背山まで
の区域とする選定により、地域の活性化、豊かで潤
いのある生活空間の充実を目指すものである。
　（付図略）
第2章　文化的景観の特性と区域の設定
1．文化的景観の特性
　（略）
2．文化的景観を取りまく視点の整理
　（略）
3．本質的価値の捉え方
　（略）

4．文化的景観の区域の考え方
　「﨑津教会を抱く﨑津漁村集落」は、江戸時代の
﨑津村および今富村の区域が一帯となり、歴史・社
会・生業が連携することによって形成された文化的
景観である。このことを考慮し、富津（﨑津村・今
富村）全域がその対象となる。しかしながら、﨑津
漁民および集落との密接な関わりを歴史的背景に鑑
み、中心をなす﨑津集落と密接な補完関係にあった
今富地区（南側の山林を除く）を対象と考える。
　文化的景観を土地利用に応じて区域設定すること
が可能である。
　﨑津地区：﨑津港湾区域　　集落区域　　墓地　
　　　　　　田　　畑　　道　　後背山
　今富地区：今富川　　集落区域　　墓地　　田
　　　　　　畑　　道　　後背山
　（図14－ 5参照）
5．第 1次申出の範囲
　（前略）
・今回申出を予定している区域は、﨑津漁港を囲む
9つの小字の範囲と、﨑津漁港区域の海域。

・﨑津漁港を中心とした、漁村集落景観の全区域を
包括する。

・地域のシンボルである﨑津教会と、墓地、神社や
地域のほとんどの居住区域および公共施設を含む。
陸域　所在地： 熊本県天草市河浦町大字﨑津 499番

他　1,097 筆
　　　面　積： 71ha （714,315.60m2） 
海域　所在地： 﨑津漁港区域のうち、海域に係る部

分
　　　面　積：87.5ha
6．追加申出に係る地域の位置づけ
　1次申出の後、今富地区の保存調査に着手し、保
存計画を作成し2次申出を行う。
・追加で申出を予定している区域は、今富集落を中
心とする地域。

・地域におけるキリスト教の復活に際して、﨑津以
前に教会が設置されるなど、キリスト教信仰上重
要な地域であった。

・江戸時代の潜伏キリシタンの末裔が暮らす地域で
あり、キリスト教信仰の名残、伝承が残っている。
また、かくれキリシタンの墓地、明治期の教会跡、
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図 14-5　重要文化的景観選定範囲図
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小部屋跡など関係史跡がある。
・農地や山林の乏しい﨑津集落の維持において、生
活物資の交易の上で密接な関わりを持ってきた。
第3章　基本方針
1．景観単位
　﨑津の漁村景観の特徴は、入江という地形的構造
が基本となっている点である。常に生死の危険を伴
う漁業では自然の猛威に対峠するとともに、それ
を避けるための自然地形に頼らなくてはいけなかっ
た。港として条件が整っていたため僅かな平坦地で
あっても斜面を利用しながら人が定住し、そして海
を介して人や物、情報の往来が生まれた。
　そこで景観単位として保存調査を基に生活や生業
に基づく土地利用の観点から「後背山」「集落」「海面・
海岸線・漁港施設」の 3つに分類し、それぞれ保存
管理、整備活用について考えていきたい。
　（図14－ 6参照）
　（後略）
2．基本方針
◯景観単位に沿った土地利用の維持管理と調和
　（前略）
3つの景観単位「後背山」「集落」「海面・海岸線・
漁港施設」の調和によって成立しており、土地利用
の継続とその維持管理を基本とする。
◯漁村景観を維持するための修理・修景
　集落の家屋や後背山の既存施設などの他に、漁村
の風景を活かしながらも景観の阻害要因となりうる
行為について修理や修景、除去等を行い調和を図り
ながら、﨑津の漁村景観を後世まで伝えていく。
◯防災対策の充実
　（前略）
　今回の取り組みを契機に防災施設の設置など、文

化的景観の防災面での管理に努める。
◯産業や地域の活性化の取り組み
　文化的景観を契機として、景観の保全と併せて、
地域資源として捉えた漁業や地域の新たな取り組み
を検討し、地域の生活や生業の活性化を図る。
◯運営体制の整備
　地区振興会や関係団体等の既存の組織だけでな
く、新たな組織や地域外の取り込み、組織問の連携
した活動など、地元住民や自治区・地域振興会、漁
家や漁協、各種団体、行政等の関係者が協働して、「文
化的景観」に取り組む組織体制作りを図る。
3．景観構成要素
　（略）
4．重要な構成要素
（1）重要な構成要素
　﨑津の漁村景観の「重要な構成要素」①街区、②
トウヤ、③民家、④カケ、⑤漁港施設、⑥神社・教
会等に特定した物件について、所有者等から同意を
得て申出を行う。
　（図14－ 8、表 14－ 14参照）
（2）文化財保護法に基づく届出対象の行為
　（表14－ 1参照）
5．法令等による保護措置
　（略）
第4章　保存管理
1．保存管理に関する基本方針
　（前略）
地域の生活や生業、また歴史的な出来事を示す景観
構成要素、地域のあり方をも含めて文化的景観と捉
えて一体的な保全管理をしていく必要がある。
　また、地域の過疎高齢化にとともに近代化による
生活や生業の在り方が変化しており、漁業集落とし

図 14-6　景観単位
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表 14-1　届出対象行為
◆①街区（②トウヤ）、③民家、⑤護岸、物揚場・防波堤・導流堤、⑥﨑津諏訪神社、⑪八坂神社、⑫﨑津教会の届出対象行為（＝
景観形成地域の届出が必要な行為、下線は文化財保護法の届出対象外）

行為の種類 届出対象規模

建
築
物

新築、増築、改築又は移転若しくは撤去 ・当該行為に係る部分の床面積の合計が10m2 を超えるもの
外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色
彩の変更 ・当該行為に係る部分の面積の合計が10m2 を超えるもの

工
作
物

新築、増築、
改築、移転
若しくは撤
去、外観を
変更するこ
ととなる修
繕若しくは
模様替又は
色彩の変更

さく及び塀、擁壁　等 ・高さが1.5mを超えるもの　（※2）
記念塔、電波塔、物見塔、煙突、高架、水
槽、鉄筋コンクリート造りの柱、金属製の
柱又は合成樹脂製の柱　等

・高さが5mを超えるもの　（※1、2）

電気供給又は有線電気通信のための電線路
又は空中線の支持物 ・高さが10mを超えるもの　（※2）

遊戯施設、製造施設、貯蔵施設、処理施設、
収納施設　等

・高さが5mを超えるもの
・築造面積が 10m2 を超えるもの　（※2）

広告塔又は広告板 ・表示面積が1m2 を超えるもの

鉱物の採掘又は土石の採取
・当該行為の行われる土地の面積が500m2 を超えるもの
・高さが 1.5mを超えるのり面又は擁壁を生ずる切土又は盛土を
伴うもの

土地の区画形質の変更
（土地の開墾及び水面の埋立て又は干拓を含む）

・変更に係る部分の土地の面積が500m2 を超えるもの
・高さが 1. 5m を超えるのり面又は擁壁を生ずる切土又は盛土を
伴うもの

木竹の伐採 ・高さが10m を超えるもの
・伐採面積が 500m2 を超えるもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
・高さが1. 5m を超えるもの
・当該行為に係る部分の水平投影面務が100m2 を超えるもの
　（建築物の存する敷地内で行う行為を除く）
・90日を超えて継続する場合の当該堆積場における物件の堆積

屋外における自動販売機の設置 ・全てを対象

広告物の設置又は外観の変更
・はり紙、はり札、立看板、のぼり、ぼんぼり、広告網、アドバルー
ン及びこれらに類するもので、90日を超えて継続して提出又 
は表示されるもの
・表示面積が1m2 を超えるもの

※1 工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さとする。
※2 工作物において、増築又は改築後の商さ、又は築造面積が各届出対象規模を超えるものを含む。
（注1） 届出の適用除外行為については、上記のほか、景観法、景観法施行令及び景観条例施行規則に規定されている。
（注2）熊本県屋外広告物条例に基づく許可を受けるものを除く。
◆上記以外の「重要な構成要素」の届出対象行為

重要な構成要素 届出行為
④「カケ」 ・新設、除却
⑦金比羅宮
⑧餅瀬西宮宮
⑨船津天満宮
⑩秋葉神社

・石造物の修理、新設
・土地の形状変更

ての﨑津の特徴も失われつつある。単に保全する取
り組みだけでなく、景観を地域資源として捉え、新
たな利活用の在り方を検討、取り組んでいくことで
保全の一助としたい。
2．後背山の維持管理
　後背山の大部分が自然公園法の第 2種特別地域に
も指定されて保護されている。（中略）急傾斜地指
定や保安林指定など数多くの防災上の指定区域があ
り、関連事業によって後背山の崩壊を防いできてお
り、景観に配慮をされた工法も検討され実施されて
いる。しかし、生活の変化や住民の高齢化によって、
後背山の手入れが行き届かなくなっている現状であ
り、後背山の維持管理や森林育成に努める。また周
辺景観の調和を図るため、既存施設の積極的な修景
に努める。

　（表14－ 2参照）
3．地域産業を示す海面・海岸線・漁港施設の環境
整備

　（前略）
今後、景観に配慮した補修や改修、不要となった施
設の撤去などを行っていく。また、コンクリート製
品での構築や被覆が多く見られる護岸については、
昔ながらの石積護岸も残されている箇所もあること
から、調査を実施し補修や復元を図る。
　生業に関わる施設として魚干し場や作業小屋等に
ついては現状を維持し、自然素材で構築するよう誘
導を図る。特に「カケ」については、耐用年数を考
慮して計画的な架け替えを行い、新設や撤去、工法
等も含めて維持に努める。また、乱雑に仮置きや放
置された漁具やゴミなどが漁港内だけでなく海面や
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表 14-2　後背山の維持管理方針
景観単位 区分 保存の方針

後
背
山

自然林・二次林 ・後背山の安定のため、健全な森林育成を図るとともに、土石崩落や土砂災害の防備に努める。

公共施設
・急傾斜地崩壊対策施設や擁壁、階段などの既存施設については修景に努め、周辺環境に配慮し
た景観形成を図る。
・新規の構造物の設置については極力認めず、認める場合は文化約景観に配慮するよう誘導を図
る。

宗教施設
・擁壁や塀、通路について周辺環境に配慮し景観形成を図る。
・新規の墓石については、奇抜なものを避け、昔ながらの形態・形式を推奨する。
・地域の歴史を現す信仰の場として、祭事等を含めた保全に努める。
・周辺の土地の形状変更は行わない。

史跡 ・共同墓地周辺の樹木等に埋もれている墓石や石造物等についても記録を採り適切な維持管理に
努める。

農地 ・耕作活動を維持しながら、景観保全を図る。

表 14-3　海面・海岸線・漁港施設の維持管理方針
景観単位 区分 保存の方針

海
面
・
海
岸
線
・
漁
港
施
設

海面 ・生活・産業排水の垂れ流し等、海の汚染防止対策を図る。

海岸線 ・現状維持に努め、本来の海岸線の復元について、調査・検討を行う。
・海岸線に見られる松などの植生についても、育成を図る。

漁港・港湾施設
・石積み護岸の材質・工法を含む護岸の現状の調査を行い、復元や補修、修景を図る。
・現在多くが個人所有となっている護岸については、適切な法的処理を行う。
・護岸の石積みを継承し、コンクリート化している筒所については積極的な石摘み修景を図る。
・石積みをなるべく維持し、そのために行政が支援する。
・海岸線についてはむやみに前進・後退はさせない。
・漁具やモノの貯蔵や集積、仮置きなどについては、整理や適切な配置、遮蔽に努める。
・周辺の景観に配慮した補修や改修に努め、不要施設等の撤去に努める。
・整備の際には天草市重要文化的景観整備管理委員会（仮称）に諮る。

漁協施設

作業施設

・モノの貯蔵や集積については整理をする。
・魚干し施設等については、自然素材や景観に配慮した色彩などで構築するよう誘導を図り、景
観とともに衛生環境を保つ。
・「カケ」については、タケやシュロ等、素材の確保に努めるとともに、昔からの工法で構築する
よう誘導を図る。
・耐用年数を考慮して計画的な架け替えを行うため、新設や撤去、工法等について、地域で維持
するための協力体制作りを図る。

海岸線にまで見られ、漁村景観の大きな阻害要因と
なっており、適切な貯蔵や集積、配置等に努める。
　（表14－ 3参照）
4．「景観協定」制度の活用による集落形態や「トウヤ」
の保全

　（前略）
近年では現代的な家庭が見られ、過疎高齢化によっ
て家屋の維持管理ができず解体されることで空き地
が増加するなど、古くからの集落形態や「トウヤ」
が失われつつある。景観法に基づく「景観協定」制
度の推進を図り、外観、形態、敷地の位置など家屋
の詳細な基準や土地利用や除却等の項目を定めて景
観形成を図り、補修や修復、修景を施し、空き家等
の利活用および防火対策の充実も図り保全に務めて
いく。
　地域の歴史や信仰を示す有形の資産については、
文化財や景観重要建造物等の指定を検討する。漁
業に関した祠や共同墓地などはその配置が特徴であ
り、移設や土地形状変更は原則行わないこととし、
景緩に配慮した修復や補修に努める。特に墓石につ
いては奇抜なものを避け、昔ながらの形態や形式、

素材を推奨する。遠見番所跡や共同墓地周辺に残る
墓石や石造物、記録に見られる城砦跡など、今後調
査を行い適切な維持管理を検討する。
　また、宗派を越えて金比羅宮などの祭事には漁師
の多くが参加するなど、地域の在り方の一端を示す
ものであり、祭事等を含めて保全に努めていく。
　（表14－ 4参照）
第5章　整備活用
1．整備に関する基本方針
　整備活用については、「保存管理の方針」に基づ
き、天草市基本計画や天草市景観計画などの市の各
種計画等との整合性を図り「文化的景観整備活用計
画」を策定する。自然と生業と生活が調和するよう
整備するとともに、地域資源として捉えて特徴を活
かし、地域の実情にあった「海業」の取り組みを通
じて、文化的景観としての価値と魅力を高めていく。
　（後略）
2．後背山
　漁村風景の雰囲気を活かすため、施設の適切な維
持と自然物を活かした修景に努める。施設内だけで
なく海や海岸線を含む景観の阻害要因となっている
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乱雑に仮置きや放置された漁具や資材、ゴミなどに
ついて、環境面にも考慮し対策を講じる。また、﨑
津や羊角湾の漁村としての特徴を活かした事業を展
開し、水産業と地域の活性化を図る。
　（後略）
3．海面・海岸線漁港施設
　漁村風景の雰囲気を活かすため、施設の適切な維
持と自然物を活かした修景に努める。施設内だけで
なく海面や海岸線を含む景観の阻害要因となってい
る乱雑に仮置きや放置された漁具や資材、ゴミなど
について、環境面にも考慮し対策を講じる。また、
﨑津や羊角湾の漁村としての特徴を活かした事業を
展開し、水産業と地域の活性化を図る。
　（後略）
4．集落
　家並み景観の保全と環境に配慮した住環境の整
備、空き家屋対策に取り組む。また、来訪者を迎え
るための対策や住民生活に支障をきたすことがない
よう来訪者対策を講じる。自然災や人災などの災害
に対する減災力の向上に努める。
　（後略）
5．歴史・文化
　教会をはじめとした宗教施設は地域の歴史や生
活・生業を示す信仰の場であることから、整備とと
もに関係者等と協議を行い望ましいあり方を協議す
る。また、地域に残された史跡や記録などの調査・
保存の検討を行い、これまでの調査や取り組みなど
の情報発信に努め、併せて他団体との交流を図る。
　（後略）
第6章　運営及び管理体制
1．住民の役割
　（前略）
家屋の維持管理ができずやむなく解体し、その結果
「トウヤ」が消滅し、架け替えの手間と材料の入手
が難しくなったため「カケ」が鉄パイプなどで構築

されたものが多くなった。過疎高齢化によって住民
一人ひとりの維持管理では文化的景観の保全は厳し
い状況である。
　今回の文化的景観の取り組みによって、集落の景
観形成や空き家屋の維持管理、「カケ」の再現、そ
して教会や漁村景観の来訪者の対応など、住民に
よって﨑津の文化的景観の保全活動を行う中心的な
役割を持つ地域団体「さいのつ」が設立された。併
せて、「景観協定」制度を推進し取り組んでいくこ
とで、住民自らが﨑津の景観を保全する意識を育ん
でいきたい。この景観を中心とした取り組みに、地
区振興会や公民館、また地域の主たる産業の団体で
ある漁業協同組合や商工会などと連携した活動を行
うことによって、住民自らによる景観保全と地域活
性化に取り組んでいきたい。しかし、地元住民だけ
の取組みでは難しいものがあり、天草市民や県外在
住の地元出身者の協力を得ながら取り組みを行って
いく必要がある。
2．行政の役割
　（前略）
市の構想や計画について地元住民や関係団体と協議
を行い、地域の特性や課題に対応する制度の活用や
事業を検討していきたい。それだけではなく、文
化的景観の保全のために新たな規制も行ったことか
ら、その他の面での規制の緩和や人的支援、また金
銭的支援なども行っていかなければならない。また、
﨑津の文化的景観の価値などについて情報を到言
し、協力者を増やしていく方策も考えなければなら
ない。この取り組みを推進している天草市は、地元
住民の活動を支援していく務めがある。
3．天草市文化的景観整備管理委員会（仮）
　（前略）
市全域を景観計画区域としている天草市では、地域
住民や地区振興会、漁協や商工会などの関係団体、
大学教授などの専門家、市や県の行政職員等で構成

景観単位 区分 保存の方針

集
落

集落

・一般家屋の新築や増改築等を行う場合には、漁業集落の雰囲気として違和感のないものとする。
・高密度集落と「トウヤ」の形態は維持に努め、家屋の解体は極力避ける。
・地域の歴史の一時期の在り様を示す建築物については、景観重要建造物指定の検討を行い、建
て替えを抑制するとともに、補修や改修、修景を施しながら継続的な利用に努める。
・集落の防災管理に努める。

宗教施設
・地域の歴史や信仰を示す建築物として、文化財や景観重要建造物指定の検討を行い、適切な維
持管理に努める。
・周辺の土地の形状変更は行わない。
・地域の歴史を現す信仰の場として、祭事等を含めた保全に努める。

史跡 ・地域の歴史を示す場所として現状を維持し、景観に配慮した保全に努める。
道路 ・既存の屋外広告物は将来的に修景・撤去に努める。

・電線・電柱等については、地中化など検討を行い、文化的景観への影響の軽減に努める。干拓地

表 14-4　集落の維持管理方針
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し、整備活用計画の策定や計画段階での公共事業の
チェックなどを行う「天草市文化的景観整備管理
委員会（仮）」を設置して、一体的な保全や維持管
理などについて検討や監視する中心的な組織とした
い。また、下部組織として専門部会を置き、後背山
の維持管理や森林育成、家並みや集落の景観形成、
防災対策、文化的景観への影響を抑えた各事業にお
ける工法の検討、地域資源としての景観の活用など、
個別の具体的な事項について調査・検討を行ってい
きたい。

　文化的景観の保全は地元住民が中心となって活動
していくことが重要であり、地域活性化にも結びつ
く。その活動については行政が支援を行い、関係機
関や専門家の協力を得て、協働して取り組んでいか
なければならない。

／出典：『天草市﨑津の漁村景観保存計画書』（平成
22年 10月、天草市教育委員会教育部文化課）、抜粋、
一部修正

天草市今富の農村景観保存管理計画

第1章　計画の目的と区域について
1.計画の目的
　（前略）
本計画は、平成 22年度に国内初の漁村景観として
選定を受けた「天草市﨑津の漁村景観」の 2次申出
区域とし、「天草市今富の農村景観」と一体的な保
存を目指し、「天草市﨑津・今富の文化的景観」と
して次世代へと受け継いでいくことを目的とする。
　（付図略）
2. 今富地区の文化的景観の概要
　（略）
3. 文化的景観の区域の考え方と申出について
　1次申出において、﨑津地区が重要文化的景観と
して選定された。今回は今富地区の2次申出を行う。
　今富地区の集落は、農村集落の大川内地区、西河
内地区、片白地区、中山地区、大山地区、志茂地区、
半農半漁集落の潟地区、小高浜地区で構成され、申
出予定面積は 857.7ha と広域なエリアである。自然
地形（尾根線）や字境に基づく境界線などの視点を
基に、文化的景観の区域設定を行う（付図略）。
4. 既存法令による土地利用規制等の整理
　（略）
第2章　文化的景観の構成要素と本質的価値
1.文化的景観のエリア区分と構成要素
（1）文化的景観のエリア区分
　対象地を土地利用的特徴からみると、以下の 4つ
のエリアに分けることができる（図14－ 7）。
①農地エリア（水田）

　（略）
②集落エリア
　（略）
③山林エリア
　（略）
④海岸エリア
　（略）
　（付図一部略）
（2）文化的景観の構成要素
　（略）
2. 本質的価値の捉え方
（1）文化的景観の構造把握
　（略）
（2）本質的価値の視点の整理
　（略）
（3）本質的価値の継承へ向けた課題の整理
　本計画は、単に申出区域内に分布する水田や聖水
取水場等の構成要素に対する規制にあるのではな
く、今富における営みの歴史を背景とした伝統や文
化を途絶えさせることなく、その結果として存在す
る景観を併せて、将来へと継承していくためのもの
である。
　ここでは、今富の文化的景観を支えてきた価値を
保全していく上で、それらを取り巻く課題を整理し、
保存管理の方針へと結び付けるものとする。
　（表14－ 5参照）
3. 文化的景観の本質的価値を構成する重要な要素
　今富の文化的景観を構成する要素について、前項
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価値 ①キリシタン信仰の中で育まれた聖なる空間の継承

キーワード
・迫害、殉教、信仰等の土地の記憶を刻むもの：墓石、聖水取水場等
・多様な信仰によって生み出された聖なる空間：ウマンテラさま
・信仰や生業を支えてきたソテツやツバキ、シュロの木などの植物
・今富に残る言い伝えや祭事

課題 ・継承されてきた文化的伝統の継続
・開発行為に伴う、景観のコントロールや史跡の保存

価値 ②信仰と共に暮らしを支えた交流

キーワード
・お互いに助け合い、﨑津と一体として発展してきた交流の歴史：メゴイナイによる物々交換、カケの
材料などの物的交流、漁船の乗り子、婚姻などの人的交流
・信仰を支えてきた「道」：神父道、根引きの小部屋への道
・他地域との交流：海路、西海岸道路

課題
・﨑津地区との一体性の向上
・交流を支えてきた「道」の保全・活用
・他地域と連携した地域振興

価値 ③囲繞地形の中で開拓を重ねた農耕の営み

キーワード

・谷地形のわずかな平地の中で営まれ、羊角湾の干拓を経て発展した営農の場：水田、畑地、今富の干
拓地
・迫（谷）に形成した集落：農耕と信仰の両立
・埋立地に立地する廃校となった中学校や小学校等、地域の生活を変えてきた公共用地：富津中学校跡地、
富津小学校

課題
・耕作放棄地の増加、過疎化等に伴う担い手の減少
・景観資源としての農地の保全・活用・継承
・廃校となった公共用地の活用

表 14-5　課題の整理

図 14-7　文化的景観のエリア区分図
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で整理した本質的価値との関係について整理を行
う。ここでは、景観構成要素を「本質的価値を支え
る重要な構成要素」、「継承・活用すべき構成要素」、
「改善すべき諸要素」の 3つの視点から位置付ける
こととする。
　（図14－ 9～ 13、表 14－ 15、付表一部略）
第3章　文化的景観の保存に関する基本理念
1．整備・活用に関する方針
　（前略）
　今富の文化的景観は、自然的空間に生活生業が一
体となり、流通・往来の要所として長年の営みによっ
て生み出された景観地であることから、その価値の
保全にあたっては、視覚的に認識できる有形の要素
のみならず、無形の文化・伝統をもあわせて引き継
いでいくこととする。また、各景観構成要素および
地域景観を保全していくためには、地域に生活する
人々の理解と自助的な取り組み、行政の役割を明確
にし、共通認識を深め体制づくりに取り組んでいく。
2．エリア毎の整備計画
　（本文なし）
3．活用計画
　（本文なし）
第4章　保存管理計画
1．保存管理に関する方針
　（前略）
（1）キリシタン信仰を基盤として形成された農村集

落の構造を守る
　キリシタン信仰がもたらした、独自の集落構造と
して、住居と墓域・墓石の関係や土地利用形態、信
仰の山、場所を保全する。（中略）
　農地景観の保存管理にあたっては、田畑や周辺の
後背林などの景観維持に努めるとともに、その景観
を維持してきた技術の継承の支援を検討する必要
がある。また、今後も農地などの生業空間を維持し
ていくため後継者の育成や耕作放棄地の再活用策な
ど、関係法令を踏まえ有効な支援策を検討していく
必要がある。
　集落の良好な景観を構成している保存すべき要素
として、集落内には神社や教会跡、水方屋敷跡など
が残されており、これらを維持・保存することに努
めることとする。
（2）背景となる豊かな自然環境を守る
　周辺の後背林や、今富川、農地など、豊かな自然
環境を保全していく。（中略）
　湾奥に展開している景観基盤としての豊かな自然

環境を一体的に保全していくことを基本とする。（中
略）
　後背山の中心は「ウマンテラさま」のように聖な
る空間とされている場所があり、信仰や生業を支え
てきたソテツやツバキ、シュロの木などの植物とと
もに保全されなければならない。（中略）
　「天草市景観計画」においても、自然を大切に守
り将来へ引き継いでいく仕組みの必要性を、主要課
題の第一に掲げており、関連する諸計画との整合性
を図りながら保存管理に努めていく。
　また、聖水の取水地とともに今富川などの河川に
ついても、護岸形態や砂防等の関連施設の形態等に
ついても配慮が必要である。ハルブ神父が伝えたク
レソンが自生し、ホタルが生息する水辺もあり、こ
うした生態系を維持できるよう河川環境の保全に努
めていく。
（3）信仰の対象と共に精神文化・民俗文化を守る
　聖水を汲んだ場所や水方屋敷跡、かくれキリシタ
ンの墓、信仰の山、祠などの信仰対象物と共に、集
落や地区組織としての繋がり、民俗儀礼などの精神
文化を保全する。（中略）
　多くの土地の記憶として継承されてきたことを踏
まえて、その聖なる空間の継承として生活空間の価
値を守っていくこととする。また、﨑津との交流の
歴史など、集落や地区組織としての精神文化を保全
していく。
　以上のような、今富の文化的景観を構成する各要
素を保存していくためには、地域に住む人たちの景
観保全に対する理解と自助的な取り組み、そして行
政の横の連携を通じたまちづくり支援の役割を明確
にしておくことが不可欠であり、それらを実行でき
る体制づくりが何よりも必要である。文化的景観保
全計画や景観計画は、規制のための仕組みだけでな
く、良好な景観の創造や、まちづくりに繋がるとい
う視点も重要である。
2．エリア毎の保存管理計画
（1）「農地」における保存管理計画
①保存管理の考え方
　羊角湾の干拓地に形成された水田や、麦や甘藷を
生産している畑地を有する農地は、今富の営農の歴
史であり、地形的特性を示すエリアである。今後文
化的景観の保存管理の重要な核として、現状の農地
の保全や耕作放棄地の利活用などとともに、土地利
用の保全を積極的に行っていくことが重要である。
　（表14－ 6参照）
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②今後の課題
　農地は様々な構成要素、及びそこで営まれる営農
活動や維持管理活動により成り立っている。景観農
業振興地域整備計画等の施策とあわせ、現状の景観
の保全と適切な農業振興を図っていく必要がある。
（2）「山林」における保存管理計画
①保存管理の考え方
　文化的景観の背景となるエリアであり、地形の改
変を行わないように配慮した森林施業に努める。ま
た、山林エリアには宗教施設や史跡、墓石など、信
仰の歴史を表す文化的景観の構成要素が点在してい
る。これら信仰に関する施設は、設置場所に意味が
ある場合が多く、文化的景観の核となる施設でもあ
るため、場所性を損なわないように継承していくこ
とが重要である。
　（表 14－ 7参照）
②今後の課題
　基本的には現在の山林を維持することで、文化的
景観のバッファーゾーンを形成する。エリア内に点
在する史跡の整備活用については、既存樹木の保全
とのバランスを図りながら行うものとする。
（3）「集落、みち」における保存管理計画
①保存管理の考え方
　今富の文化的景観における中心となるエリアであ
り、神社などの信仰の場、生活の場、あるいは周辺
地域へのアクセスルートとして景観を保全する必要
がある。集落ごとの特徴を活かしつつ、周辺環境と
調和したまち並みや、道路沿いのしつらえなど、ま
ちづくりと連携した景観形成を図る区域とする。
　（表 14－ 8参照）
②今後の課題
　建築物や工作物等が景観に与える影響が大きいこ
とから、景観条例等の基準との調整を図る必要があ
る。

（4）「海岸部」における保存管理計画
①保存管理の考え方
　原則として現状の環境を維持し、岩場や魚付き林
の保全を適切に図っていくものとする。
　（表14－ 9参照）
②今後の課題
　現在のところ自然環境面からの十分な調査が行わ
れていないことから、今後調査で生態系における樹
林の役割を明確にし、樹林の保全・創出に関する指
針を示す必要がある。
第5章　整備・活用計画
1．整備・活用に関する方針
　（前略）
（1）祖先が積み上げてきた営農環境からなる農村景

観を育む
　昔からある農地に加え、現在の今富地区の景観を
大きく変える転機となった干拓事業によって拡大し
た水田など、現在の営みが続いている農地を中心と
した営農環境を引き継ぎ、耕作放棄地などの活用と
共に、農村集落としての景観を育んでいく。
（2）信仰と共に暮らしを支えた流通往来の歴史と環

境を育む
　メゴイナイによる﨑津との交流や、﨑津から大江
に至る神父道、根引きの子部屋へ至る信仰の道など、
今富の発展を支えた流通・往来の歴史と環境を育ん
でいく。
（3）地域デザインの策定により﨑津・今富の景観を

保全する
　農村集落を形成している景観を損なわずに地域の
整備を進めていくために、早い段階で地元住民とも
協議の上、今後の今富のあり方・方針をまとめた「今
富地区グランドデザイン」を策定する。その中で「基
本計画」、「整備計画」に基づき必要性を加味した優
先順位を決め、計画的に整備・修景等を行っていく。

表 14-6　「農地」における保存管理の考え方
土地利用 構成要素 保存管理に向けての考え方

農
地

農地

水田 今富の営農の歴史を表す文化的景観の構成要素として、生産環境の維持や改善、
担い手の育成など営農の継続のための施策を積極的に図り、景観保全と農地のバ
ランスを保ちながら景観の継承を行う。畑地

耕作放棄地
休耕地

畑地、水田への再生の可能性を検討し、可能である場合は、その策を講じ取り組
んでいくこととする。

水路 営農に欠かせない基盤として、その機能の維持に努め、営農環境改善のための整
備が必要な場合は、景観への配慮を検討した整備方法により行うものと道路農道
する。

河川 今富川
道路 農道

電柱・電線 将来的に修景に努め、景観への配慮の考え方を明確にする。
（周辺の景観に配慮した規模や配置、色彩等）

資材置き場 修景のためのガイドラインや、景観に配慮したデザインモデル（規模・色彩、緑
化等による景観との調和）、助成等の仕組みを検討する。
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表 14-7　「山林」における保存管理の考え方
土地利用 構成要素 保存管理に向けての考え方

山
林

宗教施設

根引きの小部屋
建造物、石造物等からなる宗教施設については記録を行い、構造、材料、
色彩等の保存等の適切な維持管理を行うものとする。また、地域の歴史を
表す信仰の場として、祭事等を含めた保全に努める。

共同墓地
マルヤマさま祠
中山神社
塩竈神社

史跡

聖水取水場 史跡、伝承地等の空間は、周囲の樹木等も含め保存することとし、場所性
を損なわないようにする。建造物、石造物等からなるものについては記録
を行い、適切な維持管理を行うものとする。
農地エリアの考え方によって、再生の可能性を検討する等適切な保存管理
を行うものとする。
営農に欠かせない基盤として機能の維持に努め、営農環境改善のための整
備が必要な場合は、景観への配慮を検討した整備方法を検討する。

今富庄屋跡
鬼作りの小部屋
根引きの小部屋
大山水方墓地群
「ウマンテラさま」
（聖なる山）

農地・集落跡

石積み 今富の生業の歴史を表す景観構成要素として、適切な維持管理を行うもの
とする。棚田跡

墓地・墓石 記録を取り適切な維持管理を行うものとする。

耕作放棄地 農地エリアの考え方によって、再生の可能性を検討する等適切な保存管理
を行うものとする。

後背林 現状の植生区分に従った、適切な管理を行う。後背林安定のため、健全な
森林育成を図るとともに、土砂崩落や土砂災害の防備に努める。

電柱・電線 将来的な修景として、景観への配慮に努める。
（周辺の景観に配慮した規模や配置、色彩等）

道路

信父道 散策路等への活用に向け、現状を保つための維持管理により、周辺環境を
含め保全を図る。根引きの小部屋への道

林道・農道 営農に欠かせない基盤として機能の維持に努め、営農環境改善のための整
備が必要な場合は、景観への配慮を検討した整備方法を検討する。

表 14-8　「集落、みち」における保存管理の考え方
土地利用 構成要素 保存管理に向けての考え方

集
落

宗教施設

今富神社

建造物、石造物等からなる宗教施設については記録を行い、構造、材料、
色彩等の保存等の適切な維持管理を行えるようにする。また、地域の歴史
を表す信仰の場として、祭事等を含めた保全に努める。

三社宮
天満宮
黒住大明神
大山大神宮
その他祠、神社

史跡
今富教会跡 史跡、伝承地等の空間は、周囲の樹木等も含め保存することとし、場所性

を損なわないようにする。建造物、石造物等からなる宗教施設については
記録を行い、適切な維持管理を行えるようにする。

水方屋敷跡
水方墓地跡

集落

住居 建築物や工作物については、最低限の景観への配慮として、色彩、規模、
緑化措置等について、景観にとって違和感のないものとなるよう誘導を図
る。

倉庫
事業所

電柱・電線 将来的に修景に努め、景観への配慮に努める。
（周辺の景観に配慮した規模や配置、色彩等）

樹木 ソテツやツバキ等の地域特有の樹木の保全を図る。

河川 今富川
営農に欠かせない基盤として、機能の維持に努め、営農環境改善のための
整備が必要な場合は、景観への配慮を検討した整備方法により行うものと
する。

畑地 継続的利用に努める。

看板 新設、改修の際は、修景のガイドライン、助成の仕組みを検討し、景観に
調和したものへ誘導を図る。

公共施設 富津小学校 集落の景観を先導する施設として、地域の景観に配慮し色彩、規模、緑化
措置等の修景を検討する。また、継続的利用に努める。富津中学校跡地

道路
国道389号 その機能の維持に努め、営農環境改善など生産機能の向上に伴う景観への

影響が考えられる行為においては、景観への配慮を検討した整備方法によ
り行うものとする。

県道
小路（その他）

表 14-9　「海岸部」における保存管理の考え方
土地利用 構成要素 保存管理に向けての考え方
海
岸
部

岩場 現状を維持する。

魚付き林 地域の生態系を支える重要な樹林であると考えられることから、自然環
境に配慮した適切な保全を図る。
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表 14-10　「農地」における整備計画
整備事項 景観配慮方針

用排水路の整備

・淵や自然的な河岸など重要な水生
生物の生息場所となる箇所は保全
する。
・水路の改修を行う際、護岸の構造
や材質、色彩は、周辺の景観との
調和に配慮する。

農業に関わる工作物
（資材置き場、ビニー
ルハウス、電気柵等）

・周辺の景観との調和が得られるよ
うな素材、色彩、形態等に留意する。
・できるだけ周囲からの眺めを阻害
しない箇所に設置する。
・必要最小限にとどめる。

農道
・周辺景観との調和が得られるよう
な、素材、色彩、形態等に留意する。
・工事に伴う土壌、土砂の流出がな
いように努める。

表 14-11　「山林」における整備計画
整備事項 景観配慮方針

散策路・展望所等

・信父道や根引きの小部屋などを活
かした散策路や展望所の整備を行
う際は、周辺景観との調和が得ら
れるような、素材、色彩、形態等
に留意する。

農道・林道の整備
・周辺景観との調和が得られるよう
な、素材、色彩、形態等に留意する。
・工事に伴う土壌、土砂の流出がな
いように努める。

案内板・標識等

・片白の墓碑群や聖水取水場等の景
観構成要素を活かした誘導サイン
や解説板等の整備を行う際には、
必要最小限の整備として、周辺景
観と調和した素材や色彩、形態に
留意する。

表 14-12　「集落、みち」における整備計画
整備事項 景観配慮方針

家屋の新設・増設・
修復

・地域性を表す資源として、周辺環
境と調和するよう配慮する。また、
極力地域独自の手法により行う。

案内板・標識等
・必要最小限の整備として、周辺景
観と調和した素材や色彩、形態に
留意する。また、修景のガイドラ
イン、助成等のしくみを検討する。

道路・路地等 ・無理な拡幅等はおこなわず、必要
最低限の整備とする。

広場、駐車場等 ・周辺景観との調和が得られるよう
な修景とする。

表 14-13　「海岸部」における整備計画
整備事項 景観配慮方針

展望所・遊歩道等 ・周辺景観との調和が得られるよう
な素材、色彩・形態に留意する。

案内板・標識等
・必要最小限の整備として、周辺景
観と調和した素材や色彩、形態に
留意する。

さらに、﨑津との連携により﨑津・今富の景観保全
を図っていく。
2．エリア毎の整備計画
（1）「農地」における整備計画
　（前略）
昔からある農地に加え、現在の今富地区の景観を大
きく変える転機となった干拓事業によって拡大した
水田を中心とした営農環境を引き継ぎ、耕作放棄地
などの活用とともに、農村集落としての景観を育ん
でいく。
　（表 14－ 10参照）
（2）「山林」における整備計画
　（前略）
構成要素が今後も受け継がれていくよう、保全とし
ての整備や散策路の整備、眺望を活用した展望所の
整備などを行いながら、活用計画を行っていくもの
する。なお、整備の際には、周辺の景観に十分調和
するよう配慮する。
　（表 14－ 11参照）
（3）「集落、みち」における整備計画
　農地エリア及び山林エリアの保全と密接なつなが
りを持つ集落エリアにおいては、それぞれが連携し
て整備、活用に取り組む必要がある。地域住民の生
活環境としての保全を図るための整備や、水方屋敷
跡や神社等の景観構成要素が保存されるための整備
を行うものとする。また、平成 24 年度から閉校と
なる富津小学校を中心とした、来訪者へ適切な情報
提供を行うための整備や、活用、運営活動の場とし
て機能の充実を図っていくものとする。メゴイナイ
による﨑津との交流や、﨑津から大江に至る神父道、
根引きの小部屋へ至る信仰の道など、今富の発展を
支えた流通・往来の歴史と環境を育んでいく。
　干拓地及びその周囲における稲作や畑作を継続す
るために必要な整備を行う必要がある。このエリア
は、文化的景観の保存における、核ともなるエリア
であることから、景観に配慮した整備とすることが
重要である。
　（表 14－ 12参照）
（4）「海岸部」における整備計画
　原則として、現状維持を図ることを基本とするが、
眺望を活用する中での散策路の整備などの際は、周
辺の景観に十分調和するよう配慮する。
　（表 14－ 13参照）
3．活用計画
（1）地域の魅力資源を活かした交流について

①農地での農作業を介した都市との交流
　（略）
②地域学習、担い手育成のための世代間交流
　（略）
（2）地域の拠点空間創出における遊休施設活用につ

いて
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①富津出張所周辺の公共施設の活用
　（略）
②富津小学校、富津中学校跡地の活用
　（略）
③その他の施設の活用、農家民泊の推進
　（略）
（3）耕作放棄地の再生について
①耕作放棄地や休耕地を利用した作物の作付け
　（略）
②大学等との連携
　（略）
第6章　運営及び管理体制
1．運営及び管理体制に関する方針
　（前略）
文化的景観をまちづくり（活性化）へとつなげる
　﨑津との交流の歴史が生んだ文化的景観を活か
し、今後も﨑津を含めた富津地区が一体となってお
互いに協力しながら、地域振興、農業振興を通した
まちづくりにつないでいく運営を行っていく。
2．地域住民・行政の役割と体制づくり
　（前略）
（1）地域住民の役割
　（前略）
NPO団体の活動範囲を富津地区全体に広げた、﨑津・
今富の文化的景観の保全、まちづくりへと展開して
いくことが望まれる。（中略）
　児童やPTAを始めとする富津小学校の卒業生や、
﨑津・今富両地区の地域住民らによるまちづくり活
動の受け皿となるような組織を改めて構築すること
も効率的であると考えられる。
　また、併せて、「景観協定」制度を推進し取り組
んでいくことで、住民自らが景観を保全する意識を
育んでいきたい。
（2）行政の役割
　行政の取り組みとしては、市外の住民に空き家等
の情報を提供するため「空き家等情報バンク制度」
を設け、市のホームページ上に記載し情報提供を行
い天草への移住の奨励にも努めている。また、営農
希望者には、JAあまくさ河浦支所と協力し、受け
入れ指導体制を構築する。さらに、重要な構成要素
の修理・修景等に財政的支援が可能となるよう「分
担金条例」の制度に関して新設する予定である。す
でに、「歴史・文化・自然の宝島戦略」として市内
部の関係各課との連携・調整等を図るためプロジェ
クトチームを発足させており、関係各課の調整、県

との情報交換等を図るなど、連携推進に努めていく。
文化的景観の選定を契機に、地域振興に向けた環境
整備や来訪者へのサービス提供などのまちづくり事
業により、付加価値を高め各産業への波及効果が期
待される。
　また、「天草市文化的景観整備管理委員会」を設
置しており、選定区域内および予定区域での各種事
業・公共工事が行われる場合は委員会で審議し、最
終的には具体的な工事工法についての提言を受ける
体制を構築している。このことにより、景観に配慮
したより良い公共事業の実施を推進していく。
（3）地域と行政の運営体制整備の方向性
①地域全体での運営体制の構築
　（略）
②生活や産業の持続可能性の為のしくみづくり
　（略）
③ソフト面での来訪者との交流のあり方
　（略）
④地域活動の情報発信
　（略）
⑤地域外との連携
　（略）

／出典：『天草市今富の農村景観保存計画』（平成 24
年 3月、天草市教育委員会文化課世界遺産登録推進
室）、抜粋、一部修正
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表 14-14　重要な構成要素一覧（﨑津）
番号 種別 名称 所在地 備考

① 街区 街区
﨑津大字村上地内
（中町区、下町区、
船津区の一部）

船だまりに面して密集した家屋と地割り、「トウヤ」が見
られる漁村の集落形態。

② トウヤ トウヤ
数軒おきに見られる入江に出るための小路で、軒が重な
りファサードのような形態を見せる。以前は家屋の多く
は「トウヤ」に面して玄関があり、集落内のモノや情報
が交換される場であった。

③ 民家等 I氏邸 天草市河浦町﨑津
字村上

4軒あった漁師の綱元の中で、明治 25年（1892）に建て
られた現存する住宅。家屋は、木造瓦葺き、漆喰壁で海
側に庭があり、灯籠と祠がある。また、海に下る階段と
カケが設置されている。
家屋：木造瓦葺2階建　（1階）125.28 ㎡（2階）21.15 ㎡

③ 民家等 Y氏邸 天草市河浦町﨑津
字村上

大正 11 年に建築された民家で木賃宿や店舗として利用
されてきた。当時、静穏な﨑津漁港は、漁業や石炭等の
流通の拠点として栄え、その中心部には旅館や木賃宿
などが建ち賑わいを見せた。その 1軒がY氏邸である。
付近には、吉田庄屋跡（現在：﨑津天主堂）、﨑津諏訪
神社がある。
家屋：木造瓦葺2階建　面積 118.66 ㎡

④ カケ カケ

タケやシュロを使って海上に構築し、魚の水揚げや魚干し、
洗濯もの干し等、生活・生業の場として利用され、生業
を営む上で重要な役割と独特の漁村景観を形成している。 
現在、19基が確認されているが、鉄パイプ等で構築された
ものが多く見られる。

⑤ 護岸、物揚場、
防波堤、導流堤

護岸、物揚場、
防波堤、導流堤

漁業集落を形成する石積護岸は船津・中町区周辺に残存
する。石積護岸と石材を利用した階段やカケは生活の拠
点として利用されていた。また、昭和 30年代以降には、
漁港整備事業によって防波堤や物揚場、導流堤などの水
産及び漁港関連施設が整備された。昭和 50年代には入江
の衝便瀬付近を物揚揚として埋め立てられ、製氷施設や
漁協の事務所が建設された。

⑥ 神社・教会等 﨑津諏訪神社
慶安 4年（1651）、信濃上諏訪大社より勧請された﨑津地
区の総鎮守。二ノ鳥居は天草最古（1685）。明治 6年の血
税騒動の場となる。

⑥ 神社・教会等 金比羅宮 延宝元年（1673）、讃岐金比羅宮より東シナ海を望む山頂
に勧請される。

⑥ 神社・教会等 餅瀬西宮宮
延宝元年（1673）、出雲より勧請される。当初は海面すれ
すれの衝便瀬に鎮座していたが、天保 3年（1842）に現
在地に遷座される。

⑥ 神社・教会等 船津　天満宮 船津地区の迫神で、天明2年（1782）に勧請される。

⑥ 神社・教会等 秋葉神社 享和年間（1802頃）の﨑津の大火後、仏僧が発起人となっ
て建立された。

⑥ 神社・教会等 八坂神社 勧請年代は不明（1800 年代）以前は向江山の山頂付近に
あり、昭和43年現在の場所に移転。

⑥ 神社・教会等 﨑津教会

昭和 9年（1934）にハルブ神父によって、吉田家庄屋役
宅跡地に建立されたゴシック様式の教会。聖堂内は畳敷
きで祭壇が設けられている場所は、禁教時代に絵踏みが
行われていた。施工は多くの教会建築を手がけた長崎出
身の鉄川與助。
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図 14-8　重要な構成要素位置図（﨑津）
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表 14-15　重要な構成要素一覧（今富）
（1）集落 
番号 種別 名称 所在地 所有者・管理者 備考

A 集落 今富大川内集落 天草市河浦町今富 大川内自治会 自治会組織は3集落から構成
（山間部集落）　中山地区　大山地区

B 集落 今富志茂集落 天草市河浦町今富 志茂自治会
C 集落 今富西河内集落 天草市河浦町今富 西河内自治会

（2）居住地を形成する要素
番号 種別 名称 所在地 所有者・管理者 備考

1 社寺、教会 今富神社 天草市河浦町今富 宗教法人
天満宮、大山大神宮、中山神社の飛地境内
社を含み、今富三地区（大川内・志茂・西
河内）の中央に位置する。

2 社寺、教会 三社宮 天草市河浦町今富 宗教法人 天照大御神、春日大明神、八幡大神が祀ら
れている。

3 社寺、教会 天満宮 天草市河浦町今富 宗教法人 今富神社（飛地境内社）・大川内集落の迫神
様

4 社寺、教会 中山神社 天草市河浦町今富 宗教法人 今富神社（飛地境内社）・大川内地区（中山
集落）の迫神様

5 社寺、教会 大山大神宮 天草市河浦町今富 宗教法人 今富神社（飛地境内社）・大川内地区（大山
集落）の迫神様

6 史跡 水方屋敷跡 天草市河浦町今富 個人 かくれキリシタンの水方屋敷跡
7 史跡 水方墓地跡 天草市河浦町今富 個人 かくれキリシタンの水方墓地跡
8 史跡 片白墓地群 天草市河浦町今富 個人 かくれキリシタンの墓地群（片白集落）
9 史跡 大山水方墓地群 天草市河浦町今富 個人 かくれキリシタンの墓地群（大山集落）
10 公民館 西河内公民館 天草市河浦町今富 自治会 昭和初期に建てられた当時の青年クラブ
11 公民館 大河内公民館 天草市河浦町今富 自治会
12 公民館 志茂公民館 天草市河浦町今富 自治会 昭和初期に建てられた当時の青年クラブ

13 社寺、教会 塩竃神社 天草市河浦町﨑津 宗教法人 﨑津諏訪神社飛地境内社　向江区月ケ浦集
落迫神様

（3）居住地を形成する要素（公共施設：道路）
番号 種別 名称 管理者等

1 公共施設（道路） 主要地方道　
国道 389号 熊本県

2 公共施設（道路） 市道牛巻大山線 天草市
3 公共施設（道路） 市道仏平線 天草市
4 公共施設（道路） 市道﨑津長林線 天草市
5 公共施設（道路） 市道中村今富線 天草市
6 公共施設（道路） 市道大河内本郷線 天草市
7 公共施設（道路） 市道志茂宇土線 天草市
8 公共施設（道路） 市道志茂西河内線 天草市
9 公共施設（道路） 市道中河原線 天草市
10 公共施設（道路） 市道前田線 天草市
11 公共施設（道路） 市道志茂線 天草市
12 公共施設（道路） 市道片白線 天草市
13 公共施設（道路） 市道蛤潟志茂線 天草市
14 公共施設（道路） 市道夕浦線 天草市
15 公共施設（道路） 市道塩浜線 天草市
16 公共施設（道路） 市道古道線 天草市
17 公共施設（道路） 市道宇土迫潟線 天草市
18 公共施設（道路） 市道宇土迫線 天草市
19 公共施設（道路） 市道月ヶ浦線 天草市
20 公共施設（道路） 市道小島小高浜線 天草市

（4）居住地を形成する要素（公共施設：農道）
番号 種別 名称 管理者等
1 公共施設（農道） 農道大川内 1号線 天草市
2 公共施設（農道） 農道大川内 2号線 天草市
3 公共施設（農道） 農道大川内 3号線 天草市
4 公共施設（農道） 農道大川内 4号線 天草市
5 公共施設（農道） 農道大川内 5号線 天草市
6 公共施設（農道） 農道大川内 6号線 天草市

（5）居住地を形成する要素（公共施設：林道）
番号 種別 名称 管理者等
1 公共施設（林道） 林道本渡大江線 天草県
2 公共施設（林道） 林道根引山線 天草市
3 公共施設（林道） 林道西河内線 天草市

（3）居住地を形成する要素（公共施設：農道）
番号 種別 名称 管理者等
1 公共施設（河川） 2級河川今富川 熊本県
2 砂防河川 大川内川 天草市
3 普通河川 橋の迫川 天草市
4 砂防河川 西河内川 天草市
5 普通河川 中山川 天草市
6 普通河川 糖川 天草市
7 普通河川 夕浦川 天草市
8 普通河川 潟川 天草市
9 普通河川 月ヶ浦川 天草市
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図 14-9　重要な構成要素位置図（今富）（集落・居住地を構成する要素）
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別府市の西部には、鶴
つるみだけ

見岳（標高 1,375m）を主座として、大
おおひらやま

平山（標高 792m。別名「扇
おうぎやま

山」ともいう）
などの新生代第四紀火山群南北に連なり、東部の別府湾に向けて広がる火山麓扇状地上に市街地が展開する。
市街地背後の急斜面地にはスダジイ・タブノキ群落を中心とする照葉樹林が発達するほか、酸性度の強い土
壌にはケツクシテンツキ群落など火山地形に特徴的な植生がみられる。
別府古来の自然湧出泉による温泉地は「別府八

はっとう

湯」と総称され、その中でも鉄
かんなわ

輪温泉は湧出量・泉源数と
もに最大を誇る別府の中心温泉地であり、明

みょうばん

礬温泉は湯の花の生産地として著名である。これらの地域では、
温泉水または温泉蒸気を活用した生活・生業が営まれており、扇状地のあちこちから立ち上る「湯けむり」
のもとで、温泉資源を利用した独特の文化的景観が形成されている。
別府では、高温の地熱により大量の熱水・水蒸気が生成されており、現在も泉源数は 2,307 か所、温泉採

取量は毎分 87,486ℓと全国有数の規模を誇る。古くは自然湧出泉を利用していたが、近代になると、掘り抜
き自噴式井戸の鑿

さくせい

井技術である「上
かず さ

総掘り」が伝わり、明治中期からは利用可能な泉源数が飛躍的に増大し
た。現在は機械掘りによる動力泉が多いが、温泉法等の制限により泉源数・採取量ともに一定している。ま
た、泉源から汲み上げられる温泉水は、高温の水蒸気と一体となっており、そのまま利用することができない。
そのため、気液分離装置によって温泉水と水蒸気とを分離させ、温泉水は配管を通じて浴場・家庭へ、水蒸
気は排気管を通じて空中高くへと放出される。高温かつ高密度な噴気は、比較的低温多湿な別府の気候により、
白く立ち上る多くの湯けむりを発生させる。
別府の温泉利用に関する記述は、8世紀前半に作成された『豊

ぶんご の く に ふ ど き

後国風土記』に遡るが、湯治場・温泉療養の
地として認知されるのは中世以降のこととされている。近世後期までは農閑期を中心に周辺地域からの湯治
客を集めたが、近代になると、別府港の築港に伴い関西・瀬戸内方面からの来訪客が増えた。さらに、鉄道・
道路の整備により「地獄」巡りを目的とする観光客も増加し、別府は一大観光都市へと発展した。近世の旅
寵・木賃宿に起源をもつ宿泊業は現在も旅館・貸間として継続しているほか、近隣住民が組合制のもとに管理・
運営している共同浴場およびオンドル方式に基づく暖房設備等とともに、地域生活における温泉水の利用は
盛んである。
温泉蒸気もさまざまに利用されてきた。近世までの入浴方式は一般に蒸し風呂であり、弘化 2年（1845）の

別府市

大分市

別府の湯けむり・
温泉地景観
別府の湯けむり・
温泉地景観

15  別府の湯けむり・温泉地景観
大分県別府市

図 15-1　「別府の湯けむり・温泉地景観」の位置 図 15-2　火山麓扇状地に湯けむりが立ちのぼる（鉄輪
温泉地区）

重要文化的景観の概要



15  別府の湯けむり・温泉地景観　　213

『鶴
つる み し ち と う の き

見七湯廼記』には、温泉蒸気を活用して「地
じごくがま

獄釜」で作る蒸し料理が記録されている。また、明礬温泉は、
近世以降、「豊後明礬」の生産地として知られ、止血剤・媒染剤・皮革のなめし剤として利用された。明治に
なると自然災害および安価な輸入品の増加により明礬生産は大幅に縮小したが、明礬の半製品を入浴剤であ
る「湯の花」として販売するようになった。湯の花の製造は、石

いしじき

敷の床に青粘土を敷き詰めた藁
わらぶき

葺屋根の小
屋で行われており、その伝統的な製造技術は今なお継承されている。
明治・大正期に別府が観光都市として発展するのに伴い、鳥瞰図絵師の吉田初三郎による別府温泉の案内

図など、数多くの宣伝のための材料が作成された。その一つが絵はがき類であり、泉源数が増え盛んに揚け
むりが立ち上るようになった旅館街等が描写された。昭和初期には、俳人の高浜虚子など多くの文人の作品
にも湯けむりが記述された。昭和 30 年代に気液分離装置の利用が普及すると、湯けむりは扇状地上の随所か
ら高く立ち上るようになり、現在も絵画・写真・映画等の題材に数多く用いられるなど、別府における生活・
生業の在り方を象徴するものとして広く認識されている。
以上のように、別府では、鉄輪温泉・明礬温泉を中心に、共同浴場または地獄釜の蒸し料理など生活にお

ける温泉資源の活用のみならず、宿泊業または湯の花製造業などの固有の生業を成立させてきた温泉地にお
ける土地利用の在り方を示す文化的景観が形成されている。別府は日本を代表する温泉地であり、その湯け
むり景観は生活・生業における多面的な温泉資源の利用形態を象徴する文化的景観であることから、重要文
化的景観に選定し、その保存・活用を図るものである。／出典 :『月刊文化財』第 588 号、一部修正

図 15-3　貸間旅館が並ぶ鉄輪温泉地区 図 15-4　「豊後明礬」に由来する湯の花の製造小屋（明
礬温泉地区）
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別府の湯けむり・温泉地景観保存計画

第1部　沿革と目的
第1節　計画策定に至る経過
　（略）
第2節　計画の目的
　（前略）
豊富と言われてきた湯けむりの素となる温泉資源も
近年の研究で有限なことが確認され、その保全が必
要とされるとともに、今後のまちづくり等を図る上
で景観保全の考え方を取り入れた様々な取り組みが
必要となってきている。
　このため、本計画では、国の重要文化的景観とし
て保存・活用し、地域における景観保全・地域活性
化の意識高揚を目的に、別府市の文化的景観の保護
の方針を定め、今後のまちづくりに寄与しようとす
るものである。

第3部　文化的景観保存計画
第1章　序
第1節　計画策定の背景と目的
　（前略）
「行為規制」「管理運営」の現行制度のまとめより、
歴史的背景や住民意見を勘案した文化的景観の継承
において重要となる「周辺環境を含めた全体の方向
性」「行為規制」「保存管理」「整備活用」「運営」の
方針に関する計画的課題を導出することを目的とし
ている。
第2章　調査対象の概要
第1節　文化的景観の位置及びその範囲
　（前略）
調査対象としたのは、図 15－ 5の着色で示す明礬
温泉地区（西側）、及び鉄輪温泉地区（東側）の重
要文化的景観選定申出範囲である。
　（付図一部略）
第2節　文化的景観の歴史と地名の由来
　（略）
第3節「原風景形成期」について
　（略）
第3章　文化的景観の保存に関する基本方針
第1節　保存管理の基本方針
　（前略）
湯けむりそのものは噴気が空気中で凝結して見える

自然現象であり、気象条件によって見え方が異なる
など、それ自体に関しては文化財保護法、大分県文
化財保護条例並びに別府市文化財保護条例による保
存対象とはなりにくい。（中略）
　ソフトである湯けむりを残すためにはベースとし
ての源泉を保護するといった形で保存管理の目的を
果たすことができると考えられる。
　したがって、調査により価値が明らかとなった文
化的景観の重要な構成要素については、モノとして
実体のある要素を保存対象とし、慣習や技術等、人
間の行為により生み出された要素については、モノ
としての構成要素を保存する結果、付随する形で保
存可能な場合は保存を図り、それが最終的に生活・
生業に関わる社会的な場所性や一体性の価値を持つ
文化的景観保存につながるよう努める。
◯自然的観点
　（前略）
自然環境が文化的景観形成の根本的な要因となって
いることを踏まえ、選定範囲内の地上で景観構成要
素となるスダジイ群落などの在来植生を中心に保護
するとともに、範囲外で借景となる山林などの自然
環境も森林法に基づく規制を準用して保護すること
により、結果として地下にある源泉保護にもつなが
るよう努める。
◯歴史的観点
　（前略）
現時点で残っている古い伝統的な要素の保全による
継承ができるように努め、古い要素と新しい要素が
混然一体となる独特な雰囲気を保っていくことを図
る。
◯社会的観点
　（前略）
別府独自の構成要素を使用しつつ後世に継承してい
けるよう行政と住民が協力する中で、住民の自主性
を重視し、必要な場合は行政による指導、助言を行っ
て、生活や生業と景観保全の両立を図る。
◯資源保全の観点
　（前略）
温泉法や「大分県温泉法施行条例」（平成 11年 12
月 24 日大分県条例第 43 号、最終改正平成 20 年 9
月 12日大分県条例第 42号）に基づいた大分県環境
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審議会温泉部会の内規により大規模な掘削等を抑え
つつ、日常生活において温泉を大切に利用し続ける
ことを心がけることにより、結果として文化的景観
の保存にもつながることを目指す。
（1）鉄輪温泉地区
　（前略）
所有者の意向を尊重しつつ必要な場合は指導、助言
を行い、温泉旅館街としての機能を持続させること
により文化的景観を保存できるよう努める。
（2）明礬温泉地区
　（前略）
所有者の意向を尊重しつつ必要な場合は指導、助言
を行い、自然に近く独特な生業を持つ温泉地として
の機能を持続させることにより、文化的景観を保存
できるよう努める。
　（付図略）
第2節　運営体制の基本方針
　非営利活動法人や組合などを組織してまちづくり
に取り組む地域住民の主体性を重視し、各構成要素
の維持は原則として現行の所有者並びに運営管理主
体が行い、文化的景観の価値を失わないよう努める。

ただし、重要な文化的景観構成要素については、所
有者が市外に転居して日常的な運営に支障が出る等
の事態に備え、必要に応じて行政、住民、有識者等
による整備運営委員会を設けて検討し、構成要素を
維持できるよう効果的な対策を図る（図 15－ 6参
照）。
（1）鉄輪温泉地区
　鉄輪温泉地区では、重要な景観構成要素の所有者
または運営管理主体から、持続的な運営が困難に
なった場合の相談を受けた時に限り、自治会などの
地域団体と行政が協働して措置を図る。その際、運
営主体について整備運営委員会に諮った上で実施
し、行政による指導などの支援が、住民の自主性を
損なわない必要最小限になるようにする。
（2）明礬温泉地区
　明礬温泉地区も同様に、重要な景観構成要素の所
有者から、持続的な運営が困難になった場合の相談
を受けた時に限り、自治会などの地域団体と行政が
協働して措置を図る。その際、運営主体について整
備運営委員会に諮った上で実施し、行政による指導
などの支援が、住民の自主性を損なわない必要最小

図 15-5　重要文化的景観選定範囲図
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限になるようにする。
第3節　整備活用の基本方針
　修景事業など、現状変更を伴う整備については、
現行の「別府市景観計画」（以下、景観計画）の方
針と地元住民による自主的な活動を踏まえ、原則と
して住民の生活等に支障が無く現状維持が可能な必
要最小限の規模にとどめる。ただし、災害等により
大規模な修復が必要になった場合に限り、景観計画
の基本方針の一つである「歴史・文化を伝え育む風
情ある景観づくり」に沿った、文化的景観にふさわ
しい形にするかどうかを行政と住民が意見交換する
ことで検討し、文化的景観の保存と地区住民生活の
両立を図る。その際、具体的な修復案については行
政、住民、有識者等による整備運営委員会を設けて
検討する（図15－ 7参照）。
　また、公共工事など広範囲にわたる開発が予定さ

れ、選定範囲も含まれて重要な構成要素に影響を与
える場合、工事主体となる土木部門などから、事前
に計画内容について連絡を取り合う体制を整えると
ともに、別府市景観審議会に文化的景観に配慮した
案を検討してもらうため、都市計画部門との連携を
図る（図15－ 8参照）。
　活用については、外来客等を対象にした住民によ
るまち歩き事業が自主的に行われていることを踏ま
え、文化的景観についても触れてもらうことで周知
を図り、別府市が総合事業として進めるONSENツー
リズムにおいて、来訪客誘致の一環となることを目
指す。同時に、地域住民に対しても文化的景観の保
存を通じて地域を知るための資源とすることによ
り、文化財事業に対する理解を深めてもらうことを
図る（図15－ 9参照）。
（1）鉄輪温泉地区

図 15-6　運営案実施までのモデル（運営体制）

図 15-7　修復案実施までのモデル（整備活用）
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　鉄輪地区では、景観形成重点地区になっているこ
とも含め、現行の「鉄輪温泉地区温泉湯けむり重点
景観計画」（以下、重点景観計画）に沿いつつ、景
観重要建造物を指定することにより、周囲の建造物
等もそれに合わせて修景するように誘導等を図る。
現行制度では規制等の対象から外れる温泉遺構につ
いても、標識の設置等による周知や、市の文化財に
指定するなどの保護策を行うことで、将来的には文
化財として活用できるよう図る。
（2）明礬温泉地区
　明礬地区では、現行の景観計画を用いつつ将来的

に景観形成重点地区になることを見越し、緑地とと
もに明礬独自の要素が残る形で修景するように図
る。現行制度では規制等の対象から外れる温泉遺構
についても、標識の設置等による周知や、市の文化
財に指定するなどの保護策を行うことで、将来的に
は文化財として活用できるよう図る。また、湯の花
小屋については、国指定重要無形民俗文化財「別府
明礬温泉の湯の花製造技術」に欠かせないものとし
て、現地で文化財に対する理解を得るための活用を
図る。

図 15-8　公共工事に対応するためのモデル（整備活用）

図 15-9　活用案実施までのモデル（整備活用）
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第4章　土地利用に関する事項
第1節　土地利用の変遷による重要なゾーン
　（略）
第2節　現状景観の可視頻度に配慮した土地利用の

方向性
　（略）
第3節　土地利用の方針
　（前略）
鉄輪温泉地区、並びに明礬温泉地区の選定申出範囲
にかかる部分は、ともに大部分が都市計画法に基づ
く市街化区域に該当する。（中略）
　文化的景観保存計画の基本方針としては、現行の
計画に沿う形で地区毎の生業を継続することで、結
果的に文化的景観保存も可能になるよう努める。
第4節　既存の法体系
　（略）
第5章　重要な構成要素と生活・生業維持の方針
第1節　文化的景観を構成する要素の抽出
　（略）
第2節　重要な景観構成要素
　（本文略）
　（図15－ 10～ 12、表 15－ 1参照）
第3節　温泉資源の管理
　（前略）
　別府市域内における温泉はそのほとんどが自噴泉
であったが、1960 ～ 1970 年代の温泉開発に伴い、
動力泉が出現し源泉数が急増した。しかし、同時に
自噴泉水の減少、地下温泉水圧の低下、泉質の変化
や低地部における沸騰泉の衰弱化などが見られるよ
うになった。（中略）
　温泉資源を生活、生業に使用しながら、永続的に
維持するため、適切な温泉管理の方法の確立が求め
られる。
第4節　重要無形民俗文化財「別府明礬温泉の湯の
花製造技術」の取扱いについて
　重要無形民俗文化財「別府明礬温泉の湯の花製造
技術」は、平成 18年 3月 15日に国の指定を受けて
おり、江戸時代に始められた明礬製造の伝統的技術
を受け継ぎ、明治中期から大正、昭和、平成の今日
まで湯の花の製造を行っている（中略）
　今後湯の花の製造方法が、伝統的な技術を基盤と
しつつ材料の変化や他の施設を使用するなどの別方
式で製造されるようになることも考えられ、製造方
法の改善や低コスト化などを視野に入れ、現段階で
は湯の花小屋や湯の花製造に使用される材料や道具

の指定などの制限は設けられていない。
　一方で文化的景観の観点から見ると、湯の花小屋
自体も指定を受けた技術による湯の花製造に欠かす
ことができないものであり、明礬温泉地区の独自
性や特徴を具現化する重要な構成要素であるととも
に、別府の基幹産業である観光においても、一観光
資源として位置付けられる。（中略）
　こうした状況を踏まえ、製造技術とそれに関わる
環境がどのように変化しているのか等を把握しなが
ら、民俗文化財及び文化的景観の両視点から、支援
することができるような仕組みづくりを行うことに
より、文化的景観の保全や重要無形民俗文化財であ
る製造技術の保護に努める。
第6章　保存管理の方針
第1節　土地利用の変遷と地域特性によるゾ一二ン

グ
　（略）
第2節　生活・生業と住民意見に基づいた今後の行

為規制の方向性
　（略）
第3節　行為規制の方針
　（前略）
文化的景観については、既存の計画に定められてい
る規制で保存し、カバーできない部分にのみ最小限
の規制を設けて、景観計画や地区住民活動との調和
を図る。また、市の将来にわたる事務事業を決定す
る実施計画の策定段階において、事業関係各課によ
る事前協議を義務付け、文化的景観の保護に沿うよ
う図る。
　（表15－ 2、3参照）
第7章　運営体制の方針
第1節　現状の地域団体
　（略）
第2節　主な景観構成要素の今後の管理・運営
　（前略）
◯変遷タイプ 1：過去・現在まで住民個人によって
管理されている要素は今後も個人での管理とされ
るが、管理方法の存続が少なからず危ぶまれてい
る。今後、第三者や地域住民による管理方法も考
慮する必要性がある。

◯変遷タイプ 2：現状で地域住民により管理方法が
定まっている要素は、既に地域のなかで管理する
方法が定着しており、今後も地域住民による管理
とされる。

◯変遷タイプ 3：過去に地域住民で管理され、現在
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個人で管理されている要素は今後も個人での管理
とされるが、管理方法の存続が危ぶまれる。その
ため、何らかのルールづくりを行った上での地域
住民による管理方法も今後考える必要性がある。

◯変遷タイプ 4：現在別府市により管理されている
要素は、現状維持とされる一方、ルールづくりの
必要性が生じている等、利用に関しての問題が存
在する。今後管理・運営方法を見直す必要があり、
地域住民による管理方法への転換も一つの解決策
として挙げられる。

第8章　文化的景観の整備に関する事項
第1節　重要な構成要素の今後の整備・活用
　（前略）
今後、重要文化的景観に指定されると、対象地区に
訪れる観光客も増加することが予想される。そのた
め、来訪者を受け入れるために、駐車場などを含め
た周辺環境の整備が必要とされる。（中略）
　重要文化的景観の定義に基づき、築かれてきた生
活や生業との関係を保っていくことが重要であり、
その機能を保ちながら景観を維持・継承していくこ
とが必要であると考えられる。
　（付表略）
第2節　整備の将来像
　（略）　　
第3節　文化財の活用に関する計画
　文化的景観保護事業とまちづくり事業の整合性を
持たせるため、将来的に第 2期以降の追加選定に向
け、景観計画等の見直し、あるいは今後実施される
予定の重点景観計画策定の折に、文化的景観の保護
に対する配慮も含めるよう、文化財部門、都市政策
部門、土木部門の連携強化を図る。構成要素につい
ては、基本的に本計画の整備運営方針に沿う形で長
期的な視野に立ち、地獄めぐりなどに活用されてい
る温泉資源や、その活用の結果、市街地の中で目に
することができる湯けむりに象徴された、独自性の
ある「別府らしさ」が、現状で後世に引き継いでい
けるよう目指す。そのためには、守るべき部分と変
化せざるを得ない部分を明確にして、資源を維持し
つつ景観の特性を生かした「wise use（ワイズ・ユー
ス、賢い利用）」の意識を地元住民に広く持っても
らうことで、文化的景観の価値と地区ごとの多様性
を守り日々の生活・生業に活用していくことが、結
果的に文化的景観の価値と自分たちの生活を向上さ
せるメリットがあるという意識の啓発を図る。それ
に関して、文化的景観の大元となる温泉資源の使用

が現時点でピークとなっており、今後の使い道次第
では枯渇することも十分考えられるので、温泉資源
の維持が文化的景観の維持につながるという意識を
別府市全体で共有し、さらに別府を訪れた外来客に
も理解してもらえるよう取り組む。
　この他、文化的景観の維持あるいは保護に必要な
場合は、その都度修景等を実施することで、文化的
景観の価値が損なわれないよう対応する。その際、
修景等の具体的な案については、住民、有識者、行
政による整備運営委員会を設けて検討する。
　また、ONSENツーリズム事業にも文化的景観保
護の概念を含ませることにより、まちおこしと文化
財保護の両立を図る形で文化財を活用し、市全体
が舞台となる地域振興事業を支援できるよう取り組
む。その際、文化的景観の価値を鑑み、地域住民等
による自主的な活動を重視し、基本的に行政からは
適宜助言、あるいはまちおこし企画案の提供等、住
民の自主性が損なわれないよう支援を行う。ただし、
重要文化的景観を地域活性化の一手段として積極的
に活用してもらうことで、観光客の誘致につなげる
ため必要とされる場合は、採算性にこだわらない実
験的なものも含めて選定区域内外における事業案を
提示して、重要な構成要素を様々な方向性で活用す
る方法を探る。
　具体的には、文化的景観の価値が持つ地区ごとの
独自色を活用することで、生活・生業と文化財保護
の両立を目指す。例えば、鉄輪温泉地区では湯治が
今でも息づいており、長期滞在が可能な環境が整っ
ているので、観光と結びつける形で泊まり方の面白
さを発信し、集客に寄与するとともに湯治風習の維
持を図るなどの方法が考えられる。明礬地区では湯
の花小屋を維持するため、湯の花やその製造技術を
アピールするなどの方法が考えられる。これらの方
法については、民間に協議会を設けるなどして、住
民の自発的な情報発信などの活動を促す。ただし、
将来的に住民の中だけでは文化的景観保護が難しい
問題が発生した場合に限り、整備運営委員会で検討
し、必要な場合は条例等の整備を図ることで対応す
る。
　このほか、将来的な文化的景観の保護並びに第 2
期以降の追加選定に向けて、地区住民や外来客に対
して文化的景観について周知するため、パンフレッ
トの配布やシンポジウムの開催などを実施する。そ
して、文化的景観保存事業に対する理解を得る。そ
れと同時に、住民の自主的なまち歩き事業のガイ
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ドにも文化的景観について意識してもらうことを図
る。また、小中学校の総合的な学習の時間の中に、
文化的景観について学ぶ機会を学校側が持てるよう
な体制を整えることを図る。これらの活動を継続す
ることにより、文化的景観が持つ価値が、地元住民
の誇りであるとともに、温泉資源と共に将来的に伝
えていくべき「かけがえのないもの」という保護意
識を啓発できるよう取り組む。

／出典：『文化的景観　別府の湯けむり景観保存計
画』（平成24年 3月、別府市）、抜粋、一部修正
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図 15-10　重要な構成要素の個別記載（「山地獄」の例）
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表 15-1　景観構成要素一覧
構成要素 概要詳細

鉄輪温泉地区

建造物

共同浴場

蒸し湯

古くから住民に使用されてきた。

渋の湯
地獄原温泉
上人の湯
筋湯
谷の湯
熱の湯

旅館（建物） 冨士屋旅館 国登録有形文化財として、当時の姿を保っている。
誠天閣 休業中であるが、建物は当時の姿を保っている。

旅館 温泉旅館として、原風景形成期から景観を形成し
ており、古い建物様式を保つものである。その一
方でターゲットとする客層の変化などに応じた改
装を行い、外観を変化させているものがある。

貸間旅館
＜現在まで継続して営業中のもの＞
商店跡 元の安楽屋 湯治場としての機能を考える上で有機的な関連が

ある。診療所跡（鉄輪、熱の湯付近）
小売商店 湯治場に伴う生業を象徴する要素である。食堂・飲食店

寺社

温泉山永福寺 鉄輪温泉湯浴み祭の舞台となる。温泉神社
湯乃徳稲荷 以前の温泉神社の場所に新しく御稲荷様を祀る。

西福寺 江戸時代に福田寺の草庵があり、西念寺に寄進さ
れ、本堂焼失後現在は新寺として建てられる。

外構 石垣 「別府石」を用いて作られる。

工作物

温泉遺構

渋の湯滝遺跡

温泉地ならではの遺構である。洗濯場跡
蒸し湯跡
熱の湯湯元跡

碑

元湯跡石碑 場所を象徴する要素である。永福寺再興之碑
大谷光瑞氏碑 療養のため別府に滞在した大谷光瑞の足跡を象徴

する要素である。光瑞上人五十回忌記念碑

その他工作物 「渡辺医院」石門
＜吉賀循環器・内科前＞

湯治場としての機能を考える上で有機的な関連が
ある。

石造物

地蔵・薬師像 湯治場に伴う信仰を象徴する。
国東塔＜白池地獄内＞ 観光の目玉として創業者が外部から持ち込んで庭

園を形成した。県指定有形文化財である。向原石幢＜白池地獄内＞

石塔＜神和苑内＞ 旧九条邸別邸にあったもの。在地の石造物として、
庭園を形成する。

地獄釜 古くから住民に利用されてきた。

道路
工作物

 その他工作物 いでゆ坂アーチ 場所を象徴する要素であるが、形状が変化してい
る。

「別府石」の石畳 冨士屋旅館前 「下駄の音が似合う湯治場」に欠かせない要素で
ある。

道・路地 生活道路や付随する側溝から湯けむりが立ち上が
り、別府独特な景観を象徴している。

観光施設

地獄

鬼石坊主地獄

観光業の発達に伴い、目玉として利用されている。
鬼山地獄
かまど地獄
山地獄
金龍地獄

海地獄 約 1,200 年前に鶴見岳の爆発によりできたと伝え
られる。＜名勝指定＞

白池地獄 掘削され、見物客を集めることで観光業に貢献す
る。＜名勝指定＞

鉄輪地獄
＜現在の陽光荘＞ 地獄めぐりのコースに含まれて観光業に資した

が、源泉の枯渇により消失した。十万地獄
雷園地獄 源泉の枯渇により消失した。
ひょうたん温泉 観光業の発達に伴い、目玉として造られた。
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温泉観光施設 ヤングセンター 芝居小屋から発展して、温泉地で芝居を見学する
という近代温泉観光地のスタイルを形作る。

神和苑庭園 観光の目玉として創業者が庭園を形成した。

地形 河川 平田川
高温排水の流入により、川面から湯けむりが上が
る独特な景観を生み出す。また、かつて蒸し湯に
用いるセキショウが採れていたが、護岸工事によ
り植生環境が失われる。

植生

植物群落

鉄輪のスダジイ群落 過去の植生の痕跡を示し、斜面崩落防止等の防災
上の役目も果たしている。鉄輪のタブノキ群落

鉄輪のアカガシ
＜湯乃徳稲荷周辺＞

市街地の中の貴重な緑である。
樹木

ホルトノキ＜大谷公園＞
クスノキ＜永福寺＞
イチョウ
＜みなとやの裏＞
ブーゲンビリア
＜大黒屋＞
ウスギモクセイ
＜冨士屋旅館＞

水・温泉
資源

気液分離装置＜タンク＞ 1基は、1910～1949年に上総掘りで掘削された後、
ボーリング技術の発達により維持されている。

掘削泉 観光業の発達に伴う掘削により出現した要素であ
る。

湯けむり 観光業の発達に伴う掘削により出現し、景観を象
徴する要素である。

地熱、温泉熱 別府の温泉を生み出す源として必要不可欠であ
る。

温泉水 温泉利用に欠かせない要素である。

街区 自治会街区

井田1組

生活・生業上の地域的な単位となっている。

井田2組
井田 3組
井田 4組
井田 5組
風呂本 1組
風呂本 2組
風呂本 3組
風呂本 4組
風呂本 5組
風呂本 6組
鉄輪上 1組
鉄輪上 2組
鉄輪上 3組
鉄輪上 5組
鉄輪東 6組
鉄輪東 10組－ 1
御幸 1組
御幸 2組
御幸 3組
御幸 4組
御幸 5組－ 1
御幸 5組－ 2
御幸 6組
御幸 7組
北中 1組
北中 2組
北中 3組

明礬温泉地区
湯の花組合事務所跡＜倉庫に転用＞ － 明礬地区の産業を象徴する要素である。

板張り・鎧張りの建物群 －
酸性の強い噴気により、劣化する建物をメンテナ
ンスしやすいよう対処した結果見られる要素であ
る。

共同浴場
神井泉

古くから住民に利用されてきている。地蔵泉
鶴寿泉
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建造物 旅館
＜6件＞ 温泉旅館として原風景形成期から景観を形成して

いるが、建物自体は大半が大火の後建て替えられ
ている。元旅館2件

商店 阿部商店 湯治場に伴う生業を象徴する要素である。

売店・食堂 岡本屋商店 国道整備後の地区の生業を象徴する要素である。脇屋商会
公民館 かつて神社だったものを転用している。

外構 石垣 「別府石」を用いて作られ、隙間から洩れる湯け
むりは独特のものがある。

橋 明礬大橋 温泉や周囲の景観に配慮して建造され、景観を形
成する。

工作物

湯の花小屋
明礬地区の産業を象徴する要素である。その他工作物 湯の花製造所の石製門

碑 湯の花組合創立記念碑
瀧蒸浴場施設記念碑 生活や生業を象徴する要素である。

温泉遺構 地蔵泉滝湯跡 温泉地ならではの遺構である。薬師湯滝湯跡
石造物 地獄・薬師像 湯治場に伴う信仰を象徴する要素である。
地獄釜 古くから住民に利用されてきている。

その他工作物 明礬停留所石柱 停留所の開設に伴い設けられたが、形態が変化し
ている。

道路 道・路他 生活道路や付随する側溝から湯けむりが立ち上
り、別府独特な景観を象徴している。

観光施設 地獄 明礬地獄 観光業の発達に伴い、目玉として利用されている。

地形 河川 平田川 高温排水の流入により、川面から湯けむりが上が
る独特な景観を生み出す。明礬川

植生 植物群落 ケツクシテンツキ群落
環境省のレッドリストに絶滅危惧Ⅱ類として登録
される（ツクシテンツキとして）。硫黄分を多く
含む噴気により植物が生えないことで生息する。

水・温泉
資源

掘削泉 観光業の発達に伴う掘削により出現した要素であ
る。

気液分離装置＜タンク＞ 1886 ～ 1936 年に上総掘りで掘削された後、ボー
リング技術の発達により維持されている。

湯けむり 観光業の発達に伴う掘削により出現し、景観を象
徴する要素である。

地熱、温泉熱 別府の温泉を生み出す源として不可欠である。
温泉水 温泉利用に欠かせない要素である。

無形 明礬製造→湯の花製造技術 明礬地区の産業を象徴する要素である。

街区 自治会街区

明礬1組

生活・生業上の地域的な単位となっている。

明礬2組
明礬 3組
明礬 4組
明礬 6組
明礬 7組

　　重要な構成要素
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図 15-11　重要な構成要素位置図（明礬温泉地区）
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表 15-2　重要な構成要素の現状変更等の行為に関する文化庁長官宛の届出範囲
重要な構成要素

詳細 事前届出の必要な行為の範囲
鉄輪温泉地区

共同浴場

蒸し湯

建て替え、外観の変更、用途変更、増築、撤去、休廃業時、滅失、
き損（通常の管理を除く）

渋の湯
地獄原温泉
上人の湯
筋湯
谷の湯
熱の湯

旅館（建物） 冨士屋旅館（建物）
建て替え、外観の変更、増築、撤去、滅失、き損（通常の管理
を除く）誠天閣（建物）

商店跡 元の安楽屋

寺社 温泉山永福寺 建て替え、外観の変更、用途変更、増築、撤去、滅失、き損
（通常の管理を除く）温泉神社

温泉遺構

渋の湯滝遺跡

建て替え、外観の変更、撤去時、滅失、き損（通常の管理を除く）

洗濯場跡
蒸し湯跡
熱の湯湯本跡
元湯跡石碑

碑 永福寺再興之碑
その他工作物 「渡辺医院」石門
「別府石」の石畳 冨士屋旅館前 改修・拡幅その他工事、滅失、き損（通常の管理を除く）

地獄

鬼石坊主地獄

休廃業時、及び休廃業後の開業時、滅失、き損

鬼山地獄
かまど地獄
山地獄
海地獄
白池地獄

樹木 ウスギモクセイ＜冨士屋旅館＞ 伐採、移設、滅失、き損（通常の管理を除く）

自治会街区

井田1組

表 15－ 3参照

井田 2組
井田 3組
井田 4組
井田 5組
風呂本 1組
風呂本 2組
風呂本 3組
風呂本 4組
風呂本 5組
風呂本 6組
鉄輪上 1組
鉄輪上 2組
鉄輪上 3組
鉄輪上 5組
鉄輪東 6組
鉄輪東 10組－ 1
御幸 1組
御幸 2組
御幸 3組
御幸 4組
御幸 5組－ 1
御幸 5組－ 2
御幸 6組
御幸 7組
北中 1組
北中 2組
北中 3組

明礬温泉地区
湯の花組合事務所跡 ＜倉庫に転用＞ 建て替え、外観の変更、増築、撤去、滅失、き損（通常の管理

を除く）板張り・鎧張りの建物群 －
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共同浴場
神井泉

建て替え、外観の変更、用途変更、増築、撤去、休廃業時、滅失、
き損（通常の管理を除く）地蔵泉

鶴寿泉
その他工作物 湯の花製作所の石製門

建て替え、外観の変更、撤去時、滅失、き損（通常の管理を除く）碑 瀧蒸浴場施設記念碑
湯の花組合創立記念日

温泉遺構 地蔵泉滝湯跡
薬師湯滝湯跡

湯の花小屋 － 建て替え（実施する場合に年 1回まとめて事前に報告）、休廃業
時、及び休廃業後の開業時、滅失、き損

自治会街区

明礬1組

表 15－ 3参照

明礬 2組
明礬 3組
明礬 4組
明礬 6組
明礬 7組

表 15-3　エリアで指定する現状変更等の行為に関する文化庁長官宛の届出範囲
構成要素

詳細 事前届出の必要な行為の範囲
鉄輪温泉地区（※1）
貸間旅館 － 建て替え、外観の変更、増築、撤去、休廃業時、及び休廃業後

の開業時、滅失、き損（通常の管理を除く）小売商店 －
外構 石垣 建て替え、外観の変更、撤去時、滅失、き損（通常の管理を除く）
地獄釜 － 使用停止時、滅失、き損（通常の管理を除く）
道・路地 － 改修・拡幅その他工事、滅失、き損（通常の管理を除く）
気液分離装置　＜タンク＞ － 本体取り替え時、使用停止後撤去時、滅失、き損
河川 平田川 改修その他工事、滅失、き損（通常の管理を除く）

個人住宅・倉庫・車庫・休憩所
（事務所等との兼用含む） －

新築、増築（一時的なものを除く）、建て替え、外観の変更、用
途変更、滅失、き損（景観法施行令第 8条による通常の管理、
現状と同じ材料を用いた補修を除く）

集合住宅（テナント店舗等設置
を含む） －

新築、増築、建て替え、外観の変更、用途変更、滅失、き損（景
観法施行令第 8条による通常の管理、現状と同じ材料を用いた
補修を除く）

旅館・店舗・事務所（個人住宅
等との兼用含む） －

新築、増築（一時的なものを除く）、建て替え、外観の変更、用
途変更、滅失、き損（景観法施行令第 8条による通常の管理、
現状と同じ材料を用いた補修を除く）

寺社・宗教関連施設 － 新築、増築、建て替え、外観の変更、用途変更、滅失、き損（景
観法施行令第8条による通常の管理を除く）

上記以外のその他建物 －
新築、増築（一時的なものを除く）、建て替え、外観の変更、用
途変更、滅失、き損（景観法施行令第 8条による通常の管理、
現状と同じ材料を用いた補修を除く）

木竹 －
植栽、伐採、滅失、き損（景観法施行令第8条による通常の管理、
および鉄輪温泉地区重点景観計画の景観形成基準に沿うものを
除く）

工作物 － 新築・改築のうち、鉄輪温泉地区重点景観計画の届出行為に準
ずるもの、滅失、き損

明礬温泉地区（※2）

旅館 － 建て替え、増築、撤去、休廃業時、及び休廃業後の開業時、滅失、
き損

外構 石垣 建て替え、外観の変更、増築、撤去時、滅失、き損（通常の管
理を除く）

地獄釜 － 使用停止時、滅失、き損（通常の管理を除く）
道・路地 － 改修・拡幅その他工事、滅失、き損（通常の管理を除く）
気液分離装置　＜タンク＞ － 本体取り替え時、使用停止後撤去時、滅失、き損

河川 平田川 改修その他工事、滅失、き損（通常の管理を除く）明礬川

個人住宅・倉庫・車庫・休憩所
（事務所等との兼用含む） －

新築、増築（一時的なものを除く）、建て替え、外観の変更、用
途変更（景観法施行令第 8条による通常の管理、現状と同じ材
料を用いた補修を除く）

集合住宅（テナント店舗等設置
を含む） － 新築、増築、建て替え、外観の変更、用途変更（景観法施行令

第8条による通常の管理、現状と同じ材料を用いた補修を除く）

店舗・事務所（個人住宅等との
兼用含む）

新築、増築（一時的なものを除く）、建て替え、外観の変更、用
途変更（景観法施行令第 8条による通常の管理、現状と同じ材
料を用いた補修を除く）



15  別府の湯けむり・温泉地景観　　229

寺社・宗教関連施設 新築、増築、建て替え、外観の変更、用途変更（景観法施行令
第8条による通常の管理を除く）

上記以外のその他建物
新築、増築（一時的なものを除く）、建て替え、外観の変更、用
途変更（景観法施行令第 8条による通常の管理、現状と同じ材
料を用いた補修を除く）

木竹
植栽、伐採（景観法施行令第 8条による通常の管理、および風
致地区内における建築等の規則に関する条例に準じるものを除
く）

工作物 新築・改築のうち、風致地区内における建築等の規制に関する
条例の届出行為に準ずるもの

開発行為 宅地・公園その他の造成
※1　開発行為・土石類の採取・形状変更については、鉄輪温泉地区重点景観計画に準じる。（風致地区については、風致地区

内における建築等の規則に関する条例に準じる）
※ 2  土石類の採取・形状変更については、県条例（風致地区内における建築等の規制に関する条例）に準じる。＜高さ 1.5m

を超える法の切土または盛土を伴うもの＞
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大分県国
くにさき

東半島の西部に位置する田染荘は、中世の宇
うさはちまんぐう

佐八幡宮の荘園に起源をもつ農村地帯として知られ
る。その中でも小崎は、西方の華

はながだけ

岳（標高 593 ｍ）の山域から盆地へと達した小崎川が、左右に河岸段丘を
形成しつつ蛇行し、東方の岩塊から成る丘陵に行く手を阻まれて北へと流れの方向を変える地点に当たる。
森林の樹間に岩塊が垣間見える山域に四周を囲まれ、川の両岸の緩やかな沖積地に広がる農地、河岸段丘上
に展開する一塊の集落から成り、荘園の名残を示す用水・地名などとともに、国東地方の農耕・居住に関す
る良好な文化的景観を形成している。
古代には、国東半島の中心に位置する両

ふたごさん

子山から四方に延びる谷筋に沿って六
ろくごう

郷と呼ばれる 6つの郷村が
形成され、そのうち半島の西側に当たる田

たしぶごう

染郷には11世紀前半に田染荘の村落および農地が拓かれた。その後、
田染荘は宇佐八幡宮の「本

ほんみしょうじゅうはちかしょ

御荘十八箇所」と呼ばれる荘園の一つとして重視され、田染氏を名乗る神官の子
孫が代々支配するようになった。
小崎は田染荘を構成した村落・農地の一つで、史料・絵図に残る村落名・地名・屋敷名などと現地に遺存

する地名・集落地割・屋敷地割・水路・井
いせき

堰等との照合により、14 世紀前半から 15 世紀における耕地・村落
の基本形態が現在の土地利用形態にほぼ継承されている点で貴重である。
中世の段階では、山裾に近い沖積地を中心に天水による農地の開発が始まり、やがて小崎川に設けられた

井堰・用水路により農地は拡大していった。『正和四年（1315）六月日沙
しゃみみょうがくはいぶんじょう

弥妙覚配分状』（以下「正和四年配分状」
という）に見える「アカサコ」、「アマビキ」などの水田名は、小崎川左岸に当たる現在の赤

あかさこ

迫地区の中でも、
山裾の天水に係る湿田と今もその近辺に残る雨

あまびきしゃ

引社との関係は、井堰および用水路の導入以前の天水による
古い潅漑形態が水源を祀る鎮

ちんじゅ

守と深い結び付きをもっていたことを示している。小崎川上流に空
うつぎいけ

木池が造成
された近世以降には水量の安定的確保が可能となり、井堰および用水路の発達とも相まって、水田は沖積地
の全域に広がった。
小崎の集落は、小崎川が東から北へと流れの方向を変える左岸域の河岸段丘上に位置する。集落の中心に

位置する延
えんじゅじ

寿寺境内には「宇佐（田染）栄
ひでただ

忠　應仁貳歳（1468）」の刻字が残る石殿が残されているほか、北
辺と西南隅部に豪壮な土塁の遺構が残されていることから、田染氏の小

おざきのとりで

崎堡（小崎城）の遺跡と推定されて
いる。『正和四年配分状』には「尾崎屋敷」、「飯塚屋敷」、「為

ためのぶ

延屋敷」、「かどのやしき」などの屋敷名が見え、

田染荘小崎の
農村景観

別府

中津

16  田染荘小崎の農村景観
大分県豊後高田市

図 16-1　「田染荘小崎の農村景観」の位置 図 16-2　中世の土地利用を受け継ぐ水田景観

重要文化的景観の概要
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現在の農家の屋号や石造の小祠・五輪塔の刻字などと一致するものもある。屋敷の地割のみならず、道路地割・
石造物・墓などにも近世初頭から中世にまで遡るものが見られる。小崎川を挟んで岩塊の露出する対岸の山
域には、六郷山信仰にかかわる一群の石仏が安置された巌窟があり、山林に囲まれた小崎の集落および水田
を前景に日の入りと日の出の光景を望めることから、夕

ゆうひ い わ や

日岩屋・朝
あさひ い わ や

日岩屋と呼ばれている。
小崎では、水田の維持管理に関する伝統的行事や水利慣行なども継承されてきた。その結果、集落・水田

および周辺区域にはホタル類・トンボ類・サンショウウオ類などの多様な生物が生息し、神社の境内林には
常緑広葉樹林の極盛相とされるコジイ・スダジイ群落が残されるなど、生活・営農活動を通じて人間が自然
環境と共生し続けてきたことを示している。平成 11 年に水田地割の保存に配慮した緩やかな農地基盤改善事
業が行われ、その後、水田オーナー制度のもとに住民による文化的景観の保存活用事業が進められているこ
とから、農地としての将来的な土地利用形態の維持にも期待がもてる。
このように、田染荘小崎は、中世における宇佐八幡宮の荘園に起源をもち、当時の土地利用の在り方を明

瞭に残すのみならず、国東地方の中山間地における盆地の地形とも調和しつつ、近世から近現代に至るまで
この地方で継続的に営まれてきた典型的・代表的な農村の土地利用形態を表す文化的景観であり、わが国民
の基盤的な生活または生業を理解する上で欠くことのできないものであることから、重要文化的景観に選定
して保護を図ろうとするものである。／出典 :『月刊文化財』第 564 号、一部修正

図 16-3　農地の拡大を可能にした堰（上ノイゼ） 図 16-4　集落の日の出を見守る朝日岩屋
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田染荘小崎の農村景観保存計画

序章
第1節　位置と対象範囲
　（前略）
田染荘小崎地区は、田染荘の中でも中世からの景観
が色濃く残る集落であり、市中心部を流れる桂川の
支流小崎川の中上流域にあたり、市内中心部から東
南に9kmの距離に位置している。（中略）
　今回の景観保存調査区域及び保存計画区域を、現
在の住居表示で、田染小崎全域と二宮八幡社・朝日
観音・長野観音寺などを含む田染真中の一部の約
615haとした。
　保存計画区域のうち、良好な形状で残る水田景観
や集落景観、山岳景観を有する区域であり、国土調
査が終了している約 92ha を重要文化的景観選定申
出範囲とする。
第2節　目的
　本計画は、小崎村絵図に記された水田や山岳など
の自然や寺社など貴重な文化的景観を、良好に保存
管理し、田越し灌漑などの水利システムを維持しつ
つ日々の営みが継続されている「田染荘小崎」の文
化的景観を保存・活用し、後世に継承することを目
的とし、豊後高田市における文化的景観の保護の基
本方針を定め、広く文化向上に寄与しようとするも
のである。
　（後略）
第3節　景観保存の経緯と重要文化的景観
　（略）

第Ⅱ部　文化的景観保存計画
第1章　基本方針
第1節　田染荘小崎の現状
　田染荘小崎は、烏帽子岳や小崎川、周辺に点在す
る岩峰など自然豊かで、中世より受け継がれてきた
農村の美しい景観を有している区域である。
　しかし、近年はほ場整備等により機械化による生
産性の向上が図られる一方で、農業の低迷、農業後
継者不足、就農者の高齢化といった問題が顕著化し
ている。そのような中、本地域は、地域景観の文化
的価値をいち早く認識し、ほ場整備を行なわず住民
を中心にその保全、継承のための活動を行なってき
た地域である。（中略）

　本地域では法指定以前の2000年からその価値を認
識し、文化的景観を保全するため農林水産省の補助
事業である「田園空間整備事業」を導入し、いち早
くその景観の保全と農業維持のための施設整備（水
路、農道等）に取り組み、地域住民と一体となった
保全活動を行なっている。
第2節　文化的景観の保全に関する基本方針　
①地割りに沿った土地利用の継続
　田染荘小崎の文化的景観を構成する要素は、昔か
ら受け継がれ変化していない農地並びに集落の地割
りがある。特に、農地においては、自然の地形を利
用した水田、その水田に伴う道路、水路、かんがい
システムなどにその価値が見出される。
　伝統的な農業、農村の景観的特性を保全し、後世
へ継承するために、その土地利用を継続していくも
のとする。
②水田の開発、集落の歴史的変遷を伝える景観構成
要素の保存と管理

　田染荘小崎は、絵図に示される水田の地割りや史
料に示される集落の屋号などを始め、社寺や石造物、
伝統・文化・風習などを現在に伝える荘園村落とし
ての開発の歴史や変遷を示す景観構成要素の保存・
管理を行なっていく。
③自然環境の保全
　本地域には、独特の景観を有する岩峰や多様な動
植物の生息が確認されている。美しい農村景観はこ
れらの自然が保全されて始めて、その美しさを訪れ
る人々に提供することが可能となる。自然を守るこ
とで本地区の景観を維持し、後世に伝えていくもの
とする。
④地域活性化へ向けた新たな住民活動と活性化の実
現

　本地域の文化財的価値を多くの人々に伝え継承し
ていくためには、農業を継続し、地域を活性化させ
そこに人々が集うよう取り組んでいく必要がある。
常に新しい視点から、地域内外の住民活動を活発化
させ、地域の活性化に取り組んでいく。
⑤運営体制の整備
　上記の各種方針の実現に向け、地区住民、地区外
住民、行政、専門家等が一体となって取り組む体制
を整備する。
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図 16-5　重要文化的景観選定範囲図

第2章　土地利用の方針　
　田染荘小崎の文化的景観の保存は、現在の水田及
び集落の地割りを継続した、土地利用を行なってい
くことを基本とする。このため、農地景観区域、集
落景観区域、山岳景観区域に区分し、その保存管理
方針を示し、所有者並びに関係者が協力してこれに

努めることとする。
第1節　農地景観区域
　（前略）
　今後、中世から受け継がれてきた農地や水路、道
路の形状、水利システムを継承していくことを基本
とする。
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　（表 16－ 1参照）
第2節　集落景観区域
　（前略）
今後も、その敷地の形状を継承していくことを基本
とする。
　（表 16－ 2参照）
第3節　山岳景観区域　
　（前略）
山林の形状や植生、里山の保全・復元をはかり、現
在の景観を継承していく。
　（表 16－ 3参照）
第3章　規制行為　
第1節　土地利用規制法等による行為規制の一覧
　（略）
第2節　景観法に基づく景観計画による規制　
　（略）
第3節　重要文化的景観の現状変更等の取扱基準
　（前略）
現状変更等の届出の対象となる要素とその内容につ

いて、表16－ 4で整理する。
　（付表一部略）
第4節　重要文化的景観の形成に重要な家屋　
1　重要建物（重要文化的景観を形成する重要な家
屋）の基本的考え方

　（前略）
重要建物（重要文化的景観を形成する重要な家屋）
を特定するにあたっては、田染荘小崎固有の意匠・
構造を持ち、伝統的な居住形態を示す、まとまりと
なって存在する主屋・蔵・馬屋・付属屋等からなる
木造の農家建築であることを条件とする。
　（後略）
　（図16－ 6参照）
2　重要建物（重要文化的景観を形成する重要な家
屋）の特定

　文化庁長官への現状変更行為の届出が必要なもの
として、景観的特性の観点から以下の物件を特定し
た。
　（表16－ 5参照）

表 16-1　農村景観区域における保存管理の方針
農地景観区域の特徴 保存管理の方針

・自然の地形に沿って形成された水田はその開
発の歴史を示しているとされる。
・水源から各ほ場へは、その高低差を利用した
水路（用排兼用水路）があり、田越しかんが
いなど昔ながらの水利システムが現存する。
・転作などにより一部作付けが行なわれていな
いほ場があるが、山間部の谷地帯にも、まと
まりがある水田が残されている。
・水路並びに農道は農業を継続しやすい整備が
なされている。

【水田】
・現状のかんがいシステムを維持した水田耕作の継続を図る。
・水田耕作を基本として、基本的には新たな畦畔をいれないこととし、現
状の水田形状を保存するように努める。

【水路】
・田園空間整備事業により整備された水路などの維持管理を行い、現状地
形の保存を図る。
・周辺の草刈、堆積した土砂の排除等の管理を行なう。
【農道】
・農道の位置は、変えないことを基本とする。

表 16-2　集落景観区域における保存管理の方針
集落景観区域の特徴 保存管理の方針

・史料に示される屋号が現在も受け継がれてい
る。
・土塁や道等により屋敷地の形状が示されてい
る。
・各屋敷の敷地内に、屋敷神が祀られている。

【屋敷地】
・基本的に、現在の地割りを継続するとともに、地割りを壊すような造成
等は行なわないよう努める。
・石垣、垣根を撤去した場合には、景観に配慮した工作物や植生（垣根）
によってその境界の復元を図る。
・家屋の増改築や新築等を行なう際には、景観に配慮するよう努める。
・木造家屋の防災管理に努める。
【道】
・村絵図に示されている道の維持管理に努める。
【土塁】
・屋敷地の形状を構成している土塁の維持に努める。
【屋敷神】
・位置の保存等適切な維持管理を行なう。

表 16-3　山岳景観区域における保存管理の方針
山岳景観区域の特徴 保存管理の方針

・岩峰が点在し、地域特有の自然景観を形成し
ている。
・現在でも信仰の対象である岩屋などがあり、
石仏や木造仏が祀られている。
・広葉樹林、イブキシモツケ－イワヒバ群落な
どの特徴ある植生を有している

【岩峰】
・すばらしい奇岩の景観保全に努める。
・現在も信仰の対象となっている岩屋周辺の環境整備に努める。
【森林】
・基本的に、大規模な開発、造成を行なわない。
・広範囲にわたる樹木の伐採を極力避ける。必要な場合は、同等の植栽を
確保する目的で植林を行なう。
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表 16-4　重要文化的景観の現状変更等の取り扱い基準
種別 行為 種別 現状変更 滅失・き損

1 家屋 阿部武則邸
（かどの屋敷） 増改築・除却 主屋・蔵・馬屋・付属屋 ○ ○

2 水田 滅失・き損 良好な形で保存されている水田 ― ○
3 里道・市道 滅失・き損 集落の区割りを構成する道 ― ○

4 用排水路 滅失・き損
中世以来の良好な水田景観を支
える水利システムとしての水路
（マブを含む）

― ○

5
堰

赤迫イゼ 滅失・き損 中世からの位置が、文献で推定
できる堰及び農村景観を形成す
る重要なもの

― ○

6 フロノモトイゼ 滅失・き損 ― ○
7
土塁

延寿寺 改修・除却 延寿寺北東・北・西・南東・南 ○ ○
8 渡辺公明家の土塁 改修・除却 渡辺公明家北 ○ ○
9 冨田澄彦家の土塁 改修・除却 冨田澄彦家北 ○ ○
10

寺社・寺社跡・
墓地等

長野観音寺跡 改修・移設・除却 石造物群、遺構等 ○ ○
11 間戸の金比羅 改修・移設・除却 金比羅等 ○ ○
12 雨引神社 改修・移設・除却 鳥居等 ○ ○
13 延寿寺 改修・移設・除却 石殿、石造物群 ○ ○
14 飯塚（田染家古墓） 改修・移設・除却 石造物群等 ○ ○
15 岩屋 朝日岩屋 改修・移設・除却 岩屋・仏像等 ○ ○
16 夕日岩屋 改修・移設・除却 岩屋・仏像等 ○ ○

第4章　保存・整備方針　
第1節　現状変更等の届出が必要な要素
　（前略）
特定するに当っては、「田染荘小崎」の文化的景観
の特性に則った要件を、それぞれの構成要素におい
て種別ごとに整理を行なった。
届出が必要な要素（家屋）の要件
　届出が必要な要素となる家屋の特定は、建物固有
の特性面から下記の基準を設定し、基準を満たすも
ののうち、建物登記簿又は課税台帳等により住所・
構造・面積・所有者等が特定でき、当該家屋の所有
者等の同意が得られるものを対象とする。
［届出が必要な家屋を特定する基準］
　・敷地内の配置が以下の配置となっているもの

敷地の北側に主屋、南側に畑もしくは庭、入
口に馬屋（粘土と石を混ぜて造る「ネルベ」
と呼ばれる壁）が配置され、他に付属屋とし
て蔵を設けていること。周囲に柿、松などの
庭木が配置されていること。

［届出が必要な要素］
　・阿部武則邸

（重要文化的景観の形成に重要な家屋）
届出が必要な要素（水田）の要件
　荘園時代から受け継がれた形状を有している水田
（水田には畦、農道が含まれる。）
　（図16－ 7、表 16－ 6参照）
届出が必要な要素（道）の要件
　集落の区割りを構成する道
　（図16－ 8、表 16－ 7参照）

届出が必要な要素（用排水路）の要件
　中世以来の良好な水田景観を支える水利システム
としての水路（マブを含む）
　（図16－ 9、表 16－ 8参照）
届出が必要な要素（堰）の要件
　中世からの位置が、文献で推定できる堰及び農村
景観を形成する重要なもの
［届出が必要な要素］
　・赤迫イゼ
　・フロノモトイゼ
届出が必要な要素（土塁）の要件
中世以来の屋敷区画の痕跡としての土塁状遺構
［届出が必要な要素］
　・延寿寺の土塁5ヶ所
　・渡辺公明家の土塁
　・冨田澄彦家の土塁
　（図16－ 10、表 16－ 9参照）
届出が必要な要素（社寺、社寺跡、墓地等）の要件
　中世以来の村落景観の遺構として重要なもの（各
遺構に付随する石造物等）
［届出が必要な要素］
　・長野観音寺跡
　・雨引社（鳥居）
　・延寿寺（石殿・石造物群）
　・間戸の金比羅
　・飯塚・田染家古墓（石造物群）
届出が必要な要素（岩屋）の要件
　中世以来の間戸岩屋を構成する岩屋の中で現在も
信仰の対象となっている岩屋等（各岩屋に付随する
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石仏・木造仏を含む）
［届出が必要な要素］
　・朝日岩屋
　・夕日岩屋
第2節　景観を構成する要素の整備・活用　
　整備に関しては、現状の景観保全並びにその活用
を推進するために、文化的価値や景観に配慮しつつ
必要最小限の整備を行なうことを基本とする。また、
活用に関しては、来訪者が文化的景観を肌で感じ、
その資産の重要性を認識させられるよう活用するこ
とを基本とする。
1　整備に関する基本的考え方　
　（前略）
・重要な景観構成要素は、基本的に現状維持（保全）
することを基本とし、整備を必要とする場合は、
文化的景観の価値を守り伝えることに配慮して整
備を行なう。

・既存の植生や生態系に配慮した整備を行なう。
・交流に必要な施設の整備を行なう場合には、文化
的景観の土地利用に影響を与えないように配慮し、
適切な位置、規模となるようにする。
2　活用に関する基本的考え方　
　（前略）
・地域の活性化に資する活用となるよう配慮する。
・地域の歴史的価値が来訪者に理解してもらえるよ
う学術的な資料等を提示し来訪者が興味を持つよ
う資源の活用を図る。

・来訪者の歴史や自然、農業の学習の場として活用
する。

・地域内外の住民の交流の場として活用する。
第5章　運営及び体制整備　
　（前略）
　文化的景観の保存管理・整備活用に必要な体制は、
景観計画に示された内容のものと、地域住民を主体
とした活動団体の組織化を図った上で、技術的支
援、・人的支援・財政支援に対する輪を広げ、運営
体制を確立していくことを目指す。
第1節　保存管理体制　
　豊後高田市では、文化的景観の保存管理体制とし
て、地域の運営主体と連携したり、NPO活動団体等
を育成、支援しつつ下記の項目に対する検討を進め
ることとする。
・住民と行政連携
・多大な労力を要する営農や農業施設の維持管理作
業に対する支援

・山林や農地など所有者による維持管理が困難な場
合の人的支援

・集落営農組織の結成や組織による営農の継続
・Iターン、Uターン、定年帰農者等の募集により、
地区の農林業の振興に関する方法等
第2節　活用体制
　今後の増加することが予想される来訪者に対し、
現地案内ガイドの育成が必要である。
　現地ガイドについては、地区住民を中心として育
成をはかるものとするが、併せて、既存の活動組織
の協力・交流を図りながらボランティアガイドの育
成と支援等へも取り組む。
・ボランティアガイド等による資源の活用
・観光等他産業との連携による活用
・来訪者の文化的景観保全の必要性への理解の促進
のための活用

・グリーンツーリズム等への活用
・情報発信による地域ＰＲへの活用

／出典：『田染荘小崎文化的景観保存計画』（平成 22
年 4月、豊後高田市教育委員会）、抜粋、一部修正
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図 16-6　重要文化的景観の形成に重要な家屋の配置

表 16-5　重要建物に特定された建物
種別 家屋（主屋・蔵・馬屋・付属屋）
所有者又は管理者 阿部武則
所在地 大分県豊後高田市田染小崎2083番地
建築年代 明治後期
構造及び形式 和小屋瓦葺・切妻造平入

特徴・評価

台薗地区の中心部分に位置し、カド
の屋敷とよばれている。
■配置
　主屋は、切妻造平入である。敷地
の北側に位置し、東側には蔵。蔵の
南には馬屋がある。敷地の西側には、
いくつかの祠が残されている。敷地
の南側は庭と畑で南端にはハナモモ
が、敷地全体には柿、松を中心に植
えられている。
■平面
　玄関をドマに設けている。平面の
表側には、ザシキ、ヒロマ、オク側
にナンド、ナイショの四ツ間取で、
表側には縁側が付く。
■構造
　主屋は、和小屋瓦葺きであるが、
梁上に合掌尻の痕跡があり、当初は
合掌を組む茅葺きであったことが明
らかである。大黒柱には欅材を使用
し、それ以外の柱には杉材が使用さ
れている。
　馬屋はネルベという粘土と石を混
ぜた耐久性のある壁を使用してい
る。また当初の屋根は茅葺きであっ
た。
■建立年代
　2階が十分に発達していないとい
うことや、その釘に洋釘を使ってい
ることから明治後期と考えられる。
馬屋の建立年代は、聞き取り調査や
形式から江戸時代まで遡るものと推
測される。

表 16-6　届出が必要な要素（水田）一覧
番号 地番 大字名 小字名 現況地籍
1 2010 田染小崎 六郎園 190
2 2012 田染小崎 六郎園 337
3 2028 田染小崎 六郎園 400
4 2047－ 1 田染小崎 上ノ原 136
5 2049－ 1 田染小崎 上ノ原 43
6 2072－ 1 田染小崎 上ノ原 514
7 2088－ 1 田染小崎 上ノ原 527
8 2090－ 1 田染小崎 上ノ原 583
9 2112 田染小崎 上ノ原 909
10 2118－ 1 田染小崎 上ノ原 469
11 2137－ 1 田染小崎 上ノ原 552
12 2138－ 1 田染小崎 上ノ原 552
13 2141－ 1 田染小崎 上ノ原 1497
14 2259－ 1 田染小崎 竹ノ下 401
15 2259－ 2 田染小崎 竹ノ下 396
16 2260－ 1 田染小崎 竹ノ下 365
17 2261－ 1 田染小崎 竹ノ下 1461
18 2262－ 1 田染小崎 竹ノ下 1274
19 2263－ 1 田染小崎 竹ノ下 57
20 2274－ 1 田染小崎 竹ノ下 204
21 2275－ 1 田染小崎 竹ノ下 392
22 2276－ 1 田染小崎 竹ノ下 718
23 2277－ 1 田染小崎 竹ノ下 198
24 2278－ 1 田染小崎 竹ノ下 36
25 2447－ 1 田染小崎 池ノ内 270
26 2448－ 1 田染小崎 池ノ内 245
27 2450－ 1 田染小崎 池ノ内 762
28 2454－ 1 田染小崎 池ノ内 590
29 2455－ 1 田染小崎 池ノ内 1031
30 2456－ 1 田染小崎 池ノ内 14
31 2458－ 1 田染小崎 池ノ内 244
32 2458－ 3 田染小崎 池ノ内 61
33 2459－ 1 田染小崎 池ノ内 377
34 2459－ 2 田染小崎 池ノ内 105
35 2460 田染小崎 池ノ内 942
36 2461－ 1 田染小崎 池ノ内 420
37 2462－ 1 田染小崎 池ノ内 1118
38 2464－ 1 田染小崎 池ノ内 1967
39 2465－ 1 田染小崎 池ノ内 88
40 2471－ 1 田染小崎 下山 1524
41 2473－ 1 田染小崎 下山 1364
42 2475－ 1 田染小崎 下山 367
43 2478－ 1 田染小崎 下山 1143
44 2479－ 1 田染小崎 下山 28
45 2480 田染小崎 下山 261
46 2484－ 1 田染小崎 下山 1137
47 2485－ 1 田染小崎 下山 1959
48 2486－ 1 田染小崎 下山 453
49 2487－ 1 田染小崎 下山 536
50 2488－ 1 田染小崎 下山 1393
51 2489－ 1 田染小崎 下山 711
52 2490－ 1 田染小崎 下山 562
53 2491－ 1 田染小崎 下山 51
54 2492－ 1 田染小崎 下山 783
55 2493－ 1 田染小崎 下山 456
56 2494－ 1 田染小崎 下山 937
57 2496－ 1 田染小崎 下山 709
58 2498－ 1 田染小崎 下山 1277
59 2499－ 1 田染小崎 下山 239
60 2500－ 1 田染小崎 下山 1145
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61 2500－ 2 田染小崎 下山 537
62 2501－ 1 田染小崎 下山 488
63 2504－ 1 田染小崎 下山 487
64 2504－ 3 田染小崎 下山 798
65 2505－ 1 田染小崎 下山 1032
66 2506－ 1 田染小崎 下山 597
67 2508－ 1 田染小崎 下山 1349
68 2529－ 1 田染小崎 下山 498
69 2529－ 5 田染小崎 下山 51
70 2551－ 1 田染小崎 下山 856
71 2552－ 1 田染小崎 下山 74
72 2553－ 1 田染小崎 下山 915
73 2554－ 1 田染小崎 下山 913
74 2555－ 1 田染小崎 下山 287
75 2556－ 1 田染小崎 下山 439
76 2557－ 1 田染小崎 下山 497
77 2558－ 1 田染小崎 下山 1054
78 2559－ 1 田染小崎 下山 660
79 2560－ 1 田染小崎 下山 332
80 2563－ 1 田染小崎 下山 593
81 2564－ 1 田染小崎 下山 1199
82 2565－ 1 田染小崎 下山 317
83 2566－ 1 田染小崎 下山 690
84 2567－ 1 田染小崎 下山 595
85 2568－ 1 田染小崎 下山 552
86 2571－ 2 田染小崎 下山 357
87 2572－ 1 田染小崎 下山 161
88 2573－ 1 田染小崎 下山 372
89 2573－ 2 田染小崎 下山 159
90 2573－ 3 田染小崎 下山 61
91 2574－ 1 田染小崎 下山 178
92 2575－ 1 田染小崎 下山 858
93 2576－ 1 田染小崎 下山 120
94 2577－ 1 田染小崎 下山 241
95 2578－ 1 田染小崎 下山 1058
96 2579－ 1 田染小崎 下山 450
97 2580－ 1 田染小崎 下山 1492
98 2582－ 1 田染小崎 下山 1309
99 2585－ 1 田染小崎 下山 1659
100 2586－ 1 田染小崎 下山 1002
101 2587－ 1 田染小崎 下山 1618
102 2592－ 1 田染小崎 原 575
103 2595－ 1 田染小崎 原 240
104 2600－ 1 田染小崎 原 1172
105 2601－ 1 田染小崎 原 1389
106 2602－ 1 田染小崎 原 1021
107 2603－ 1 田染小崎 原 355
108 2605－ 1 田染小崎 原 1081
109 2607－ 1 田染小崎 原 148
110 2608－ 1 田染小崎 原 1450
111 2609－ 1 田染小崎 原 783
112 2609－ 2 田染小崎 原 373
113 2610－ 1 田染小崎 原 279
114 2611－ 1 田染小崎 原 1104
115 2612－ 1 田染小崎 原 1366
116 2613－ 1 田染小崎 原 473
117 2613－ 2 田染小崎 原 127
118 2614－ 1 田染小崎 原 668
119 2615－ 1 田染小崎 原 168
120 2616－ 1 田染小崎 原 524
121 2617－ 1 田染小崎 原 658
122 2618－ 1 田染小崎 原 84

123 2618－ 3 田染小崎 原 168
124 2619－ 1 田染小崎 原 277
125 2620－ 1 田染小崎 原 733
126 2621－ 1 田染小崎 原 432
127 2622－ 1 田染小崎 原 1101
128 2624－ 1 田染小崎 原 1537
129 2627 田染小崎 原 1398
130 2628－ 2 田染小崎 原 677
131 2629－ 1 田染小崎 原 262
132 2630－ 1 田染小崎 原 1167
133 2634 田染小崎 原 122
134 2635－ 1 田染小崎 原 505
135 2636－ 1 田染小崎 原 870
136 2637－ 1 田染小崎 原 112
137 2638－ 1 田染小崎 原 110
138 2639－ 1 田染小崎 原 94
139 2640－ 1 田染小崎 原 138
140 2641－ 1 田染小崎 原 1248
141 2642－ 1 田染小崎 原 144
142 2642－ 2 田染小崎 原 37
143 2645－ 1 田染小崎 原 181
144 2646－ 1 田染小崎 原 826
145 2647－ 1 田染小崎 原 727
146 2648－ 1 田染小崎 原 183
147 2649－ 1 田染小崎 原 238
148 2650－ 1 田染小崎 原 467
149 2621 田染小崎 原 895
150 2652－ 1 田染小崎 原 424
151 2652－ 2 田染小崎 原 291
152 2653－ 1 田染小崎 原 1317
153 2654 田染小崎 原 241
154 2655－ 1 田染小崎 原 949
155 2657－ 1 田染小崎 原 24
156 2658－ 1 田染小崎 原 545
157 2659 田染小崎 原 95
158 2660 田染小崎 原 46
159 2661－ 1 田染小崎 原 2108
160 2662－ 1 田染小崎 原 825
161 2663－ 1 田染小崎 原 443
162 2664－ 1 田染小崎 原 15
163 2665－ 1 田染小崎 原 189
164 2667－ 1 田染小崎 原 53
165 2668 田染小崎 原 575
166 2669 田染小崎 原 135
167 2670 田染小崎 原 42
168 2671－ 1 田染小崎 原 11
169 2672－ 1 田染小崎 原 39
170 2702－ 2 田染小崎 原 515
171 2703－ 1 田染小崎 原 400
172 2704 田染小崎 原 89
173 2711－ 1 田染小崎 原 210
174 2712 田染小崎 原 138
175 2713 田染小崎 原 128
176 2753－ 1 田染小崎 原 259
177 2754－ 1 田染小崎 原 284
178 2755 田染小崎 原 88
179 2757－ 1 田染小崎 原 6
180 2758－ 1 田染小崎 原 872
181 2759－ 1 田染小崎 原 836
182 2760－ 1 田染小崎 原 370
183 2761－ 1 田染小崎 原 444
184 2762－ 1 田染小崎 原 17



16  田染荘小崎の農村景観　　239

185 2762－ 2 田染小崎 原 66
186 2762－ 3 田染小崎 原 64
187 2763－ 1 田染小崎 原 232
188 2764－ 1 田染小崎 原 987
189 2765－ 1 田染小崎 原 1043
190 2767－ 1 田染小崎 原 1340
191 2771－ 1 田染小崎 原 345
192 2772－ 1 田染小崎 原 225
193 4876 田染小崎 赤迫 1536
194 4997－ 1 田染小崎 赤迫 243
195 4997－ 3 田染小崎 赤迫 146
196 4998－ 1 田染小崎 赤迫 726
197 4999－ 1 田染小崎 赤迫 192
198 4999－ 3 田染小崎 赤迫 117
199 5000－ 1 田染小崎 赤迫 461
200 5001－ 1 田染小崎 赤迫 381
201 5002－ 1 田染小崎 赤迫 146
202 5003－ 1 田染小崎 赤迫 481
203 5004－ 1 田染小崎 赤迫 686
204 5005－ 1 田染小崎 赤迫 575
205 5007 田染小崎 赤迫 538
206 5008－ 1 田染小崎 赤迫 671
207 5009－ 1 田染小崎 赤迫 819
208 5013－ 1 田染小崎 赤迫 592
209 5014－ 1 田染小崎 赤迫 1125
210 5015－ 1 田染小崎 赤迫 377
211 5015－ 3 田染小崎 赤迫 215
212 5016－ 1 田染小崎 赤迫 591
213 5018－ 1 田染小崎 赤迫 15
214 5020－ 1 田染小崎 赤迫 56
215 5021－ 1 田染小崎 赤迫 644
216 5022－ 1 田染小崎 赤迫 729
217 5024－ 1 田染小崎 赤迫 1514
218 5025－ 1 田染小崎 赤迫 728
219 5026－ 1 田染小崎 赤迫 706
220 5026－ 2 田染小崎 赤迫 261
221 5027－ 1 田染小崎 赤迫 1089
222 5030－ 1 田染小崎 赤迫 282

223 5031－ 1 田染小崎 赤迫 656
224 5032－ 1 田染小崎 赤迫 391
225 5033－ 1 田染小崎 赤迫 430
226 5033－ 3 田染小崎 赤迫 423
227 5034－ 1 田染小崎 赤迫 644
228 5035－ 1 田染小崎 赤迫 839
229 5036－ 1 田染小崎 赤迫 252
230 5037－ 1 田染小崎 赤迫 484
231 5038－ 1 田染小崎 赤迫 454
232 5039－ 1 田染小崎 赤迫 1458
233 5040－ 1 田染小崎 赤迫 1420
234 5042－ 1 田染小崎 赤迫 97
235 5043－ 1 田染小崎 赤迫 648
236 5043－ 2 田染小崎 赤迫 55
237 5044－ 1 田染小崎 赤迫 304
238 5045－ 1 田染小崎 赤迫 725
239 5046－ 1 田染小崎 赤迫 341
240 5047－ 1 田染小崎 赤迫 466
241 5047－ 4 田染小崎 赤迫 350
242 5048－ 1 田染小崎 赤迫 1009
243 5049－ 1 田染小崎 赤迫 284
244 5050－ 1 田染小崎 赤迫 172
245 5051－ 1 田染小崎 赤迫 545
246 5052－ 1 田染小崎 赤迫 656
247 5053－ 1 田染小崎 赤迫 1160
248 5054－ 1 田染小崎 赤迫 858
249 5055－ 1 田染小崎 赤迫 522
250 5055－ 6 田染小崎 赤迫 499
251 5056－ 1 田染小崎 赤迫 1080
252 5057－ 1 田染小崎 赤迫 648
253 5058－ 1 田染小崎 赤迫 243
254 5059－ 1 田染小崎 赤迫 352
255 5060－ 5 田染小崎 赤迫 342
256 5060－ 6 田染小崎 赤迫 454
257 5061－ 1 田染小崎 赤迫 151
258 5062－ 1 田染小崎 赤迫 1354
259 5068－ 1 田染小崎 赤迫 143
260 5071－ 1 田染小崎 赤迫 1742

表 16-7　届出が必要な要素（道）一覧
道路線長

路線番号 全長（ｍ）
① 715
② 426
③ 129
④ 114
合計 1384

図 16-8　届出が必要な要素（道）位置図
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表 16-8　水路延長一覧
水路長

水路番号 全長（ｍ）
1 97
2 63
3 465
4 374
5 23
6 46
7 93
8 150
9 18
10 158
11 120
12 262
13 228
14 376
15 100
16 167
17 33
18 92
19 325
20 74
21 77
22 209
23 39
24 11
25 175

26 225
27 81
28 21
29 487
30 12
31 43
32 67
33 108
34 153
35 12
36 123
37 33
38 63
39 41
40 167
41 38
42 30
43 180
44 42
45 511
46 154
47 204
48 164
49 82
50 77
51 144
合計 7037

図 16-9　届出が必要な要素（水路）位置図
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図 16-10　届出が必要な要素（台薗集落土塁状遺構）位置図

表 16-9　土塁一覧表

番号 所在 長さ
（m）

幅
（m）

高さ
（m）

① 延寿寺北東 15.8 2.5 1.27
② 延寿寺北 27 4 1.7
③ 延寿寺西 18.6 3 0.3
④ 延寿寺南東 17.5 3 0.3
⑤ 延寿寺南 31.5 4.5 0.84
⑥ 冨田澄彦家北 17 2 0.9
⑦ 渡辺公明家北 31 2.8 1.7
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日本の民俗学者を代表する柳
やなぎたくにお

田国男（1875 ～ 1962）の『遠野物語』には、遠野に生きる人びとの生活・生
業の実態を示し、特に自然・信仰・風習に関連する独特の文化的景観が描かれている。遠野市の北東部に位
置する荒川高原牧場は、『遠野物語』の原点をなす「馬」・「馬産」に関する代表的な景観地で、早池峰山周辺
の準平原に広がる牧草地を利用しつつ、地域の基幹産業として継続的に営まれてきた独特の放牧に関する土
地利用の在り方を示していることから、平成 20 年に重要文化的景観に選定された。
遠野の土淵山口集落は、六

ろっこうし

角牛山域に水源を発する山口川が遠野盆地へと達する山麓の緩傾斜面上に位置
し、近世以降に遠野から三陸沿岸へと通ずる街道が整備されたのに伴って発展した村落である。それは、『遠
野物語』の舞台となった「遠野」の居住の在り方を表し、重要文化的景観「遠野」を構成する景観地の代表
的な事例である。
土淵山口集落は、物語の題材となる数々の説話を柳田国男に語り伝えた佐々木喜

きぜん

善（1886 ～ 1933）の生家
が残されていることでも知られる。東南方向に標高 1,294mの六角牛山を望み、その西方に和

わ の が わ

野川および山口
川に沿って山域から盆地へと向かって谷地形が広がるいわゆる「山の口」に展開した農地を中心とする村落
である。三陸地方へと通ずる大

おおつち

槌街道および笛
ふえふきとうげ

吹峠から遠野盆地へと通ずる山口街道が出会う位置にあたり、
両街道の交通の要衝として発展した。馬による物資の運搬および人びとの往来が進み、「駄

だ ち ん づ

賃付け」などの収
入の慣習が定着するのに伴って、村落は情報交換の場として賑わうようになっていった。
土淵山口集落の居住地の周辺には、近世の畑作から近・現代の水田耕作へと変化を遂げた農地が展開し、

さらにその外縁には、木の実および茸をはじめとする食料、燃料となる薪炭材、家屋の建築用材などの調達
の場であった山野が連続する。居住地に近接するやや標高の高い位置には、かつて老人たちが終の住処とし
て共同生活を送ったとされる「デンデラ野」、囚人たちの処刑場であったとの言い伝えがある「ダンノハナ」、
薬師如来を安置した薬師堂なども点在し、遠野における居住地と里山・遠山との関係を表す典型的な景観構
造がみてとれる。
『遠野物語』に土淵山口集落が数多く登場するのは、人びとの往来および物資の運搬を通じてさまざまな
情報が集まりやすく、多くの説話・伝承、不可思議な出来事などを語り継ぐ条件に恵まれていたからである。
居住地とその周辺の随所にみられる小両・石造物・古墓、故事伝承地などは、約 100 年前の『遠野物語』の

遠野　荒川高原牧場
土淵山口集落

遠野市

盛岡市

1  遠野　荒川高原牧場　土淵山口集落
岩手県遠野市

図 1-1　「遠野　荒川高原牧場　土淵山口集落」の位置 図 1-2　集落・里山・遠山が生みだす景観

重要文化的景観の概要
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世界を表す具体的な要素であり、今なお地域の日常生活とも密接に関係しつつ、良好な環境のもとに継承さ
れている。また、土淵山口集落には、田植えの季節に薬師堂の大鳥居に祭礼の幟を立て、盆には各家の前の
庭にトウロウギを立てるなど、伝統的な遠野の習俗の景観をはじめ、冬季の干し大根・干し柿などの生活の
特質を表す景観なども継承されている。
以上の理由により、遠野の土淵山口集落を既選定の荒川高原牧場に追加選定するとともに、名称変更を行い、

遠野の文化的景観として一体の保護を図ろうとするものである。／出典 :『月刊文化財』第 593 号、一部修正

図 1-3　佐々木喜善生家を眺める山口の街道 図 1-4　ダンノハナの棺小屋前で行われる百万遍の数珠
回し
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遠野　土淵山口集落文化的景観保存計画

第1章　文化的景観の保存に向けて
1－ 1　現状
　（前略）
山口集落にある街道は、昭和 34年に仙人峠が整備
されたことによって、利用が急激に減少した。その
ため、山口集落の近代化が緩やかになり、水車、水
田群、集落がつくりだす遠野を代表する農村景観を
今に残す結果となった。
　土淵山口集落の文化的景観の特性は、『遠野物語』
の「原風景」として、『遠野物語』が対象とした近
代及びそれ以前の遠野の集落構造を留めていること
にある。
　（後略）
1－ 2　文化的景観を保護する意義
　（前略）
『遠野物語』を読み解くには、遠野という土地を理
解せずには難しい。そこで、「永遠の日本のふるさ
と遠野」を将来像に掲げる遠野市は、遠野の理解の
ために、文化的景観の保護が必要であるとして、『遠
野物語』に関連する地区を抽出し、そのうちの一つ
として、山口集落の文化的景観の保護に取り組むも
のである。
　（後略）
1－ 3　文化的景観を保護するための課題
　（前略）
『遠野物語』を通して集落内の遠野らしさを理解す
ると同時に、農業の継続や地域コミュニティの維持
が不可欠である。（中略）
　林業や農業の従事者は減少し、集落では高齢化、
人口減少、空き家増加や屋敷地の荒廃など地域活力
は低下している。増え続ける休耕地や荒廃する里山
を、地域住民だけで管理するには限界がある。
　そのため、地域住民との協働により、『遠野物語』
を語り継ぐとともに、多様な施策を組み合わせなが
ら地域づくりに取り組み、文化財としての景観の保
護に取り組むことが必要である。
1－ 4　計画策定の目的
　（前略）
遠野らしさを物語る農村集落である「遠野　土淵山
口集落」の文化的景観を保存活用し、次世代に継承
することを目的として定めるものである。

　また、遠野市では、土淵山口集落の文化的景観を
適切に保存活用するために、以下の点に留意して本
保存計画を定める。
◯薄れつつある遠野独自の生活文化について、住民
みずからが見直すきっかけづくりとすること。

◯多くの人の知恵や意見、協力を得ながら地域づく
りを実践して、地域活力を高めていくこと。

◯住民と行政が協働して取り組む“遠野スタイル”
の先駆的な事例となり、遠野を代表する農村集落
として誇りを持つこと。

　つまり、本保存計画の策定は、『遠野物語』の発
刊から 100 年が経過した集落の成り立ちを理解し、
文化財として価値づけを行いながら、これからの集
落の在り方を展望することを意図したものである。
これは、遠野市が掲げる将来像“永遠の日本のふる
さと遠野 "の実現にむけた“遠野スタイルの創造 "
の実践のひとつである。
1－ 5　計画の位置づけ
　（略）
1－ 6　計画策定に至る経過
　（略）
第2章　位置及び範囲
2－ 1　位置
　（略）
2－ 2　対象範囲
　本保存計画の対象範囲は、現在の地域共同体の基
礎的単位である行政区としての遠野市土淵町山口自
治会を中心として、構成員の所在する居住地・耕作
地と、その共同体と関係性の深い樹林地を目安に範
囲設定を行った。
　具体的には、隣の集落と接する西側は、基本的に
山口自治会の範囲までとし、大槌街道（市道山口貞
任線）は遠野市街地方面から山口集落への入口とし
て目安になる多くの石碑が設置された地点を含むよ
う設定した。また、東側は地元住民による利用が見
られる樹林地を含むよう設定した。一方、北側と南
側を囲む樹林地は、山口自治会以外の所有であるた
め対象範囲とせず、樹林地と耕作地の境界部分を基
本として設定した。
　（図1－ 5参照）
　（後略）
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2－ 3　申出の考え方
　（前略）　
平成 17年から 18年度に「遠野物語の景観」文化的
景観保存調査を実施した。その結果、重要文化的景
観の候補として、①荒川高原牧場、②早池峰山と薬
師岳、③千葉家曲り家周辺、④五百羅漢周辺、⑤山
口集落周辺の 5箇所を抽出し、第一段階から第五段
階まで段階的に詳細調査を実施していくという方向
性を提示した。
　その第一段階として選定された「荒川高原牧場」
に続く「山口集落周辺」は、このたび第二段階とし
て申出を行うものである。
　なお、第三段階以降の申出も順次検討し、『遠野
物語』の舞台となった「遠野」を総体として捉える
文化的景観の 5つの分野の代表または典型となるす
べての対象地の選定を目指すものである。
　（付図略）

第3章　保存に関する基本方針
3－ 1　保存計画の目標
　（前略）
本保存計画は、山口集落の文化的景観を住民自ら守
り伝えるような取組を定め、社会状況や環境の急激
な変化に大きく左右されることなく、山口の暮らし
を楽しみ、持続的な地域づくりを展開することを自
標とする。
　（付表略）
3－ 2　保存管理の基本方針
　（前略）
『遠野物語』の原風景を形成する、特徴的な有形・
無形の要素の一体的な保存管理に努めることを基本
方針とする。
○  2つの街道とその沿道にとどめる歴史的環境の保
全
　（略）

図 1-5　保存計画の対象範囲図
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○山と里が連続する遠野らしい集落機造の維持
　（略）
○『遠野物語』を彷彿とさせる空間の継承
　（略）
○共同管理による四季を彩る農村景観の保全
　（略）
3－ 3　整備活用の基本方針
　（前略）
文化的景観の特性をわかりやすく理解するための整
備として、文化的景観の構成要素の周辺で行われる
環境整備や、地域づくり活動を促進するために必要
な施設の整備を検討して実施する。あわせて、山口
集落の伝統行事や、薄れつつある伝統的な生活文化
の掘り起しに努め、維持継承に関わる施策に取り組
む。
　整備活用の適切な実施に向けては、専門的な調査
研究を継続的に実施しながら、住民自身が地域の文
化を学習・体験する機会を得ることで、山口らしい
持続的な地域づくりを展開できるように努める。
○ 地域づくりと連携した文化的景観の構成要素の環
境整備
　（略）
○ 遠野らしい伝統的様式や自然素材を用いた整備の
促進
　（略）
○伝統行事・伝統的活動の継承・復活
　（略）
3－ 4　管理運営の基本方針
　文化的景観の管理運営については、地域住民によ
る自ら価値を守り、自らの手で磨き高めていくよう
な仕組みづくりが必要である。そのため、行政にお
ける施策面の充実と同時に、行政、地域住民、専門
家等が協働することによって、文化的景観を活かし
た地域活性化に資するような管理運営の体制の構築
を図るものとする。
○住民主体のながめづくりの尊重
　（略）
○行政における文化的景観に関わる組織体制づくり
　（略）
第4章　保存に配慮した土地利用
4－ 1　文化的景観の地区区分と構成要素
（1）山口集落の地区区分の考え方
　（前略）　
里エリアと山エリアとの間には、河川・急傾斜が「明
確な境界」として作用している。そのため、山口集

落の住民の中には、現在でも自分たちの住む集落の
ある『里』と、ダンノハナやデンデラ野などのある
高台や山腹の「山」を異なる空間として捉える感覚
が継承されており、伝統的な土地利用を維持してい
る。
　山口集落の地形、土地利用の特徴、住民の空間認
識から、本保存計画の対象範囲を西側の「里エリア」
と東側の「山エリア」の 2つの地区に分けることが
できる。
　（図1－ 6参照、付図一部略）
（2）文化的景観の構成要素
　（略）
4－ 2　地区別の土地利用の方針
　（前略）
山口集落の山と里が連続する伝統的な景観保全に向
けて、以下に地区別の土地利用の方針を示す。
（1）里エリア
　（前略）
［耕作地］
・耕作地は農業振興地域の農用地区域に該当してお
り、今後も農地としての利用を継続する。遠野農
業振興地域整備計画等の方針に従って農地の保全・
活用を図り、遊休農地の防止に努め、文化的景観
の保存に配慮した地域の営農の取組を推進する。

・現在、中山間地域等直接支払制度や農地・水保全
管理支払交付金制度を活用し、耕作放棄地防止や
水路・畦道等農村環境の向上に関する取組等を実
施している。今後も 2つの制度の主旨を踏まえて、
農村景観保全に有効な地域ぐるみの活動を実施す
る。

・水車小屋とその周囲の農地や水路は、伝統的な生
活文化を伝える空間として位置づけ、一体的な環
境保全を図る。

［屋敷地］
・屋敷地の多くは、大槌街道（市道山口貞任線）や
山口の街道（市道山口線）に接して形成されている。
街道との境界部に形成されたイチイの生垣や草花、
自家消費用の菜畑（家庭菜園）など緑豊かな庭は、
沿道を彩る景観的特徴となっている。今後も周囲
の耕作地や樹林地との調和に配慮した、ゆったり
とした伝統的な屋敷構えの継承とともに、工夫を
凝らした生垣や草花を維持する。

・建築物や工作物に対する保存管理の方向性は、遠
野市景観計画に示された景観形成ガイドラインと、
地域住民が定めた「遠野市土淵町山口集落ながめ
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図 1-6　山口集落の地区区分

づくりガイドライン」を遵守する。
［街道］
・大槌街道（市道山口貞任線）や山口の街道（市道
山口線）は、多くの説話が山口集落を行き交う人
からもたらされたことの象徴である。沿道の石碑
など往時の歴史を感じさせる要素の保存と活用に
努める。

・街道の整備に際しては、街道沿いの緑豊かな耕作
地や屋敷地へ配慮して、舗装やガードレールなど

の素材や色彩などに配慮する。
［河川］
・河川は、里エリアと山エリアの境界を成すだけで
なく、河童の話にまつわる姥

おばこ

子渕などが含まれる。
そのため、自然環境に配慮した護岸の維持、水質
の保全に努めるとともに、水場としての利用など
往時の再現（復活）に取り組む。

・護岸整備に関しては、周辺の耕作地や樹林地の景
観との調和を図り、景観に対する影響の軽減を図
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るとともに生物多様性に配慮して、河川護岸の緑
化修景に努める。

（2）山エリア
［樹林地］
・樹林地は、かつて薪や木の実やキノコなど、生活
に密接に関わってきた植物資源採取の場である。
自然の四季の恵みや彩りを楽しむとともに、鳥獣
被害防止を図り、野生動植物に親しめるようにす
るため、適切な利用と管理に努める。

・里エリアに隣接する薬師堂やデンデラ野やダンノ
ハナおよび通い道の周辺の樹林地については、所
有者との協力のもと集落共同体による下草刈りや
枝打ちなど適切な維持管理に努める。

・遠野地域の伝承を特徴づけるデンデラ野やダンノ
ハナについては、現状の土地利用を継続するとと
もに、大規模な地形改変を避けるようにする。

・丘陵地に点在する神社跡や参道の名残を伝えるス
ギ林、炭窯跡など、かつての里山利用の姿をあら
わす要素の保存に努める。

・里エリアからの眺望の対象として、山の稜線を遮
るような工作物は設けない。

［街道］
・山エリアの山口の街道（市道山口線）は、近年、
林野利用の減少により、利用頻度が低下している。
山口集落を他地域と結びつける歴史的に重要な要
素であり、今後も他地域との交流連携を図りつつ、
利用による維持管理に努める。

［河川］
・山エリアの河川は農業用水の水源であり、川魚や
昆虫など多様な生物が生息する場所でもある。取
水源としての河川の水質保全に努めるとともに、
生態系へ配慮した自然護岸や自然河床の維持に努
める。
4－ 3　保存に配慮した土地利用等に関する事項
　文化的景観「遠野　土淵山口集落」の保護は、遠
野市景観計画で定める行為規制および文化的景観の
保存に有効な法令等に基づく土地利用規制のほか、
住民協定による保護措置や遠野市の自主条例を組み
合わせて運用することにより、保存に配慮した取り
組みを行うものとする。
　したがって本保存計画において、文化的景観を保
護する観点から有効と考えられる対象範囲の既存の
土地利用に関する法令等のほか、自主条例による行
為規制、景観づくりに関する住民協定について整理
する。

（1）既存法令等による行為規制
　（略）
（2）景観法に基づく景観計画による規制
①遠野市景観計画の概要
　（略）
②景観形成方針と景観形成ガイドライン
　（前略）
　山口集落は、山エリアは「自然景観領域」に、里
エリアは「農村景観領域」の「農村集落地域」に該
当している。領域別景観形成方針と景観形成ガイド
ラインは表（付表略）のとおりである。
　（後略）
（3）自主条例による保護措置
①遠野遺産認定条例
　遠野市では、地域の文化遺産の保存と活用の取組
として、市独自の条例「遠野遺産認定条例」を制定
している。
　遠野遺産は、集落など共同で管理する有形文化遺
産、無形文化遺産、自然遺産文化資源または複合景
観を対象として認定しており、認定された遺産につ
いては、所有者等の変更、滅失、修理等の場合に市
長への届出が必要になる。
　山口集落では、山口の水車小屋、山口デンデラ野、
山口の薬師堂、ダンノハナと佐々木喜善墓地の 4件
が有形文化遺産に認定されている。
　（付表略）
（4）住民協定による保護措置
　土淵町山口集落の住民の代表者によって構成され
る景観推進委員会は、『遠野物語』発祥の地である
山口集落の“ながめ”を今後も住民主体で守り育て
るために、景観の保全形成に関わるさまざまな自主
ルールの明文化に取り組み、このたび「遠野市土淵
町山口集落ながめづくりガイドライン～おらほのな
がめづくりの心得～」を策定した。（中略）
　続いて、遠野市土淵町山口集落の山口自治会は、
策定されたガイドラインを運用するために、平成 24
年 4月に「遠野市土淵町山口集落ながめづくり協定
書」を遠野市と締結し、ガイドラインに基づく景観
づくりを進めることを定めた。今後は、運営に携わ
る多くの住民意見を反映しよりよい展開を図れるよ
う、ガイドラインで定めた内容は必要に応じて見直
し、「運営の仕組み」としての成立を目指している。
①遠野市土淵町山口集落ながめづくり協定書
　（略）
②遠野市土淵町山口集落ながめづくり協定に基づく
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表 1-1　重要な構成要素一覧
名称 所在地 所有者・管理者

A-1 大槌街道（市道山口貞任線） 遠野市土淵町山口、栃内 遠野市
A-2 山口の街道（市道山口線） 遠野市土淵町山口 遠野市
A-3 山口の旧道 遠野市土淵町山口 2地割 遠野市
A-4 火石の石碑群 遠野市土淵町山口 2地割 個人（土地）
A-5 田尻の石碑群 遠野市土淵町山口 2地割 非特定（石碑）、遠野市（土地）
A-6 旧道の石碑群（上） 遠野市土淵町山口 非特定（石碑）、遠野市（土地）
A-7 旧道の石碑群（下） 遠野市土淵町山口 非特定（石碑）、遠野市（土地）
B-1 山口のデンデラ野 遠野市土淵町山口3地割 37-1 他 個人（共同管理）
B-2 ダンノハナと佐々木喜善墓地 遠野市土淵町山口2地割 187-2 他 個人（共同管理）
B-3 山口の薬師堂 遠野市土淵町山口 2地割 195-2 他 個人（共同管理）
B-4 薬師堂の大鳥居 遠野市土淵町山口2地割 56他 個人
C-1 佐々木家住宅（佐々木喜善生家） 遠野市土淵町山口 個人
C-2 孫左衛門の井戸 遠野市土淵町山口 個人
C-3 孫左衛門の墓 遠野市土淵町山口 個人
D-1 山口の水車小屋 遠野市土淵町山口3地割 3-4 他 遠野市、個人
D-2 土淵町大洞のヤマザクラ 遠野市土淵町山口2地割 136-1 個人
D-3 和野川（厚楽沢） 遠野市土淵町栃内 遠野市
D-4 山口川 遠野市土淵町山口 遠野市

図 1-7　重要な構成要素位置図（重要な構成要素番号は表 1-1 参照）
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C 　『遠野物語』にまつわる要素

家
屋
敷
1. 佐々木喜善生家

・屋敷地内に残る小祠、土蔵、生垣、
ジョウマエなど、屋敷地内に残
る『遠野物語』との関連性を示
す要素を保全する。
・街道に面したイチイ等の在来樹
種による生垣は、圧迫感のない
適度な高さを保つようにする。
・沿道の草や樹木の適正な管理に
努める。
・多様な園芸種を取り入れた庭園
や自家消費用の菜畑（家庭菜園）
の維持等管理に努め、花と緑の
豊かな屋敷地を維持する。
・伝統的な木造の建築物について
は、修理・修景を施しながら継
続的な利用に努める。
・建築物の新築や改築については
色彩、素材、意匠、構造は、伝
統的な建築様式を尊重したもの
とする。

家
屋
敷
跡

2. 孫左衛門の井戸
3. 孫左衛門の墓

・『遠野物語』に登場した趣を伝
えるような一体的に保存を図る
こととする。

D　季節感のある伝統的な生活文化を感じさせる要素
生
活
・
生
業
に
関
す
る
工
作
物

l. 山口の水車小屋
（周辺の水田と

水路含む）

・水車小屋は、伝統的な木造の水
車小屋であり、現状の（周辺の
水田と水路含む）構造、外観の
維持を原則とする。
・水車小屋は伝統的工法による修
理を行い、地域共有の資産とし
て次世代に継承する。

景
観
樹
木

2. 大潟の
ヤマザクラ

・四季を伝える地域のシンボルと
して、所有者と協力し、適切な
維持管理に努める。

河
川
3. 和野川（厚楽沢）
4. 山口川

・里エリアでは景観に対する影響
の軽減を図るとともに生物多様
性に配慮して、河川護岸の緑化
修景に努める。
・山エリアでは現状の自然護岸や
自然河床の維持を原則とし、生
態系に配慮した河川保全に努め
る。
・利用が薄れつつある山口川の姥
子淵は、身近な水辺空間として、
環境保全と利用促進に努める。
・取水口付近の定期清掃・堆積土
除去など、取水源としての河川
の適正管理に努める。

ガイドライン
　（略）
4－ 4　文化的景観の重要な構成要素の取り扱い
（1）文化的景観の重要な構成要素の特定
　山口集落における全ての文化的景観の構成要素の
中から、農地法や森林法、景観法など既存の行為規
制に加えて、特に文化財保護法に基づく届出が必

表 1-2　保存管理の方針
文化的景観の構成要素

保存管理の方針分類 特定する
構成要素

A　街道を軸に発展した集落の特徴をあらわす要素

街
道

l. 大槌街道
（市道山口貞任線）
2. 山口の街道
（市道山口線）

・道路線形・幅員は現状維持を基
本とする。
・街道から六角牛山への眺望を確
保するため、大規模な工作物の
設置を避ける。
・工作物の設置は最小限にとどめ、
周囲の景観になじむよう修景す
る。
・屋外広告物や自動販売機などの
設置は、周辺の耕作地や樹林地
との調和を重視した、色彩、デ
ザイン等とする。

旧
道 3. 山口の旧道

・利用が薄れつつある山口川沿い
の旧道については、環境保全と
利用促進に努める。

街
道
沿
い
の
石
碑

4. 火石の石碑群
5. 田尻の石碑群
6. 旧道の石碑群

（上）
7. 旧道の石碑群

（下）

・辻や街道（旧道）沿道に位置す
る石碑の保存に努める。
・周辺の植栽などに配慮し、一体
的な保存に努める。

B　遠野の集落構造の特徴をあらわす要素

伝
承
地

1. デンデラ野

・農地としての継続利用を原則と
する。
・現状地形の保全に努める。
・平退部を見下ろす眺望確保を目
的とした、樹木の適切な管理に
努める。
・来訪者用の便益施設の適正な維
持管理に努める。

2. ダンノハナ

・中世城館跡の遺構の保全に努め、
大規模な地形改変を避ける。
・平坦部を見下ろす眺望確保を目
的とした。樹木の適切な管理に
努める。
・墓地としての利用を尊重し、必
要な施設の整備を行う場合は、
景観との調和を図るように努め
る。
・ガンゴヤの適切な利用継承に努
める。

信
仰
に
関
す
る
施
設

3薬師堂

・境内地としての利用を尊重し、
必要な施設の修理・整備を行う
場合は、景観との調和を図るよ
うに努める。
・平坦部を見下ろす眺望確保を目
的とした樹木の適切な管理に努
める。
・本堂、祠・鳥居等の工作物の修
理修景、建替えに際しては、伝
統的工法を基本とする。

4. 薬師堂の大鳥居
・修理・修景、建替えに際しては、
規模や色彩等については現状を
基本とする。

要なものを抽出し、「文化的景観の重要な構成要素」
として特定した。
　（図1－ 7、9、表 1－ 1参照）
（2）文化的景観の重要な構成要素の保存管理の方針
　「文化的景観の重要な構成要素」の保存管理の方
針を以下に示す。
　（表1－ 2参照）
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表 1-3　文化的景観の現状を変更し、又はその保存に
影響を及ぼすことが想定される行為一覧

文化的景観の構成要素
保存管理の方針分

類
要
素

特定する
構成要素

Ａ
　
街
道
を
軸
に
発
展
し
た

　
　
　
　
　
集
落
の
特
徴
を
あ
ら
わ
す
要
素

街
道

l. 大槌街道
（市道山口貞任線）
2. 山口の街道
（市道山口線）

①土地の掘削、盛土、切土等
の形状変

②道路線形の変更（付け替え、
廃止、延伸、幅員の変更等）

③舗装の素材や色彩等の変更
④工作物の新築、増・改築、
移設・撤去、外観の変更

旧
道3. 山口の旧道

①土地の掘削、盛土、切土等
の形状変更

②舗装の素材や色彩等の変更
③工作物の新築、増築、改築、
移設又は除却

街
道
沿
い
の
石
碑

4. 火石の石碑群
5. 田尻の石碑群
6. 旧道の石碑群

（上）
7. 旧道の石碑群

（下）

①移設又は除却
②改修

Ｂ
　
遠
野
の
集
落
構
造
の

　
　
　
特
徴
を
あ
ら
わ
す
要
素

伝
承
地

1. 山口デンデラ野
①宅地等への転用
②土地の掘削、盛土、切土等
の形状変更

2. ダンノハナと
佐々木喜善墓地

①土地の掘削、盛土、切土等
の形状変更

信
仰
に
関
す
る
施
設

3山口の薬師堂
①土地の掘削、盛土、切土等
の形状変更

②本堂、祠・鳥居等の修理、
修景

4. 薬師堂の大鳥居 ①移設又は除却
②色彩の変更

（3）重要文化的景観の現状変更等の取扱い
　文化的景観の重要な構成要素について、滅失又は
き損、現状変更又は保存に影響を及ぼす行為（以下、
現状変更等）に対する取扱いの考え方を示す。
①文化的景観の重要な構成要素の届出について
　文化的景観の重要な構成要素のうち、滅失又はき
損、現状変更等がある場合、文化財保護法第 136条
及び第 139条に基づき、所有者又は権限に基づく占
有者（以下、「所有者等」という）は文化庁長官に
対して届出を行うものである。
　届出をせず又は虚偽の届出をした場合には、法
203条に基づき 5万円以下の過料が課せられる。
　また、文化庁への届出の対象としない要素につい
ても、法第第 140条に基づき、所有者等は、現状又
は管理若しくは復旧の状況について報告を求められ
ることがある。
　（付表略）
②届出対象とする現状変更等
　文化的景観の重要な構成要素に対する現状変更の
考え方は以下の通りである。
◯所有者等は遠野市と事前協議・調整を行い、やむ

Ｃ
　『
遠
野
物
語
』
に

　
　
ま
つ
わ
る
要
素

家
屋
敷
1. 佐々木喜善生家

①生垣の伐採（維持管理や更
新を目的とした伐採行為は
除く）

②伝統的な木造建築の修理、
増改築、移設、除却

家
屋
敷
跡

2. 孫左衛門の井戸 ①移設又は除却
②改修

3. 孫左衛門の墓 ①土地の掘削、盛土、切土等
の形状変更

Ｄ
　
季
節
感
の
あ
る
伝
統
的
な

　
　
　
　
生
活
文
化
を
感
じ
さ
せ
る
要
素

河
川
1. 和野川（厚楽沢）
2. 山口川

①流路、護岸の人為的な変更
②土地の占用・工作物の新設
等

③土石の採取・鉱物の掘採
生
活
・
生
業
に
関
す
る
工
作
物

3. 山口の水車小屋
（周辺の水田と

水路含む）

①水田区画の変更
②水路の線形、構造の変更
③水車小屋の修理

景
観
樹
木

4. 大洞の
ヤマザクラ ①樹木の伐採、移植

を得ず保存に影響が及ぶ場合には、現状変更を固
に届け出るものとする。文化的景観の重要な構成
要素に想定される現状変更等について表 1－ 3に
示す。ただし、農作業や建物の補修など、日常的
な利用や維持管理にあたる行為は、文化的景観の
現状変更には該当しない。

◯文化的景観の範囲で行われる公共事業について
は、遠野市文化課と事前協議を行い、文化的景観
の保存に影響を及ぼすことがないよう調整を図る
こととし、やむを得ず保存に影響が及ぶ場合には、
現状変更届の対象とする。

◯文化的景観の重要な構成要素以外で、選定範囲内
において遠野市景観計画のほか、既存法令による
届出等があった場合、各担当課から文化課に照会
等を行うなど連携・調整する。

◯住民協定・遠野遺産の運用状況は、定期的（毎年）
に国に報告を行う。

　（表1－ 3参照）
第5章　整備・活用
5－ 1　地区別の整備活用の方針
　（略）
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5－ 2　整備活用の基本的な考え方
　基本方針を踏まえ、整備活用に関する考え方を以
下に示す。
　文化的景観にふさわしい整備活用を適切に実行し
ていくため、山口集落が街道沿いの集落として成立
した歴史的背景を理解し、かつ、地域の伝統文化を
理解できる整備活用計画の策定に取り組むものとす
る。
①地域住民との共同による「整備活用計画」の策定
（略）
②調査研究に基づく整備活用の推進
　（略）
5－ 3　整備活用に関わる事業
　山口集落の文化的景観の整備活用に際わる事業に
は、以下のようなものがある。
（1）歴史・文化資源の整備活用に関する事業
①みんなで築くふるさと遠野推進事業
　（略）
②遠野市文化財保存事業費補助金
　（略）
（2）農地や農村環境の整備活用に関する事業
①中山間地域等直接支払制度（集落協定）
　（略）
②農地・水保全管理支払交付金
　（略）
（3）林業関連事業
　（略）
第6章　運営及び体制整備
6－ 1　地域住民によるながめづくり体制の構築
　地域住民の組織である山口自治会では、本保存計
画の策定に先立って、市との「遠野市土淵町山口集
落ながめづくり協定」を締結しており、ガイドライ
ンを策定し、平成 24年度よりその運用を開始して
いる。（中略）
　山口自治会は本保存計画の範囲全域にわたり、里
エリアの屋敷地や農地等については本ガイドライン
にもとづいた景観保全が進められている。
　ガイドラインの運用は、山口自治会にある 9つの
班の各班長がチェックリストを用いて班内の景観の
保全状況、建築物の改築、庭の改変など地域の変化
の兆しなどについて定期的に点検し、自治会の定例
会で各班の状況を報告するという手順で行われる。
（中略）
　さらに、適用過程において、ガイドライン、チェッ
クリストの定期的な見直しを行うこと、変更の際に

は遠野市への相談や専門家による助言等を求めるこ
ととしている。
　（後略）
6－ 2　景観保全に関わる地域活動の支援
　山口集落では、国の農林水産省による中山間地域
等直接支払制度（①）や農地・水保全管理支払交付
金事業（②）を活用して、耕作放棄地の防止、農道
や用水路の環境整備など農村景観の維持に寄与する
活動に取り組んでいる。
　今後も、文化的景観の維持管理につながるような
国や県等による支援事業を地域活動組織が積極的に
活用できるよう、遠野市は事業等の把握に努め、事
業実施のための支援を図る。（中略）
①中山間地域等直接支払交付金に係る集落協定によ
る農地の維持管理

　（略）
②農地・水保全管理支払交付金を活用した農村環境
の保全

　（略）
6－ 3　庁内の組織体制の確立
　山口集落の文化的景観は、「遠野市土淵町山口集
落ながめづくり協定」に基づく市と自治会との協力
体制のもと、住民主体による活動組織の強化を図る
と共に、市や専門家による技術的支援・人的支援、
さらには国や県の事業等を活用した財政支援に対す
る輸を広げ、運営体制を確立していくことを目指す。
①担当課
　（略）
②横断的組織
　（略）
③有識者組織
　（略）
　（図1－ 8参照）
資料
1　遠野市土淵町山口集落ながめづくり協定書
　（略）
2　遠野市土淵町山口集落ながめづくりガイドライ
ンおらほのながめづくりの心得

　（略）

／出典：『遠野　土淵山口集落文化的景観保存計画
書』（平成25年 3月、遠野市）、抜粋、一部修正
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図 1-9　重要な構成要素の個別記載（「佐々木家住宅（佐々木喜善生家）」の例）

図 1-8　文化的景観の管理運営体制組織図
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四万十川は、津野町に所在する不
いらずやま

入山（1,366m）を源流として、多くの支流を集めつつ高知県の西南部を
大きく蛇行を繰り返しながら太平洋に注いでいる。総面積のうち約 89.5％が森林となる津野町では、中世よ
り林業を基盤とする生業が営まれ、愛媛県と接する地理的条件のもとに、伊予と高知とを結ぶ道沿いに、標
高 700mを超える山々を背景として、数多くの集落が形成された。これらの集落は、小規模な畑地および棚
田を伴い、河川・畑地・家屋・里山等が一体となって作り出す四万十川流域の居住の景観として、平成 21 年
2 月 12 日に重要文化的景観に選定された。
今回の追加選定範囲は、布

ふ せ が さ か

施ケ坂、宮
みやたに

谷および高
たか の

野の 3地区からなる茶生産と居住の景観地である。布施
ケ坂地区は県内有数の多雨地域であり、山林に覆われた標高差 315mの急峻な斜面に集落と茶畑が点在してい
る。最も平地に乏しい桂集落では、山側を削り、谷に沿って高さ約 3mの石積（野面積）を築いて土地を造成し、
その狭い敷地の上に民家を建てている。建物は主屋・釜屋・便所・風呂・離れなどからなり、道側に設けら
れた庭を茶の乾燥場・作業場として使用している。道から敷地への導入路には、鬼門を避けて入口に門木を
立て、節分の日の鬼払いに張った締め縄を一年間そのままに置く習慣がある。同様の魔除けについて大草

ぞう り

鞋
を用いて行う宮谷地区と、津野山古式神楽（重要無形民俗文化財）により名高い高野地区は、四国カルスト
天狗高原の南面に張り出す位置に所在し、急峻な斜面に集落・農地・茶畑が展開している。流通の拠点とし
て発展したことから、旅寵の面影を残す古民家が数多く残る。
津野山郷の六

ろくぞう

蔵茶は 19 世紀にはよく知られるようになり、伊予を通って中国・九州方面に出荷された。明
治期の輸出振興策に基づき、緑茶や紅茶が高知県内において集中的に栽培されるようになっても、その栽培
方法はコウゾ等の栽培地に茶を混植することが一般的であった。現在、販売用の緑茶の多くは、専用茶園に
おいて生産されるようになっている。山頂付近に展開するこれらの茶畑は、急斜面地に形成される集落や土
留めの石積等とともに四万十川流域の文化的景観を特徴づけている。今回、追加調査によって価値が明らか
となり、文化的景観保存計画を通じて保護が決定した茶畑とその生産を担う集落について、重要文化的景観
として追加選定するものである。／出典 :『月刊文化財』第 581 号、一部修正

須崎

高知

四万十市

津野町

四万十川流域の文化的景観
源流域の山村

2  四万十川流域の文化的景観　源流域の山村
高知県高岡郡津野町

図 2-1 「四万十川流域の文化的景観　源流域の山村」
の位置

図 2-2　昼夜の寒暖差が育む良質の茶園

重要文化的景観の概要



2  四万十川流域の文化的景観　源流域の山村　　259

四万十川流域の文化的景観 源流域の山村 保存計画（改訂版）

第1章　文化的景観保存大綱
1．文化的景観保護の意義と目的
　（改訂なし：略）
2．計画策定の経緯と位置付け
　（略）
3．文化的景観の位置及び範囲
（1）文化的景観の範囲と区域設定に関する考え方
　（前略）
①第1次選定申出区域
　（略）
②第 2次申出予定区域と重点地区
　（前略）
　津野町では平成 21・22 年度に行われた文化的景
観保存調査結果をもとに、自然的条件に適応しなが
ら、川や畑地、棚田や家屋、里山が一体となって発
展した山地での土地利用、生業、居住の在り方を示
す、文化的景観の本質的な価値を有するとの考え方
から、第 2次選定申出予定区域を四万十川源流区域
に隣接する「布施ヶ坂区域」と北川区域に隣接する
「宮谷・高野区域」として区域設定した。
　さらに両区域では北川区域における「宮谷地区
（神
かみたに

谷集落・峯
みね

集落・木
きそう

桑集落）」、「高野地区（高
たかの

野
集落）」 を、四万十川源流区域では「布施ヶ坂区域（桂
集落）」を区域の特性を特によく現す集落として第 2
次申出予定の重点地区に設定した。
　これらの区域は四万十川源流区域、北川区域を構
成する山地と水系などで自然的、歴史的、また、生業、
津野山街道を介した流通・往来などの社会的要素で
密接な繋がりを持ち続けてきた区域でもある。
　津野山地方は近世に土佐三大茶のひとつ六蔵茶の
産地として知られた。「布施ヶ坂区域」 、「宮谷・高
野区域」では長い年月を経て厳しい地形の自然条件
下、農林業の振興を図り、寒援の差の激しい気候風
土の山地利用で大規模の茶畑を関拓し、現在も茶業
を生業として継承し「津野山茶」の生産、振興に努
めている。
　第 2次選定申出予定区域である「布施ヶ坂区域」、
「宮谷・高野区域」は、地形、植生等の自然景観に
基づき、歴史性、社会性を踏まえた景観的まとまり
を持つ区域であり、山地での特徴的な土地利用の過
程と生業の発達を知ることができる貴重な景観地と

して位霞づけ、源流域の山村での生活・生業が維持
継承されるために重要な区域として設定したもので
ある。
　（図2－ 3参照）
（2）追加選定申出予定区域設定の考え方
　（表2－ 1参照）
　（本文、付表一部略）
第2章　文化的景観の特性
　（改訂なし：略）
第3章　基本方針
　（改訂なし：略）
第4章　保存管理
　（本文改訂なし：略）
　（表2－ 2参照）
■参考資料1：景観計画の区域及び景観重点地区等
　（改訂なし：略）
■参考資料2：景観計画における届出対象除外行為
　（改訂なし：略）
第5章　整備活用
1．整備活用の考え方
　（改訂なし：略）
2．整備活用の具体的手法
　（本文・付表内容一部付加：略）
第6章　運営及び管理体制
　（改訂なし）

／出典：『文化的景観保存計画書』（平成 23年 7月、
津野町）、抜粋、一部修正
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図 2-3　重要文化的景観選定範囲図

表 2-1　追加申出予定の区域と重要な構成要素の一覧
区域名

（重点地区名）
重要な構成要素 面積（m2）現状変更等の対象 現状等の報告の対象

布施ヶ坂区域 ［桂地区］
古往還、桂集会所、桂河内五社神社 3, 416, 473

宮谷・高野区域

［宮谷地区］
オンツツジ群生地、お薬師様、宮木
集会所、伝統文化芸能保存館
［高野地区］
高野の茶堂、三嶋神社、中平善乃進像、
愛宕神社、高野平安の家

7, 991, 467

合　計 11, 407, 941

表 2-2　現状変更等の許可、届出、報告に係る取扱い（抜粋）

現状変更等 文化庁長官への現状変更等の届出の対象
（重要な構成要素）

建
築
物

⑨建築物の建築等
⑩建築物の外観の変更
⑪建築物の色彩の変更

［布施ヶ坂区域］
桂集会所、桂河内五社神社
［宮谷区域］
お薬師様、宮木集会所、伝統文化芸能保存館
［高野地区］
高野の茶堂、三鴨神社、中平善乃進像、愛宕神社、高野平安の家

工
作
物
⑫工作物の建設等 ［布施ヶ坂区域］

古往還

樹
木

［宮谷区域］
オンツツジ群生地
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四万十川は、幹川流路延長 196km（四国第 1位）、流域面積 2,270km2（四国第 2 位）の一級河川であり、
不
いら ず

入山を源流として多くの支流を集めつつ高知県の西南部を大きく蛇行を繰り返しながら太平洋に注いでい
る。中土佐町は四万十川上流域に位置し、中でも標高 300mの台地に広がる大

お お の み

野見地区においては、地区を
二分して貫く四万十川本流に数々の支流が流れ込んで美しい渓谷を形成し、川の流れに沿って水田が広がっ
ている。この地は古くより御

おと め

留山に囲まれたわずかな土地を対象に、農林業の複合経営に活路を求めてきた
場所である。大野見地区の約 97％を成す森林は、杣

そま

や木
こ び

挽きによって切り開かれた。大野見は特に林業経営
を重視し、村有林経営に力を入れた。大野見で切り出された材木は陸路を久

く れ

礼まで運ばれ、久礼の港から近
畿圏などに輸送された。
このように、「四万十川流域の文化的景観　上流域の農山村と流通・往来」は、四万十川上流域の狭い土地

に農地を開墾し、新田開発を行うとともに、木材の輸送を通じて形成された文化的景観として平成 21 年 2 月
に重要文化的景観として選定されたものである。しかし近年においては高齢化と過疎化が進むことによって
流域人口が激減しつつあり、農業の維持も徐々に困難な状態となっている。今回、四万十川支流である萩中川、
下ル川に展開する林業地と山村を追加選定し、既に選定されている地区と一体的な保存・活用を図るもので
ある。／出典 :『月刊文化財』第 569 号、一部修正

須崎

高知

四万十市

四万十川流域の文化的景観
上流域の農山村と流通・往来

3  四万十川流域の文化的景観　上流域の農山村と流通・往来
高知県高岡郡中土佐町

図 3-1 「四万十川流域の文化的景観　上流域の農山村
と流通・往来」の位置

図 3-2　萩中川・下ル川合流点の小丘に祀られた「森の
宮」

重要文化的景観の概要
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四万十川流域の文化的景観 上流域の農山村と流通・往来 保存計画（改訂版）

第1章　文化的景観保存大綱
1.　文化的景観保護の意義と目的
　（改訂なし：略）
2.　計画策定の経緯と位置付け
　（改訂なし：略）
3.　計画の対象と範囲
　（前略）
　第二次選定申出では、萩中川区域における新改集
落、寺元集落、下ル川区域における大平集落、中井
集落を区域の特性をよく表す集落として、また、久
礼区域における旧炭倉庫群、港湾等を「流通・往来」
の歴史を示すものとして重点地区に設定した。
　（図3－ 3参照）
4.　申請についての考え方
［第一次選定申出予定の区域と重要な構成要素］
　（略）
［第二次選定申出予定の区域と重要な構成要素］
　第二次の選定申出を予定している区域の名称、現
状、面積は表3－ 1のとおりである。
第2章　区域の設定
1.　文化的景観の範囲と区域設定の考え方
　（一部加除：略）
2.　文化的景観の特性
　（改訂なし：略）
第3章　基本方針
1.　保存管理、整備活用、運営体制に関する基本方
針

　（前略）
（1）保存管理の基本方針
　（改訂なし：略）
（2）整備活用の基本方針
※既存計画記載の項目のうち「③文化的景観に対
する継承と人材育成を図る。」が削除。

　（その他改訂なし：略）
（3）運営体制の基本方針
　（改訂なし：略）
第4章　保存管理
1.　土地利用等の考え方
　（改訂なし：略）
2.　行為規制
　（本文改訂なし：略）

※現状変更取扱基準、届出・報告対象の重要な構
成要素の変更：表3－ 2、３参照。

■参考資料1：景観計画の区域とその区分
　（改訂なし：略）
■参考資料2：景観農業振興地域整備計画の策定に

関する基本的な事項
　（改訂なし：略）
第5章　整備・活用
1.　整備活用の考え方
　（改訂なし：略）
2.　整備活用の具体的手法
　（本文改訂なし・付表内容一部付加：略）
第6章　運営及び管理体制
1.　運営、管理体制の基本的考え方
　中土佐町では、これまで環境、景観保全に取り組
んできた経緯から、町内には活動している組織があ
る。
　ＮＰＯ法人「四万十・ナイスリバー・プロジェクト」
は、川を保全するため、定期的な水質調査、景観保
全のため岸つつじの植栽、四万十川の自然と親しん
でもらうためのキャンプ場の運営等を行っている。
　任意団体の中土佐こどもボランティア、海岸愛護
団体、自然愛好会、島ノ川渓谷等緑化推進協議会等
は環境・景観保全活動、森の宮を守る会、おおるり会、
もつごの会等は地域振興を目的とした活動を行って
いる。
　今後の文化的景観の運営、管理にあたっては、地
域住民、行政、各種団体、専門家等が協働で取り組
んでいく。
2.　運営及び管理体制
　（改訂なし：略）

／出典：『四万十川流域の文化的景観－上流域の農
山村と流通・往来　文化的景観保存計画書』（平成
22年 7月、中土佐町）、抜粋、一部修正
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表 3-1　第二次選定申出予定の区域と重要な構成要素の一覧
区域名

（重点地区名） 区域 重要な構成要素 面積（m2）

萩中川区域 萩中川と河川から一番近い山の
第一稜線までの区域

萩中川
新改集落（農地・山林を含む）
寺元集落（農地・山林を含む）
森ノ宮、萩中河内神社

2, 081, 200

下ル川区域 下ル川と河川から一番近い山の
第一稜線までの区域

下ル川
大平集落（農地・山林を含む）
中井集落（農地・山林を含む）
石積の頭首工、下ル川河内神社

3, 109, 600

表 3-2　現状変更等の届出が必要となる行為
届出の種類 届出が必要な場合 届出日

滅失または棄損
○棄損
地震、風水害等何らかの原因によって物件の
30％以上の棄損が確認された場合

その事実を知った日から10日以内に文化庁長
官に届出をおこなう。

現状変更 老朽、破損、改善等によりその物件の現状の
30％以上を変更を予定する場合

現状変更をしようとする日の30日前までに文
化庁長官に届出をおこなう。

表 3-3　現状変更等の許可、届出、報告に係る取扱い（抜粋）

現状変更等
文化庁長官への現状変更等の届出・報告の対象

（重要な構成要素）
届出の対象 報告の対象

居
住
地

①土地の形状変更
②鉱物の掘削、土石等の
採取
③物品等の集積
④看板等の設置

○四万十川上流区域
高樋集落（農地・山林を含む）、久万秋集落
（農地・山林を含む）、槇野々集落（長野集落
の一部及び農地・山林を含む）
○萩中川区域
新改集落（農地・山林を含む）、寺元集落（農
地・山林を含む）
○下ル川区域
大平集落（農地・山林を含む )、中井集落（農
地・山林を含む）

農
地

①土地の形状変更
②土石等の採取
③物品等の集積
④看板等の設置
⑤農地等の転用

港
湾

①建築又は改良
②土砂等の採取
③港湾内の占用
④看板等の設置
⑥港湾の開発又は利用又
は保全に著しく支障を
与える恐れがある行為

○四万十川上流区域
四万十川、
○萩中川区域
萩中川
○下ル川区域
下ル川
○島ノ川国有林区域
島の川川

山
林

①土地の形状変更
②土石等の採取
③物品等の集積
④看板等の設置
⑧森林の伐採
⑨針葉樹の植樹

○萩中川区域
森の宮
○島ノ川国有林区域
堅条藪山、島ノ川山、久原谷奥山、鴨川原続
山、轟谷山、島ノ川渓谷沿いモミジ群集

建
築
物

⑨建築物の建築等
⑩建築物の外観の変更
⑪建築物の色彩の変更

○四万十川上流区域
槇野々荘（農家住宅）、槇野々二宮神社、清
泉寺、竹原熊野神社、天神宮、大野見四万十
民俗館、久万秋熊野神社、嶋神社、津野神社、
大股河内神社、神母野河内神社、奈路竈戸神
社、伊勢川大元神社、三ツ又二宮神社、野老
野神社
○萩中川区域
萩中河内神社
○島ノ川国有林区域
島ノ川河内神社

工
作
物

⑫工作物の建設等
⑬工作物の外観の変更
⑭工作物の色彩の変更

○下ル川区域
石積の頭首工

○四万十川上流区域
高樋沈下橋、久万秋沈下橋、長野沈下橋、奈
路橋
○下ル川区域
大平沈下橋
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図 3-3　重要文化的景観選定範囲図

300 m

300 m

300 m

300 m

m

300 m

300 m0 m

300 m

m

300 m

0 900m

一次選定区域

二次選定区域



266　　Ⅱ  追加選定及び文化的景観保存計画改訂版の概要

四万十川は、幹川流路延長 196km（四国第 1位）、流域面積 2,270km2（四国第 2 位）の一級河川であり、
不入山を源流として、多くの支流を集めつつ高知県の西南部を大きく蛇行を繰り返しながら太平洋に注いで
いる。四万十川の中流域に位置する四万十町は、急峻な山に囲まれた上流域と比較して農林業に関連する多
様な土地利用と流通・往来の営みによって形成される独特の文化的景観である。
四万十町は農林業を中心に発展した町であるが、特に四万十川本流と仁

に い だ

井田川水系が形成する高南台地区
域は、かつて仁井田郷と呼ばれ、現在は高知県を代表する仁井田米の産地である。この穀物地帯の中心の一
つが市生原集落である。台地で行われる農業活動は潅漑の歴史でもあったため、区域内には農村開発の歴史
を示す水路が張り巡らされている。市生原集落の水田面積は 19ha、戸数は 29 戸、専業農家は 10 戸ほどであ
るが、近年、高齢化と過疎化の進行により、農地の維持も除々に難しくなりつつある。このため、今回、市
生原集落と農地を追加選定し、既選定地区と一体的な保存・活用を図るものである。／出典 :『月刊文化財』
第 576 号、一部修正

※追加選定にあたり、新たな保存計画の策定及び既存計画の改訂等は実施されていない。

須崎

高知

四万十市

四万十町

四万十川流域の文化的景観
中流域の農山村と流通・往来

4  四万十川流域の文化的景観　中流域の農山村と流通・往来
高知県高岡郡四万十町

図 4-1 「四万十川流域の文化的景観　中流域の農山村
と流通・往来」の位置

図 4-2　四万十川からの灌漑用水により仁井田米の栽培
が盛んな高南台地

重要文化的景観の概要
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平戸市は長崎県の北西端に位置し、平戸島・生月島・大島・度島・高島の有人島のほか、九州本土北西部
に位置する田平地区およびその周辺の島々によって構成される。火山性台地および溶岩台地を開析した小河
川沿いの谷部には、安満岳を取り囲むように防風石垣や石塀を備える、主

しゅうし

師、春
かす が

日、高
たかごえ

越、獅
し し

子、根
ね し こ

獅子、
飯
いい ら

良、宝
ほう き

亀、田
たさ き

崎・神
かんどり

鳥・迎
むかえひもさし

紐差および山田の各集落と、その生業の場である棚田や放牧地が展開する。こ
れらの集落の多くは、16 世紀半ばから 17 世紀初頭にかけて書かれたイエズス会宣教師の書簡において、教会
や慈悲の組についての記述とともにその名を確認することができる。また、戦国時代から江戸時代初期のキ
リシタン信仰に起源をもち弾圧時代に潜伏した信仰組織は現在もかくれキリシタンとしての営みを続け、伝
統的家屋の中に御神体である納戸神を祀るほか、聖なる山や聖水の島、殉教地を伴う独特の様相を現在に留
めている。
以上のように、「平戸島の文化的景観」は、かくれキリシタンの伝統を引き継ぎつつ、島惧嶼の制約された

条件のもとで継続的に行われた開墾や、伝続的な生活および固有の生業等を通じて形成された棚田および人々
の居住地によって構成される独特の文化的景観として、平成 22 年 2 月に重要文化的景観に選定されたもので
ある。民家や防風石垣、寺社仏閣、生業を示す棚田、聖地としての意味を留める安満岳や中江ノ島等の諸要
素とともに、近年の激しい過疎化においても、各集落は伝統的な社会組織に基づいて継承され、かろうじて
農業等の生業を維持してきた。
今回はこれらの集落のうち、重要文化的景観の価値を維持するために必要不可欠な飯良町の全域および主

師町の一部を追加選定の対象とし、すでに選定された地域とともに一体的な保存・活用を図るものである。
／出典 :『月刊文化財』第 564 号、一部修正

※追加選定にあたり、新たな保存計画の策定及び既存計画の改訂等は実施されていない。

平戸市平戸島の文化的景観

佐賀市

福岡市

佐世保市

5  平戸島の文化的景観
長崎県平戸市

図 5-1 「平戸島の文化的景観」の位置 図 5-2　防風林に囲まれた飯良町の町なみ

重要文化的景観の概要
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図 5-3　重要文化的景観選定範囲図
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北海道平取町文化的景観保護推進事業
第1年次報告書 ファイルA

刊行年月  平成 18年 3月
刊　　行  平取町教育委員会
編集協力等 平取町文化的景観検討委員会／
  平取町立二風谷アイヌ文化博物館

目　　次
はじめに 
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「中標津の格子状防風林」保存・活用事業報告書

刊行年月  平成 18年 3月
刊　　行  中標津町文化的景観検討委員会

目　　次
第1章 「中標津の格子状防風林」保存・活用事業

概要
1　平成 16年度事業計画
2　 事業概念図
3　事業運営組織図

1  市町村による文化的景観価値調査報告書（～平成 25 年 3 月刊行）
※　価値調査報告書及び保存計画書が合冊となった報告書については、価値調査報告部分の目次のみ掲載した。
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ラムの開催
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刊行年月  平成 20年 3月
刊　　行  板倉町教育委員会 
編　　集  （株）文化財保存計画協会

目　　次
第1章 調査概要 

第 1節 位置
第 2節 調査に至る経緯
第 3節 調査の目的



1  市町村による文化的景観価値調査報告書　　277

第 4節 調査の経過
第 5節 調査組織

第 2章 板倉町の環境
第 1節 自然環境
第 2節 歴史
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1　笹川十八枚村の成立
2　幕末維新期の砂金生産と近代への対応
3　近代以降の人々のくらし



278　　Ⅲ  文化的景観価値調査報告書目次一覧

第 6章 土地利用の変遷 
1　砂金採掘に関わる土地利用
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「高島市針江・霜降の水辺景観」
保存活用事業報告書
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編　　集  高島市新旭地域のヨシ群落および
  針江大川流域の文化的景観保存活
  用委員会
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2　東草野の景観構成要素
3　東草野の集落景観
4　東草野の水利用

第 5章 生業が創る景観 
1　甲津原の麻織物と景観
2　曲谷の石臼作りと景観
【報告】 石切り場跡の調査
3　甲賀の生業と景観
4　吉槻の生業と景観
5　山の利用と生業
6　植物利用の民俗
7　東草野歳時記
8　冬の暮らし

第 6章 交流が創る景観
1　峠道と石造物が語る景観
2　民俗からみた交流
3　建造物からみた交流
4　新たな交流とまちづくり

第 7章 今後のまちづくりに向けて 
1　「東草野まちづくり懇話会」の活動

第8章 まとめ

文化的景観（北山杉の林業景観）
保存・活用事業報告書

刊行年月  平成 18年 2月
刊　　行  文化庁／財団法人京都市文化観光 
  資源保護財団

目　　次
第1章 北山杉林業景観の特性  
第 2章 北山杉林業地域の自然・歴史と現状 

第 1節 北山林業地域の自然
第 2節 北山林業地域の歴史
第 3節 北山林業の展開

第 3章 北山杉林業景観の成立と構造
第 1節 事例集落中川地区の概要
第 2節 北山杉の育林・加工技術
第 3節 林地の構成及び利用

第 4章 北山杉の林業景観の構成

第 1節 北山杉の林業景観の社会構造
第 2節 北山林業地域の景観構成

第 5章 北山杉林業景観保護
第 1節 文化的景観としての北山杉林業景

観
第2節 文化的景観に関する住民意識調査
第3節 北山杉林業景観の保全をめぐる文

化政策的課題
第4節 北山杉林業景観保全のための法整

備
第5節 重要文化的景観選定の申し出と選

定後の保存・活用事業の推進に向
けての体制について

第6節 文化的景観（北山杉の林業景観）
保存・活用事業の運営

付　章 
1　北山杉林業地域年表
2　北山杉の文化的景観に関する意識アン
ケートについて

3　委員会・協議・調査録

京都岡崎の文化的景観調査報告書

刊行年月  平成 25年 3月
刊　　行  京都市文化市民局文化芸術都市推 
  進室文化財保護課
編　　集  （独）国立文化財機構  奈良文化財 
  研究所 文化遺産部景観研究室

目　　次
序　章 調査の目的と概要

1　調査の目的・経緯および対象地域概要
2　調査体制および報告書の構成
3　調査検討過程・パネル展概要

第1章 自然・歴史・地理的環境 
1　自然的基盤
2　土地利用変遷
3　地形・地割の変遷
4　小結

第 2章 京都のなかの岡崎
1　平安京・京都と周縁地域
2　「景勝ヒンターランド」岡崎－場所性・
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重層性・象徴性
3　京都岡崎の文化的景観

第 3章 場の認識 
1　南禅寺及び近世集落の成立
2　近世における「六勝寺跡」の認識－『古
瓦譜』の世界－

3　岡崎へのまなざし
4　岡崎界隈の建築文化
5　小結

第 4章 生活文化と都市文化
1　琵琶湖疏水と岡崎公園
2　蔬菜栽培と京の食文化
3　岡崎界隈の祭礼行事
4　文教地区としての岡崎公園の形成
5　岡崎の都市文化
6　岡崎の住宅建築
7　小結

第 5章 琵琶湖疏水と生活生業
1　琵琶湖疏水の沿革
2　琵琶湖疏水の線路決定と用地取得
3　琵琶湖疏水と産業の展開
4　白川・琵琶湖疏水沿線の土地利用
5　琵琶湖疏水で結ばれた岡崎・南禅寺界
隈庭園群の成立

6　疏水園池群の生態系
7　岡崎・南禅寺界隈の二次的自然
8　小結

第 6章 京都岡崎の文化的景観の構造
1　文化的景観の構造
2　景観構成要素

第 7章 京都岡崎の文化的景観の本質的価値

宇治の文化的景観
文化的景観保存調査報告

刊行年月  ［記載なし］
刊　　行  宇治市

目　　次
第1部　文化的景観保存調査報告
第 1章 宇治市の概況と自然環境

1　宇治市の概況

2　地形的な特性
3　自然環境の特性
4　土地利用状況

第 2章 宇治の歴史的特性の概要
第 3章 宇治の生業的特性（宇治茶）
第 4章 宇治地区の文化的景観の特性

1　位置と地形
2　歴史的変遷
3　宇治川の利用

第 5章 宇治地区の建築物・街路・茶業建物の調査 
1　保存調査

 2　建築調査
 3　街路調査
 4　茶業建物調査
第 6章 白川地区と黄檗地区
第 7章 景観認知の概要

日根荘地域の文化的景観調査報告書
（大木・土丸地区）

刊行年月  平成 20年 3月
刊　　行  泉佐野市教育委員会

目　　次
日根荘地域の文化的景観保護推進事業の経過  
第 1章 泉佐野市の概況

泉佐野市の位置
日根荘地域の文化的景観とその範囲

第2章 大木・土丸地区の概要
第 1節 位置と概況
第 2節 自然環境
第 3節 社会環境
第 4節 歴史環境

第 3章 文化的景観の景観単位及び構成要素 
第 1節 景観単位と地区区分
第 2節 景観構成要素
第 3節 景観構成要素間の関係
第 4節 日根荘遺跡と景観

第 4章 「日根荘地域の文化的景観」としての価値
第1節 日根荘地域の文化的景観の特性の

整理
第2節 日根荘地域の文化的景観としての
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価値
第 5章 日根荘地域の文化的景観の今後に向けて

第1節 日根荘地域の文化的景観保存への
課題

第2節 史跡日根荘遺跡の保存と文化的景
観

第3節 地域住民の活動・取り組み
付 日根荘の文化的景観保存活用検討委員会 

ワークショップ（調査／説明会）「荘の里
の景観を語る」実施状況
調査対象地域の主な土地利用規制

兵庫県芦屋市芦屋川の文化的景観調査報告書

刊行年月  平成 24年 3月
刊　　行  芦屋市教育委員会

目　　次
第1章 はじめに

第 1節 芦屋市と芦屋川の概要
第 2節 文化的景観について

第 2章 芦屋市の景観保全・育成の取り組み 
第 1節 芦屋市景観地区について
第 2節 芦屋川南特別景観地区の概要

第 3章 芦屋川をとりまく自然
第 1節 芦屋川流域の地形・地質
第 2節 芦屋川の生き物

第 4章 芦屋川が育んだ歴史 
第 1節 原始の芦屋川とその周辺
第 2節 古代の芦屋川とその周辺
第 3節 中世の芦屋川とその周辺
第 4節 近世の芦屋川とその周辺
第 5節 近現代の芦屋川とその周辺

第 5章 芦屋川中・下流域の歴史文化遺産

生野鉱山及び鉱山町の文化的景観保存調査報告書 

刊行年月  平成 22年 3月
刊　　行  朝来市教育委員会
編集協力  株式会社地域計画建築研究所　

  大阪事務所

目　　次
1　調査の概要

1.1　調査の目的と方法
1,2　調査の経過と組織
1.3　調査地区の範囲
1.4　参考文献及び既往研究

2　生野の町と鉱山
2.1　自然と社会
2.2　生野の歴史的変遷

3　鉱山町の景観分析
3.1　鉱山町の区域設定
3.2　各地区の状況
3.3　生野の空間構造

4　景観を構成する生活文化
4.1　鉱山町の暮らし
4.2　伝統行事
4.3　芸術にみる鉱山町の影響
4.4　林業・農業にみる鉱山町

5　鉱山町の景観認知
5.1　アンケート調査にみる景観認知
5.2　ヒアリング調査による景観認知
5.3　芸術などにみる景観認知
5.4　地名にみる鉱山町
5.5　その他の景観認知

6　文化的景観の価値
6.1　文化的景観の本質的な価値

7　重要文化的景観選定に向けた課題

「奥飛鳥の文化的景観」保存計画

刊行年月  平成 23年
刊　　行  明日香村

目　　次
はじめに
序　章 計画策定の目的と体制

序－ 1 計画策定に至る背景と目的
序－ 2 検討のための体制

第Ⅰ部　調査編



1  市町村による文化的景観価値調査報告書　　285

第 1章　 奥飛鳥地域文化的景観保存計画策定調査に
関わって

第2章 文化的景観調査対象区域の設定と調査対象
地域の概況
2－ 1 文化的景観調査対象区域の設定
2－ 2 奥飛鳥地域の概況

第 3章 文化的景観の構成要素とその有機的関連 
3－ 1 文化的景観構成要素の特性

 3－ 2 構成要素の有機的な関連
第 4章 地域における景観認知

4－ 1 景観認知の把握と方法
4－ 2 地域で認知された文化的景観を構

成する重要な要素
第5章 奥飛鳥地域文化的景観の構造 

5－ 1 奥飛鳥地域の文化的景観の価値と
景観単位

5－ 2 景観単位別の価値構造
5－ 3 奥飛鳥地域の文化的景観の本質的

価値

蘭島及び三田・清水の農山村景観保存計画

刊行年月  平成 25年 3月
刊　　行  有田川町教育委員会

目　　次
第Ⅰ部　保存調査
第1章 保存調査の目的と沿革

第 1節 保存調査にいたる経過
第 2節 事業の結果と保存調査の検討体制
第3節 有田川町と清水地区の概要
第 4節 蘭島及び周辺地域の概要

第 2章 蘭島と周辺地域の自然環境 
第 1節 有地形・地質学的調査
第 2節 植物相
第 3節 動物相

第 3章 蘭島の棚田と周辺の歴史的変遷
第 1節 古代・中世
第 2節 近世
第 3節 災害と文化的景観

第 4章 生業と民俗
第 1節 概説

第 2節 有田川町清水地区の生業空間の変
遷

第3節 近世の生業複合と保田紙
第 4節 清水地区の年中行事

第 5章 景観の構造とその特性
第 1節 土地利用と景観の変遷
第 2節 景観の特性
第 3節 景観認知の特性
第 4節 集落空間の構成
第 5節 蘭島を中心とする有田川中流域に

残存する民家の特性
第6章 景観保全とまちづくりの方向性

第1節 景観保全とその意義
第 2節 地域農業の実態と景観保全のため

の組織、手段
第7章 文化的景観の価値と特性

第 1節 文化的景観の特性
第 2節 文化的景観の本質的価値 

近世資料 

奥出雲町文化的景観調査報告書 :
奥出雲たたらと棚田の文化的景観

刊行年月  平成 25年 3月
刊　　行  奥出雲町教育委員会

目　　次
第1章 保存調査の目的

1　調査に至る経緯
2　保存調査の目的
3　検討体制

第 2章 奥出雲町の概要
1　位置と沿革
2　地理的環境
3　歴史的環境
4　人口・産業構造
5　奥出雲町の文化財

第 3章 調査範囲の選定と概要
1　位置と環境
2　調査対象範囲

第 4章 自然環境の特性
1　地形
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2　地質
3　気候
4　植生
5　動物

第 5章 奥出雲町のたたら製鉄の変遷
1　『出雲国風土記』に見える奥出雲の鉄・
鉄器生産

2　中世奥出雲の鉄生産
3　製鉄遺跡から見た近世奥出雲の鉄生産
4　近世・近代の各鉄師のたたら経営
5　角炉による鉄生産
6　国選定保存技術のたたら吹き製鉄

第6章 たたら製鉄・鉄穴流しと鉄山（山林） 
 1　鉄穴流しと土地利用

2　鉄穴流し水田と奥出雲仁多米のおいし
さの秘密

3　鉄山の利用形態
第 7章 たたら学習と地域文化活動 

1　ふるさと学習の取り組み
2　住民の景観保全活動
3　住民文化と伝統芸能
4　景観の保全活動と地域づくり
5　たたら文化の情報発信

第 8章 文化的景観の本質的価値 
1　鉄穴流し跡の景観特性
2　鉄穴流し跡に形成された棚田の景観特
性

3　現代の山林構造と景観特性
4　山内集落の形成と景観特性
5　角炉の景観特性と今日的価値
6　まとめ

徳島県上勝町樫原地区（水田景観）
樫原の棚田文化的景観保存計画

刊行年月  平成 21年 5月
刊　　行  上勝町教育委員会

目　　次
第1章　調査の概要
1.1 はじめに

1.1.1.　調査に至る経緯

1.1.2　文化的景観とは
1.1.3　調査対象地の概要

1.2 調査の目的
1.3 調査の構成

1.3.1　保存調査の概要
1.3.2　保存計画の概要
1.3.3　調査等の検討組織等

1.4 取り組みの流れ
第 2章　保存調査
2.1 上勝町の概観

2.1.1　上勝町の町勢
2.1.2　上勝町の農業事情
2.1.3　上勝町の棚田

2.2 樫原地区の概観
2.2.1　樫原地区の年譜
2,2,2　樫原地区の成り立ち
2.2.3　樫原地区における耕地面積と戸数の

推移
2.2.4　樫原地区の歴史的景観
2.2.5　樫原地区の災害
2.2.6　橿原地区の棚田畦畔の植生と昆虫相

2.3 景観の構成要素
2.3.1　農地
2.3.2　水系
2.3.3　樹木・山林
2.3.4　道
2.3.5　建造物
2.3.6　生活・文化
2.3.7　空間の景観特性

2.4 地区景観の特性
2.4.1　樫原地区の景観特性
2.4.2　個々の景観特性

2.5 樫原地区文化的景観の価値 
2.5.1　樫原地区の文化的景観
2.5.2　棚田景観の価値
2.5.3　集落景観の価値
2.5.4　里山景観の価値
2.5.5　重要な構成要素の一覧及び概要

遊子水荷浦の段畑保存管理計画書

刊行年月  平成 19年 3月
刊　　行  宇和島市・宇和島市教育委員会
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目　　次
第Ⅰ章 沿革と目的

Ⅰ－ 1 計画策定に至る経緯と経過
Ⅰ－ 2 計画の目的
Ⅰ－ 3 検討体制

調査編
第Ⅱ章 水荷浦地区及び周辺地域の概況

Ⅱ－1 位置
Ⅱ－ 2 沿革
Ⅱ－ 3 自然環境
Ⅱ－ 4 社会環境
Ⅱ－ 5 土地利用の状況
Ⅱ－ 6 土地利用行為に係る法令及び区域
Ⅱ－7 水荷浦地区が受けている各種選定
Ⅱ－8 遊子地域での環境保全活動

第Ⅲ章 文化的景観の景観単位及び構成要素 
Ⅲ－ 1 水荷浦の段畑に見られる歴史的変

遷
Ⅲ－2 水荷浦地区を取り巻く自然環境
Ⅲ－3 水荷浦の段畑における生活・生業
Ⅲ－4 文化的景観の構成要素及びそれら

の有機的関連
第Ⅳ章 地域における景観認知
第Ⅴ章 文化的景観の本質的価値

Ⅴ－ 1 価値見解
Ⅴ－ 2 本質的価値を踏まえた保存・管理

と整備・活用による課題
Ⅴ－3 生業を支えてきた仕組み

※『宇和島の段々畑保存・活用計画書』（平成 18年 3月、

宇和島の段々畑保存・活用委員会刊行、プレック研究所

編集協力）を再構成したものである。

津野町文化的景観保存調査報告書

刊行年月  2008 年 3月
刊　　行  津野町

目　　次
はじめに 四万十川流域の文化的景観保護の意義と

目的
1　四万十川流域における津野町の地域特性

津野町の概要
1　自然的特性
2　歴史的特性
3　社会的特性

2 景観単位と景観構成要素
1　津野町四万十川流域の文化的景観調査
物件

2　各文化的景観調査地区の現況
3　津野町における文化的景観と集落調査

1　北川集落
2　口目ケ市集落
3　船戸集落
4　芳生野集落
5　不入山周辺
6　大古味山周辺

4　津野町における文化的景観の価値
5　四万十川流域の文化的景観

四万十川流域の文化的景観　源流域の山村（高知県
高岡郡津野町） 調査報告書

刊行年月  ［記載なし］
刊　　行  津野町

目　　次
第1章 区域の設定

1　文化的景観の範囲と区域設定に関する
考え方

2　第一次選定申出区域
■第二次選定申出予定区域設定の考え方
■申請範囲図

第2章 四万十川流域の文化的景観の特徴
2－ 1 自然的特性
2－ 2 歴史的特性
2－ 3 社会的特性

第 3章 平成 20年度指定景観単位と景観構成要素
3－ 1 津野町四万十川流域の文化的景観

調査物件
3－ 2 各文化的景観選定地区の現況調査

第4章 第 2次選定申請予定区域の特性
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■　布施ヶ坂地区
■　高野・宮谷地区

第5章 選定申請地区の集落調査
5－ 1－ 1　布施ヶ坂地区
5－ 1－ 2　高野地区
5－ 1－ 3　宮谷地区
5－ 2 集落と民家
5－ 3 桂地区の茶畑石積について

第 6章 平成 22年度二次選定調査対象区域の構成
要素
（1）　布施ヶ坂周辺
（2）　高野地区周辺
（3）　宮谷地区周辺

第 7章 茶業
■津野町の茶－土佐茶再興の新しい構図－
■津野町の茶の文化

四万十川流域における山村集落と棚田景観
保存調査報告書

刊行年月  ［記載なし］
刊　　行  檮原町

目　　次
はじめに
第1章 四万十川流域における檮原町の地域特性
 第 1節 檮原町の概要
 第 2節 自然的特性
 第 3節 歴史的特性
 第 4節 社会的特性
第 2章 檮原町の文化的景観
 第 1節　檮原町における調査対象地区
 第 2節 河川地区
 第 3節 国有林地区
 第 4節 神在居地区
第 3章 文化的景観の本質的価値
第 4章 四万十川の文化的景観

中土佐町文化的景観保存調査報告書

刊行年月  2008年 3月
刊　　行  中土佐町

目　　次
はじめに　 四万十川流域の文化的景観保護の意義と

目的 
1　四万十川流域における中土佐町の地域特性 

1　自然的特性
2　歴史的特性
3　社会的特性
4　中土佐町大野見における流通・往来
5　久礼港での流通・往来

2　景観単位と構成要素 
1　中土佐町四万十川流域の文化的景観調
査物件

2　地区別に見た構成要素
3　中土佐町における文化的景観と集落調査

1　高樋集落
2　久万秋集落
3　槇野々集落

4　「四万十川上流域における流通・往来と農山村集
落景観」の文化的景観の価値

5　参考文献
6　四万十川流域の文化的景観

四万十川流域の文化的景観 上流域の農山村と流通・
往来　調査報告書

刊行年月  ［記載なし］
刊　　行  中土佐町

目　　次
はじめに 
第 1章 四万十川流域における中土佐町の地域的特

性
第1節 中土佐町の概要と調査対象区域
第2節 自然的特性
第 3節 歴史的特性
第 4節 社会的特性
■西山城跡と坪ノ内遺跡の発掘調査成果か
らみた「加納久礼別符」の様相
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■町並みの建造物に見る特徴と流通・往来
■久礼八幡宮について
第5節 中土佐町における土地利用

第 2章 平成 21年度中土佐町文化的景観調査対象
区域の景観単位と構成要素 
第 1節 平成 21年度中土佐町文化的景観

調査対象区域の景観単位と構成要
素

第2節 まとめ　中土佐町文化的景観の価
値

四万十川流域の文化的景観保存調査報告書

刊行年月  ［記載なし］
刊　　行  四万十町

目　　次
はじめに 
四万十川流域の文化的景観保護の意義と目的
第1章　四万十川流域における四万十町の地域特性

第1節 四万十町の概要
第 2節 自然的特性
第 3節 歴史的特性
第 4節 社会的特性

第 2章 四万十町の文化的景観
第 1節 四万十町における調査対象地区
第 2節 調査対象地域と河川
第 3節 大正奥四万十区域
第 4節 四万十川中流区域
第 5節 高南台地区域

第 3章 文化的景観の本質的価値

四万十川流域の文化的景観 下流域における生業と流
通・往来　保存調査報告書・保存計画書

刊行年月  2010 年
刊　　行  四万十市

目　　次

四万十川流域の文化的景観保護の意義と目的
第1章 四万十川流域における四万十市の地域特性

第1節 四万十市の概要
第 2 節 自然的特性
第 3節 歴史的特性
第 4節 社会的特性

第 2章 四万十市の文化的景観
第 1節 四万十市における調査対象地域
第2節 調査対象地域と河川
第 3節 黒尊川区域
第 4節 四万十川下流区域：口屋内地区
第5節 四万十川河口区域：下田地区

第 3章 本質的価値
第 1節 文化的景観の本質的価値
第 2節 四万十川流域の文化的景観

求菩提地区文化的景観調査報告書

刊行年月  平成 20年 3月
刊　　行  豊前市
編集協力  （株）修復技術システム 

目　　次
第1章 調査の概要

第 1節 調査の背景と目的
第 2節 調査地区
第 3節 調査の対象・項目

第 2章 景観の概要
第 1節 自然
第 2節 歴史
第 3節 生活・生業
第 4節 地区住民の生活と意識

第 3章 文化的景観の価値 
第 1節 文化的景観の特性
第 2節 景観保存計画の指針

新川・田篭地区文化的景観調査報告書

刊行年月  平成 22年 3月
刊　　行  うきは市
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目　　次
第 1章 調査の概要

1　調査の背景と目的
2　調査地区
3　調査の対象
4　検討体制

第 2章 調査地の概要
1　自然環境
2　人文・歴史
3　生活・生業
4　地区住民の生活と意識

第 3章 調査地の景観構造
1　集落・棚田の立地と水利
2　葛篭地区
3　本村・分田地区
4　日森園・小間坊・馬場地区

第 4章 文化的景観の価値 
1　文化的景観の特性
2　新川・田篭における文化的景観の価値

文化的景観「蕨野の棚田」保存活用事業報告書

刊行年月  平成 18年 3月
刊　　行  「蕨野の棚田」文化的景観検討委
  員会

目　　次
Ⅰ　はじめに
Ⅱ　蕨野の集落と棚田

1　蕨野の集落
2　蕨野における棚田の形成と発達
3　里山と里地の景観
4　棚田の造成と手間講
5　棚田の水利と営農
6　棚田の保全運動とその担い手

Ⅲ　蕨野の文化的景観
1　棚田と里山の地質・地形
2　棚田と里山の植生
3　棚田の分布とその発達
4　棚田の構造と景観
5　ムラの暮らしと民俗

Ⅳ　文化的景観の保存とその活用に関する基本方針 
Ⅴ　資料 

からつ 蕨野の棚田 文化的景観保存管理計画

刊行年月  平成 20年 3月
刊　　行  唐津市・唐津市教育委員会
編　　集  （株）エスティ環境設計研究所

目　　次
第1部 調査編  
第 1章 蕨の地域及び周辺地域の現況 

1－ 1 唐津市相知町の概況
1－ 2 蕨野地域の位置と地勢 
1－ 3 蕨野地域の自然環境
1－ 4 蕨野地域の社会環境
1－ 5 土地利用の状況

第 2章 文化的景観の特色
2－ 1 棚田の形成と発達
2－ 2 里地と里山の景観
2－ 3 棚田造成の知恵と工夫
2－ 4 暮らしと民俗
2－ 5 蕨野の地域の文化財
2－ 6 保全運動と担い手

第 3章 文化的景観の本質的価値
3－ 1 本質的価値の捉え方
3－ 2 蕨野らしさを取り巻く視点
3－ 3 文化的景観を構成する要素

佐世保市黒島の文化的景観保存調査報告書

刊行年月  平成 23年 3月
刊　　行  佐世保市教育委員会

目　　次
第1章 調査の概要

第 1節 調査に至る経緯及び目的
第 2節 調査対象地区及び項目

第 2章 調査対象地域
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第 1節 佐世保市の概要
第 2節 調査対象地域の概要

第 3章 調査対象地の景観特性 
第 1節 自然的特性
第 2節 歴史的特性
第 3節 生業及び生活の特性
第 4節 地区住民の景観、生活意識

第 4章 文化的景観の価値 
第 1節 文化的景観の価値見解
第 2節 価値の説明

平戸島と生月島の文化的景観保存調査報告書

刊行年月  平成 21年 5月
刊　　行  平戸市教育委員会

目　　次
第1章 保存調査の目的
第 2章 文化的景観保存調査の対象範囲
第 3章 調査地の概要
第 4章 景観の構造と特徴 

第 1節 調査地の景観構造
第 2節 平戸島地域
第 3節 生月地区

第 5章 人々の暮らしと景観
第 1節 自然と人間の関わり
第 2節 集落組織と年中行事・農暦
第 3節 石積みの景観資源と石垣築造技術
第4節 石造物の分布
第 5節 水利及び土地利用からみた景観形

成について
第6節 棚田の地名について
第 7節 文化的景観研究における「明暦二

年田方帳抜書」の価値
第8節 生業・集落景観と海からの視点

第 6章 「かくれキリシタン」と景観
第 1節 平戸・生月島の「かくれキリシタ

ン」と遺跡
第2節 安満岳信仰
第 3節 整地中江ノ島の信仰
第 4節 オラショに唄われる景観
第 5節 板石積み墓とキリシタン

第 6節 集落とキリシタン
第 7節 聖具（御神体）の分布と信仰形態
第8節 景観認知とキリシタン
第 9節 平戸のキリシタン文化と信仰空間

第7章 調査地における生業・集落・信仰空間の価
値

五島市久賀島の文化的景観保存計画

刊行年月  平成 23年 3月
刊　　行  五島市

目　　次
序　章 沿革と目的

1　計画の目的
2　検討体制
3　計画策定に至る経過
4　位置及び範囲
5　文化的景観申出について

第 1部　文化的景観保存調査の概要
第1章 保存調査の目的

第 1節 保存調査に至る経緯
第 2節 保存調査の内容と方法

第 2章 五島市の概要
第 1節 位置と環境
第 2節 歴史・沿革
第 3節 文化財

第 3章 景観構造と特徴
第 1節 集落
第 2節 交通

第 4章 生業
第 1節 ツバキ実採取
第 2節 その他の生業

第 5章 民俗・習俗
第 1節 年中行事
第 2節 信仰

第 6章 文化的景観の本質的価値 
第 1節 ツバキ林の分布と管理
第 2節 ツバキ油生産とその特色



292　　Ⅲ  文化的景観価値調査報告書目次一覧

雲仙の文化的景観「雲仙岳と岳の棚田」調査報告書

刊行年月  平成 21年 3月
刊　　行  雲仙市教育委委員会
編　　集  （株）エスティ環境設計研究所

目　　次
1章 地域の概況   
2 章 雲仙岳と岳の棚田の自然 

2－ 1　雲仙岳と岳の棚田の地形・地質
2－ 2　雲仙市千々石町の岳・清水棚田と

里山の植生
3章 棚田景観の特性 

3－ 1　棚田の分布と土地利用変化
3－ 2　石積み棚田と水利の特性
3－ 3　棚田の保全運動

4章 地域の歴史・生活文化と文化財
4－ 1 聞き取り調査の概要 
4－ 2 聞き取り調査概要

5章 集落の景観構成と地域社会 
5－ 1 集落の景観構成
5－ 2 住民の生活と景観に関する認識

6章 棚田の景観構成 
6－ 1 調査目的
6－ 2 調査の概要
6－ 3 調査結果
6－ 4 まとめと課題

7　章 文化的景観の保存とその活用に関する基本
的考え方 
7－ 1 本質的価値、保存管理の視点につ

いて
7－ 2 文化的景観と捉える区域について
7－ 3 重要な構成要素について

小値賀諸島の文化的景観保存調査報告書－流通と往
来の歴史が育んだ島嶼世界の文化的景観－

刊行年月  平成 24年 3月
刊　　行  小値賀町教育委員会

目　　次
はじめに 
第一章 保存調査の目的

第 1節 保存調査にいたる経緯
第 2節 保存調査の方法と内容
第 3節 保存調査の実施体制

第二章 小値賀諸島の概要 
第 1節 位置
第 2節 沿革
第 3節 人口の推移
第 4節 地形と地質
第 5節 植生と生物
第 6節 小値賀諸島外との交流
第 7節 流通と往来の歴史を示す文化財

第三章 調査地の景観構造と特徴 
第 1節 小値賀諸島の自然環境
第 2節 小値賀諸島の歴史的環境
第 3節 島々の生活・生業の環境

第四章 島人の暮らしと文化的景観の形成
第1節 自然と人間の関わり
第 2節 島嶼間の互助制度とトクドン制度
第3節 石造文化

第五章 小値賀諸島の文化的景観に関する住民の意
識調査

資料編

新上五島町北魚目の文化的景観保存計画

刊行年月  平成 23年 10月
刊　　行  新上五島町

目　　次
序　　　文化的景観の位置及び範囲

1　計画の目的
2　検討体制
3　計画策定に至る経過
4　位置及び範囲
5　文化的景観の申出について

第Ⅰ部　文化的景観保存調査の概要
第1章 保存調査の目的

第 1節 調査に至る経緯及び目的
第 2節 調査対象地域
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第 3節 調査項目
第 2章 新上五島町の概要 

第 1節 新上五島町の概況
第 2節 地形と地質
第 3節 生物と環境
第 4節 歴史
第 5節 文化財

第 3章 生活と生業
第 1節 農業と林業
第 2節 漁業
第 3節 生活
第 4節 交通

第 4章 集落
第 1節 北魚目地域の概要
第 2節 北魚目地域の集落
第 3節 住居と石積みの構築物
第 4節 集落の特性と類型
第 5節 集落と生業

第 5章 各論
第 1節 集落
第 2節 歴史
第 3節 教会
第 4節 信仰

第 6章 文化的景観の本質的価値

新上五島町崎浦の五島石集落景観保存計画

刊行年月  平成 24年 5月
刊　　行  新上五島町

目　　次
序　　　文化的景観の位置及び範囲

1　計画の目的
2　検討体制
3　計画策定に至る経緯
4　位置及び範囲
5　文化的景観の申出について

第Ⅰ部　文化的景観保存調査
第1章 保存調査の目的

第 1節 調査に至る経緯及び目的
第 2節 調査対象地域
第 3節 調査項目

第 2章 新上五島町町の概要
第 1節 新上五島町の概況

第 3章 自然
第 1節 地形と地質
第 2節 生物と環境
第 3節 動植物

第 4章 歴史
第 5章 生活と生業

第 1節 漁業
第 2節 農業
第 3節 山の利用
第 4節 主な生業の変遷

第 6章 集落の土地利用と構造 
第 1節 崎浦の概要
第 2節 土地利用
第 3節 集落構造

第 7章 崎浦の石材業
第 1節 崎浦地域の採石のはじまりと隆盛
第2節 崎浦地域より産出される石材の性

質
第3節 砂岩の採石
第 4節 砂岩の利用と分布
第 5節 石工の技術と役割分担

第 8章 各論
第 1節 石造建造物の系譜と崎浦地域
第 2節 崎浦地域の民家における腰板石に

ついて
第3節 上五島崎浦地域の民家建築
第 4節 崎浦地域の寺社建築
第 5節 頭ヶ島天主堂の建築
第 6節 鉄川与助の日記と頭ヶ島天主堂
第7節 崎浦地域における集落空間
第 8節 上五島のキリシタン史概論
第 9節 頭ヶ島白浜遺跡出土の近世人骨
第10節 崎浦地域の石切場について

第 9章 文化的景観の本質的価値－五島石の石切場
と腰板石の住居がつくる集落景観

天草市﨑津の漁村景観調査報告書・保存計画書

刊行年月  平成 22年 10月
刊　　行  天草市教育委員会教育部文化課
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目　　次
第 1部　天草市﨑津の漁村景観調査報告書
序　章

1　沿革と目的
2　文化的景観保存調査の対象範囲

第1章　自然的特性
1　天草の自然の概要
2　﨑津・今富・一町田地区の自然

第2章 歴史的特性
1　天草の歴史（古代から中世）
2　天草におけるキリシタンの歴史
3　キリシタン版天草本の意義
4　江戸時代の天草支配と支配構造
5　近世﨑津村の宗門改帳と異宗回信者
6　明治時代から現代まで
7　天草の文学を概観する

第 3章 社会的特性
1　流通・往来
2　江戸時代における肥後天草郡の漁村（飼
子浦）と漁場

3　﨑津・今富の社会構造の特色
4　民俗儀礼
5　天草炭田

第 4章 景観の特性
1　対象地一体の景域の調査分析
2　対象地を取り巻く交通環境
3　対象地の土地利用特性
4　﨑津教会天主堂を視対象とした景観の
分析

第 5章 集落・建築
1　集落景観調査計画
2　集落景観調査結果
3　集落景観の調査における市民参加
4　カケに関する詳細調査
5　トウヤに関する詳細調査
6　国道整備による景観の変化
7　集落景観分野に関するまとめ
8　町並みの形成過程
9　建造物調査
10  﨑津の民家建築調査
11  家屋・家並み追加調査

第 6章 まとめ
1　﨑津景観の歴史と文化
2　﨑津景観の意味と価値

天草市今富の農村景観保存調査報告書・保存計画書

刊行年月  平成 24年 3月
刊　　行  天草市教育委員会文化課世界遺産
  登録推進室
編　　集  （株）エスティ環境設計研究所

目　　次
第1部　天草市﨑津の漁村景観調査報告書
序　章

1　沿革と目的
2　文化的景観保存調査の対象範囲

第1章　自然的特性
1　天草の自然の概要
2　﨑津・今富・一町田地区の自然

第2章　歴史的特性
1　天草の歴史（古代から中世）
2　天草におけるキリシタンの歴史
3　江戸時代の天草支配と支配構造
4　近世の大江村・﨑津村・今富村
5　明治時代から現代まで

第 3章 社会的特性
1　近世今富村の社会構造～宗教とキリシ
タン信仰の実態

2　﨑津・今富の社会構造の特色～明治期
の集落～

3　1980年代中頃の﨑津・今富における「か
くれキリシタン」の伝承

4　今富地区の文化的伝統
5　﨑津村・今富村・大江村の流通・往来
6　今富地区の民俗
7　植物と信仰施設
8　片白墓地・大山大神宮の立地

第4章 景観の特性
1　今富地区の景域
2　近世今富村の耕地の変遷
3　干拓による土地造成のプロセス

第5章 集落・建築
1　集落景観調査計画
2　今富地区の土地利用特性
3　今富地区における水利用
4　農村集落の景観特性
5　その他の集落の景観特性
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6　家屋・家並み調査
第 6章 まとめ

1　﨑津・今富地区の結び付き
2　今富地区の本質的価値と景観特性

天草市大江の農村景観保存調査報告書・保存計画書

刊行年月  平成 25年 3月
刊　　行  天草市教育委員会文化課世界遺産 
  登録推進室
編　　集  （株）エスティ環境設計研究所

目　　次
第1部　文化的景観保存調査報告書  
序　章

1　沿革と目的
2　文化的景観保存調査の対象範囲

第1章 自然的特性
第 2章 歴史的特性　流通・生業

1　大江における糺方日記
2　大江村キリシタンの近世の信仰と近代
の復活

3　大江組における天草くずれの影響
4　天草の切支丹復活
5　近世期における天草下島の東シナ海側
の漁場と漁場利用

6　大江の流通・生業
第 3章 社会的特性  
第 4章 景観構成

1　調査計画
2　対象地の概要
3　大江地区における景観構成要素の把握
4　道の変遷に関する分析
5　眺望景観に関する分析
6　文化的景観の保全活動に関する考察

第5章 建造物　家並み
1　調査の目的
2　調査の方法

第 6章 景観の特性

「通潤用水と白糸台地の棚田景観」
文化的景観調査報告　文化的景観保存計画

刊行年月  平成 20年 3月
刊　　行  山都町教育委員会

目　　次
はじめに 

第 1節 文化的景観保存計画と山都町景観
計画の基本的な考え方

第2節 山都町の概要
第 1部　「通潤用水と白糸台地の棚田景観」保存調

査報告
第1章 現代社会における棚田の役割と現状 

第 1節 「粒食文化圏」が発展させた棚田
第2節 中山間地の現状－白糸台地の場合－
第3節 農村維持のための取り組み

第 2章 自然特性
第 1節 通潤用水下井手内の水生生物の調

査方法
第2節 調査の結果
第 3節 文化的景観構成要素としての生態

系の意義
第4節 通潤用水における水性生物多様性

の保全にむけての提言
第3章 通潤橋・通潤用水の歴史的位置－幕末日本

社会の到達形態－
第1節 19 世紀前期矢部手永と南手在の

経済状況
第2節 地域による企画立案・技術創出
第3節 地域による巨額資金の調達
第 4節 地域管理体制の構築－矢部手永と

南手在にみる幕末日本社会の到達
形態－

第5節 通潤用水関係の文書史料
第 4章 土木特性 

第 1節 土木技術の特性
第 2節 通潤用水の管理システム

第 5章 白糸台地に残る棚田景観保全の方向性
第1節 白石、相藤寺地区の住民が認識す

る農村景観
第2節 棚田景観保全の方向性
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文化的景観　別府の湯けむり景観保存計画

刊行年月  平成 24年 3月
刊　　行  別府市

目　　次
第 1部　沿革と目的

第 1節 計画策定に至る経過
第 2節 計画の目的

第 2部　文化的景観の調査報告
第 1章 調査区及び地域の概況

第 1節 調査区域
第 2節 地域の概況
第 3節 地域構造の変遷

第 2章 自然環境
 第 1節 地形・地質
 第 2節 水環境
 第 3節 気象
 第 4節 植生と植物
第 3章 温泉・湯けむりの自然科学的概要

第1節 温泉の分類と別府の湯けむり
第 2節 別府温泉の現状と温泉開発のあゆ

み
第3節 温泉水の起源・滞留時間・水収支
第4節 沸騰泉と噴気
第 5節 別府温泉を涵養する原温泉水
第 6節 泉質の形成と各種温泉水の流路
第 7節 地熱－温泉系のモデル（塚原－明

礬－鉄輪－亀川）
第8節 別府温泉の変化

第 4章 歴史的変遷
第 1節 湯けむり景観から見た別府温泉の

歴史
第2節 江戸時代の別府温泉
第 3節 近現代の別府温泉

第 5章 温泉・湯けむりの民俗学的概要
第 1節 別府温泉と上総掘り
第 2節 温泉の給湯
第 3節 祭り等との関わり
第 4節 食文化との関わり

第 6章 温泉・湯けむりに関する文化財
第 1節 地獄
第 2節 湯の花

第 3節 建造物
第 7章 温泉・湯けむりの利用実態 

第 1節 温泉と蒸し湯の利用実態
第 2節 地獄と湯けむりの利用実態
第 3節 湯の花の利用実態
第 4節 蒸し湯などの入湯習俗

第 8章 温泉観光の過去と現在
第 1節 観光様相の歴史的展開
第 2節 観光客の推移
第 3節 湯治宿の状況
第 4節 湯治客の意識

第 9章 温泉・湯けむりの芸術文化的概要
第1節 美術文化との関わり
第 2節 文学との関わり

第 10章 景観構造の分析
第 1節 調査事業の概要
第 2節 住民による対象地域の景観認知
第3節 外来客による対象地域の景観認知
第4節 調査地域における選好景観の特性

分析
第5節 古写真にみる対象地域の景観特性

と景観重要地域
第6節 歴史変遷による景観の変容
第 7節 重要文化的景観を構成する景観構

成要素の抽出
第11章 まとめ

小鹿田焼の里文化的景観保存計画（第3版）

刊行年月  平成 22年 3月
刊　　行  日田市

目　　次
第Ⅰ部　文化的景観調査報告
序
第1章 調査区及び地域の概況

（1）位置と対象範囲
（2）　地域の成り立ち

第 2章 地区の概要
（1）　自然環境
（2）　生活・生業
（3）　土地利用の歴史的変遷
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第 3章 景観構造
（1）　景観構成要素
（2）　景観構造の分析

第 4章 地域づくり活動と景観認知
第 5章 文化的景観の保存構想

（1）　小鹿田焼の里文化的景観の特性
（2）　文化的景観保護制度による文化的景

観の保護
（3）　小鹿田焼の里文化的景観の保護の考

え方
附 小鹿田焼の里歴史年表

田染荘小崎文化的景観保存計画

刊行年月  平成 22年 4月
刊　　行  豊後高田市教育委員会

目　　次
序章

第1節 位置と対象範囲
第 2節 目的
第 3節 景観保存の経緯と重要文化的景観

【第Ⅰ部　調査編】田染の里文化的景観・田染荘小
崎地区に関する調査報告 

第 1章 田染荘小崎の概要 
第 1節 田染荘の歴史概要
第 2節 田染荘小崎の歴史概要
第 3節 田染荘小崎の景観形成を支える自

然
第4節 景観をつくりだした人々のくらし
第5節 景観形成と地域づくり

第 2章 田染荘小崎の文化的景観の価値
第 1節 文化的景観の特性
第 2節 文化的景観の価値
第 3節 景観構成要素

酒谷の坂元棚田及び農山村景観文化的景観保存計画 

刊行年月  平成 25年 3月
刊　　行  日南市

目　　次
計画の背景と目的 
検討の体制と経過 

第 1部　保存調査 
第 1章 坂元地区及び周辺地域の現況

第 1節 日南市酒谷地域の現況
第 2節 坂元地区の位置と環境
第 3節 坂元地区の自然環境
第 4節 坂元地区の社会環境
第 5節 土地利用の状況

第 2章 文化的景観の特性 
第 1節 集落の棚田の歴史
第 2節 坂元棚田の特色
第 3節 飫肥林業と山林の景観
第 4節 集落の暮らし
第 5節 文化的景観を構成する要素及び概

況
第3章 文化的景観の本質的価値

第 1節 坂元地区の景観特性
第 2節 棚田景観の価値
第 3節 山林景観の価値
第 4節 集落景観の価値

第 4章 景観保全の課題と将来構想 
第 1節 景観保全の課題
第 2節 景観保全の将来構造
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2  都道府県による文化的景観価値調査報告書（～平成 25 年 3 月刊行）

「最上川流域の文化的景観」調査報告書

刊行年月  平成 23年 3月
刊　　行  山形県教育委員会

目　　次
I　文化的景観保護の経緯

1　文化的景観保護の取組み
2　県土景観保全の取組み

II　最上川流域の特性
1　最上川の概要
2　自然的な特性
3　歴史的・文化的な特性
4　河川利用の特性

III　最上川流域の景観分析
1　流域の景観単位
2　景観認知に関する調査

IV　「最上川流域の文化的景観」の本質的価値
1　流通・往来に関する価値
2　多様な河川利用に関する価値
3　「最上川流域の文化的景観」と最上川

V　保存活用に向けて
1　保存活用の目的と期待される効果
2　保存活用の方向性

琵琶湖と水が織りなす文化的景観
所在確認調査報告書

刊行年月  平成 23年 3月
刊　　行  滋賀県教育委員会

目　　次
はじめに 
調査の目的と方法 
第 1部　「琵琶湖」
第 1章 琵琶湖の自然環境 

第 1節 古代湖・琵琶湖
第 2節 琵琶湖における生物の多様性と

人々
第2章 琵琶湖と人々の歴史

第 1節 謎の湖底遺跡－葛籠尾崎湖底遺跡
に見る琵琶湖と人々－

第2節 人類の定住と琵琶湖
第 3節 水田農耕の開始と琵琶湖
第 4節 古代国家の形成と琵琶湖
第 5節 延暦寺と琵琶湖
第 6節 塩津港遺跡の世界
第 7節 琵琶湖と荘園開発
第 8節 天下布武と琵琶湖
第 9節 大津百艘船と琵琶湖の湖上交通の

展開
第10節 新田開発と景観の成立
第 11節 琵琶湖の運河計画から琵琶湖総合

計画へ
第3章 琵琶湖と人々の暮らし

第 1節 琵琶湖と人々・その集落と景観
第2節 琵琶湖と生業活動と食文化
第 3節 琵琶湖と民俗儀礼
第 4節 竹生島の世界
第 5節 琵琶湖と信仰の世界
第 6節 表現された琵琶湖
第 7節 琵琶湖岸の集落と民家
第 8節 琵琶湖岸の社寺建築
第 9節 琵琶湖と水田経営

第 4章 琵琶湖と現在、そして未来 
第 1節 観光地琵琶湖
第 2節 石けん運動と琵琶湖の環境
第 3節 琵琶湖と環境教育
第 4節 人々の意識の中の琵琶湖

第 5章 琵琶湖の文化的景観（その価値の所在と保
護の方向性）

第2部　所在確認調査報告
第 1章 調査の総論
第 2章 源流としての文化的景観
第 3章 特徴的な地域層としての文化的景観
第4章 歴史的特色を有する文化的景観
付　表 調査地点一覧表
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長崎県内の多様な集落が形成する文化的景観
保存調査報告書　論考編

刊行年月  平成 25年
刊　　行  長崎県

目　　次
第Ⅰ部 文化的景観の位置及び範囲

1　調査の目的
2　調査対象
3　検討体制

第Ⅱ部 長崎県の概要
1　概要
2　自然
3　歴史
4　文化財

第Ⅲ部 歴史
1　戦後時代末期の日本と九州
2　16～ 17世紀キリスト教史
3　五島灘・角力灘海域を舞台とした 18～
19世紀における潜伏キリシタンの移住
について

4　幕末維新期のキリシタン政策と信徒の
動静

5　開国後の日本におけるキリスト教各派
の動向

6　19世紀以降の教会堂建設
第Ⅳ部 集落

1　家屋の特徴
2　個別集落の詳細調査

第Ⅴ部 民俗
1　九州西岸地域におけるキリシタンの信
仰形態とその変容について

2　長崎・天草におけるキリシタン語彙の
継承と変容

3　かくれキリシタン聖画比較研究
第Ⅵ部 まとめ 

1　長崎地方におけるキリシタン集落の形
成

2　キリシタン集落に残る重要な構成要素

※論考編に加え、資料編1（第1分冊～第3分冊）、資料編2（第

1分冊～第3分冊）、資料編3がある。内容は以下のとおり。

　資料編1 長崎地方に関する 16～ 17世紀及び 19世紀の

宣教師記録の日本語訳をまとめる。

　資料編2 長崎地方に関する宣教師記録の原点史料をま

とめる。

　資料編3 関連する藩政史料等をまとめる。
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1  都道府県文化財保護条例における文化的景観の位置づけ（平成 25 年 3 月現在）

制定
年月日

文化財保護法上の文化財
保存技術

文化的景観に
関する規定
の導入年

有形
文化財

無形
文化財

民俗
文化財

記念物
文化的
景観

伝統的
建造物群

北海道 北海道文化財保護条例 昭和30.11.30 ◯ ◯ ◯ ◯ － － －
青森県 青森県文化財保護条例 昭和50.12.22 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 
岩手県 岩手県文化財保護条例 昭和51. 3.26 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 
宮城県 文化財保護条例 昭和 50.12.25 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ － ◯ 平成 17年
秋田県 秋田県文化財保護条例 昭和50.12.22 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 
山形県 山形県文化財保護条例 昭和30. 8. 1 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ － － 平成 17年
福島県 福島県文化財保護条例 昭和45. 7.21 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 
茨城県 茨城県文化財保護条例 昭和51. 4. 1 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 
栃木県 栃木県文化財保護条例 昭和38. 7. 6 ◯ ◯ ◯ ◯ － ◯ ◯ 
群馬県 群馬県文化財保護条例 昭和 51.10.25 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 
埼玉県 埼玉県文化財保護条例 昭和30.10. 1 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ * － ◯ 平成 16年
千葉県 千葉県文化財保護条例 昭和30. 3.29 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 
東京都 東京都文化財保護条例 昭和51. 3.31 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 
神奈川県 神奈川県文化財保護条例 昭和30. 4. 1 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 
新潟県 新潟県文化財保護条例 昭和48. 3.29 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 
富山県 富山県文化財保護条例 昭和38. 3.25 ◯ ◯ ◯ ◯ － － －
石川県 石川県文化財保護条例 昭和32. 9. 1 ◯ ◯ ◯ ◯ － － －
福井県 福井県文化財保護条例 昭和34. 7.31 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 
山梨県 山梨県文化財保護条例 昭和31. 4. 9 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 平成 17年
長野県 文化財保護条例 昭和 50.12.25 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 
岐阜県 岐阜県文化財保護条例 昭和29. 9. 8 ◯ ◯ ◯ ◯ － － －
静岡県 静岡県文化財保護条例 昭和36. 3.28 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 
愛知県 愛知県文化財保護条例 昭和30. 4. 1 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 
三重県 三重県文化財保護条例 昭和32.12.28 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 
滋賀県 滋賀県文化財保護条例 昭和31.12.25 ◯ ◯ ◯ ◯ － ◯ ◯ 
京都府 京都府文化財保護条例 昭和 56.10.24 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ － ◯ 平成 19年
大阪府 大阪府文化財保護条例 昭和44. 3.28 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 
兵庫県 兵庫県文化財保護条例 昭和39. 4. 1 ◯ ◯ ◯ ◯ － － －
奈良県 奈良県文化財保護条例 昭和52. 3.30 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 
和歌山県 和歌山県文化財保護条例 昭和31. 9.29 ◯ ◯ ◯ ◯ － ◯ －
鳥取県 鳥取県文化財保護条例 昭和34.12.25 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 平成 18年
島根県 島根県文化財保護条例 昭和30. 3.18 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 
岡山県 岡山県文化財保護条例 昭和50.12.24 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 
広島県 広島県文化財保護条例 昭和51. 3.29 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 
山口県 山口県文化財保護条例 昭和40. 3.26 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 
徳島県 文化財の保護に関する条例 昭和32. 3.29 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 
香川県 香川県文化財保護条例 昭和30.10. 1 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 
愛媛県 愛媛県文化財保護条例 昭和32. 3.29 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 
高知県 高知県文化財保護条例 昭和36. 1.10 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 
福岡県 福岡県文化財保護条例 昭和30. 4. 1 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 
佐賀県 佐賀県文化財保護条例 昭和51. 3.30 ◯ ◯ ◯ ◯ － ◯ ◯ 
長崎県 長崎県文化財保護条例 昭和 36. 3.30 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 
熊本県 熊本県文化財保護条例 昭和51. 3.30 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 
大分県 大分県文化財保護条例 昭和30. 4. 1 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 
宮崎県 宮崎県文化財保護条例 昭和31. 3.30 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 
鹿児島県 鹿児島県文化財保護条例 昭和30.12.26 ◯ ◯ ◯ ◯ － － －
沖縄県 沖縄県文化財保護条例 昭和47. 5.15 ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 

* 文化財種別のひとつとして文化的景観が定められているが、保護措置に関する規定はなされていない。
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2  都道府県文化財保護条例における文化的景観関係条文（抄）

（宮城県）文化財保護条例

昭和50年 12月 25日 宮城県条例第 49号
改正：平成 12年 3月 28日、平成 17年 3月 25日

第1章　総則
（定義）
第2条　この条例で「文化財」とは、次に掲げるも
のをいう。

五　地域における人々の生活又は生業及び当該地域
の風土により形成された景観地で県民の生活又
は生業の理解のため欠くことのできないもの
（以下「文化的景観」という。）

第2章　有形文化財
（指定）
第3条　教育委員会は、有形文化財のうち重要なも
のを宮城県指定有形文化財に指定することがで
きる。

二　教育委員会は、前項の規定による指定をしよう
とするときは、あらかじめ、指定しようとする
有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の
同意を得なければならない。ただし、所有者及
び権原に基づく占有者が判明しない場合は、こ
の限りでない。

三　教育委員会は、第 1項の規定による指定をしよ
うとするときは、あらかじめ、宮城県文化財保
護審議会の意見を聴かなければならない。

四　第 1項の指定は、告示をもつて行い、当該告示
があつた日からその効力を生ずる。

第7章　文化的景観
（選定）
第38条　教育委員会は、市町村の申出に基づき、
県又は当該市町村が定める景観法（平成16年法
律第 110 号）第 8条第 2項第 1号に規定する景
観計画区域又は同法第61条第 1項に規定する景
観地区内にある文化的景観であつて、県又は当
該市町村がその保存のため必要な措置を講じて
いるもののうち重要なものを宮城県選定文化的
景観（以下「選定文化的景観」という。）として
選定することができる。

二　前項の選定には、第 3条第 2項から第 4項まで
の規定を準用する。

（解除）
第39条　教育委員会は、選定文化的景観が選定文
化的景観としての価値を失つた場合その他特殊
の事由があるときは、その選定を解除すること
ができる。

二　前項の選定の解除には、第 3条第 3項及び第 4
項の規定を準用する。

三　選定文化的景観について法第 134条第 1項の規
定による重要文化的景観の選定があつたとき、
又は選定文化的景観の全部が滅失したときは、
当該選定文化的景観の選定は、解除されたもの
とする。

（滅失又はき損）
第40条　選定文化的景観の全部又は一部が滅失し、
又はき損したときは、所有者又は権原に基づく
占有者（以下この章において「所有者等」という。）
は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出な
ければならない。

（管理に関する勧告）
第41条　教育委員会は、管理が適当でないため選
定文化的景観が滅失し、又はき損するおそれが
あると認めるときは、所有者等に対し、管理方
法の改善その他管理に関し必要な措置を勧告す
ることができる。

（現状変更等の届出等）
第42条　選定文化的景観に関しその現状を変更し、
又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとす
る者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼ
す行為をしようとする日の30日前までに、その
旨を教育委員会に届け出なければならない。た
だし、非常災害のために必要な応急措置を執る
場合又は教育委員会規則で定める場合は、この
限りでない。

二　教育委員会は、選定文化的景観の保護上必要が
あると認めるときは、前項の届出に係る現状の
変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な
指導、助言又は勧告をすることができる。

（現状等の報告）
第43条　教育委員会は、必要があると認めるとき
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は、所有者等に対し、選定文化的景観の現状又
は管理若しくは復旧の状況につき報告を求める
ことができる。

山形県文化財保護条例

昭和30年 8月 1日 山形県条例第 27号
改正：昭和 41年 10月 8日、昭和 51年 3月 31日、平成 17

年 3月 22日、平成 19年 12月 21日

第1章　総則
（定義）
第2条　この条例で「文化財」とは、法第 2条第 1
項第 1号に掲げる有形文化財（以下「有形文化
財」という。）、同項第 2号に掲げる無形文化財
（以下「無形文化財」という。）、同項第 3号に掲
げる民俗文化財（以下「民俗文化財」という。）、
同項第 4号に掲げる記念物（以下「記念物」と
いう。）及び同項第5号に掲げる文化的景観（以
下「文化的景観」という。）をいう。

第2章　県指定有形文化財
（指定）
第4条　教育委員会は、県の区域内に存する有形文
化財（法第 27条第 1項の規定により重要文化
財に指定されたものを除く。以下同じ。）のうち
県にとつて重要なものを山形県指定有形文化財
（以下「県指定有形文化財」という。）に指定す
ることができる。

二　前項の規定による指定をするには、教育委員会
は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財
の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得な
ければならない。ただし、所有者又は権原に基
く占有者が判明しない場合はこの限りでない。

三　第 1項の規定による指定は、その旨を県公報で
告示するとともに、当該有形文化財の所有者及
び権原に基づく占有者に通知してする。

四　第 1項の規定による指定は、前項の規定による
県公報の告示があつた日からその効力を生ず
る。

五　第 1項の規定による指定をしたときは、教育委
員会は、当該県指定有形文化財の所有者に指定
書を交付しなければならない。

（解除）

第5条　教育委員会は、県指定有形文化財が県指定
有形文化財としての価値を失つた場合その他特
殊の事由があるときは、その指定を解除するこ
とができる。

二　前項の規定による指定の解除には、前条第 3項
及び第 4項の規定を準用する。

三　県指定有形文化財について法第 27条第 1項の
規定による重要文化財の指定があつたときは、
当該県指定有形文化財の指定は、解除されたも
のとする。

四　前項の場合には、教育委員会は、その旨を県公
報で告示するとともに、当該県指定有形文化財
の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなけ
ればならない。

五　第 2項で準用する前条第 3項の規定による県指
定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき
及び前項の規定による通知を受けたときは、所
有者は、すみやかに県指定有形文化財の指定書
を教育委員会に返付しなければならない。

（管理又は修理の補助）
第10条　県指定有形文化財の管理又は修理につき

多額の経費を要し、所有者又は管理団体がその
負担に堪えない場合その他特別の事情がある場
合には、県は、その経費の一部を充てさせるた
め、当該所有者又は管理団体に対し、予算の範
囲内で補助金を交付することができる。

２　前項の補助金を交付する場合には、教育委員会
は、その補助の条件として管理又は修理に関し
必要な事項を指示するとともに、必要があると
認めるときは、当該管理又は修理について指揮
監督することができる。

第5章の2　県選定文化的景観
（選定）
第36条の2　教育委員会は、市町村の申出に基づき、
県又は当該市町村が定める景観法（平成16年法
律第 110 号）第 8条第 2項第 1号に規定する景
観計画区域又は同法第61条第 1項に規定する景
観地区内にある文化的景観（法第 134条第 1項
の規定により重要文化的景観に選定されたもの
を除く。）であつて、県又は当該市町村がその
保存のため必要な措置を講じているもののうち
県にとつて重要なものを山形県選定文化的景観
（以下「県選定文化的景観」という。）として選
定することができる。

2　前項の規定による選定には、第 4条第 3項及び
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第 4項の規定を準用する。この場合において、
同条第 3項中「占有者」とあるのは、「占有者
並びに第 36条の 2第 1項に規定する申出を行
つた市町村」と読み替えるものとする。

（解除）
第36条の 2の 2　教育委員会は、県選定文化的景
観が県選定文化的景観としての価値を失つた場
合その他特殊の事由があるときは、その選定を
解除することができる。

二　前項の規定による選定の解除には、前条第 2項
の規定を準用する。

三　県選定文化的景観について法第 134条第 1項の
規定による重要文化的景観の選定があつたとき
は、当該県選定文化的景観の選定は、解除され
たものとする。

四　前項の規定による選定の解除には、第 5条第 4
項の規定を準用する。この場合において、同項
中「の所有者及び権原に基づく占有者」とある
のは、「について第 36条の 2第 1項に規定する
申出を行つた市町村」と読み替えるものとする。

（滅失又はき損）
第36条の2の 3　県選定文化的景観の全部又は一
部が滅失し、又はき損したときは、所有者又は
権原に基づく占有者（以下この章において「所
有者等」という。）は、速やかにその旨を教育委
員会に届け出なければならない。ただし、県選
定文化的景観の保存に著しい支障を及ぼすおそ
れがない場合として教育委員会規則で定める場
合は、この限りでない。

（管理、修理等の補助）
第36条の 2の 4　県は、県選定文化的景観の保存
のため特に必要と認められる物件の管理、修理、
修景又は復旧について市町村が行う措置につい
て、その経費の一部を予算の範囲内で補助する
ことができる。

二　前項の規定により補助金を交付する場合には、
第10条第 2項の規定を準用する。

（管理に関する勧告）
第36条の 2の 5　教育委員会は、管理が適当でな
いため県選定文化的景観が滅失し、又はき損す
るおそれがあると認めるときは、所有者等に対
し、管理方法の改善その他管理に関し必要な措
置を勧告することができる。

二　教育委員会は、前項の規定による勧告をしよう
とするときは、あらかじめ、当該県選定文化的

景観について第 36条の 2第 1項に規定する申
出を行つた市町村の意見を聴くものとする。

（現状変更等の届出等）
第36条の2の 6　県選定文化的景観に関しその現
状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為
をしようとする者は、あらかじめその旨を教育
委員会に届け出なければならない。ただし、現
状変更については維持の措置若しくは非常災害
のために必要な応急措置又は他の法令の規定に
よる現状の変更を内容とする命令に基づく措置
を執る場合、保存に影響を及ぼす行為について
は影響の軽微である場合は、この限りでない。

二　前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、
教育委員会規則で定める。

三　県選定文化的景観の保護上必要があると認める
ときは、教育委員会は、第 1項の規定による届
出に係る県選定文化的景観の現状の変更又は保
存に影響を及ぼす行為に関し必要な指導、助言
又は勧告をすることができる。

（現状等の報告）
第36条の 2の 7　教育委員会は、必要があると認
めるときは、所有者等に対し、県選定文化的景
観の現状又は管理若しくは復旧の状況につき報
告を求めることができる。

埼玉県文化財保護条例

昭和30年 10月 1日 埼玉県条例第 46号
改正：昭和 36年 4月 1日、昭和 50年 12月 25日、平成 16

年 12月 21日

第1章　総則
（定義）
第2条　この条例で、「文化財」とは、次に掲げる
ものをいう。

五　地域における人々の生活又は生業及び当該地域
の風土により形成された景観地で我が国民の生活
又は生業の理解のため欠くことのできないもの

山梨県文化財保護条例

昭和31年 4月 9日 山梨県条例第 29号
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改正：昭和 34 年 10 月 27 日、昭和 35 年 7月 25 日、昭和
40 年 3月 31 日、昭和 51 年 3月 27 日、平成 4年 3
月 24 日、平成 11年 12 月 21 日、平成 17年 3月 28
日

第1章　総則
 （定義）
第2条　この条例で「文化財」とは、次に掲げるも
のをいう。

五　地域における人々の生活又は生業及び当該地域
の風土により形成された景観地で我が国民の生
活又は生業の理解のため欠くことのできないも
の（以下「文化的景観」という。）

第2章　県指定有形文化財
（指定）
第4条　教育委員会は、県の区域内に存する有形文
化財（法第 27条第 1項の規定により重要文化
財に指定されたものを除く。以下同じ。）のうち
県にとつて重要なものを山梨県指定有形文化財
（以下「県指定有形文化財」という。）に指定す
ることができる。

二　前項の規定による指定をするには、教育委員会
は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財
の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得な
ければならない。ただし、所有者又は権原に基
づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

三　第 1項の規定による指定をするには、教育委員
会は、あらかじめ山梨県文化財保護審議会に諮
問しなければならない。

四　第 1項の規定による指定は、その旨を県公報に
告示するとともに当該有形文化財の所有者及び
権原に基づく占有者に通知してする。

五　第 1項の規定による指定は、前項の規定による
県公報の告示のあつた日からその効力を生ずる。

六　第 1項の規定による指定をしたときは、教育委
員会は、当該県指定有形文化財の所有者に指定
書を交付しなければならない。

（解除）
第5条　県指定有形文化財が県指定有形文化財とし
ての価値を失つた場合その他特殊の事由がある
ときは、教育委員会は、その指定を解除するこ
とができる。

二　前項の規定による指定の解除には、前条第 3項
から第五項までの規定を準用する。

三　県指定有形文化財について法第 27条第 1項の

規定による重要文化財の指定があつたときは、
当該県指定有形文化財の指定は、解除されたも
のとする。

四　前項の場合には、教育委員会は、その旨を県公
報で告示するとともに当該県指定有形文化財の
所有者及び権原に基づく占有者に通知しなけれ
ばならない。

五　第 2項で準用する前条第四項の規定による県指
定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき
及び前項の規定による通知を受けたときは、所
有者は、速やかに県指定有形文化財の指定書を
教育委員会に返付しなければならない。

 （管理又は修理の補助）
第10条　県指定有形文化財の管理又は修理につき
多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えな
い場合その他特別の事情がある場合には、知事
は、その経費の一部に充てさせるため当該所有
者に対し予算の範囲内で補助金を交付すること
ができる。

二　前項の規定により補助金を交付する場合には、
その補助の条件として管理又は修理に関し必要
な事項を指示し、教育委員会は、必要があると
認めるときは、当該管理又は修理について指揮
監督することができる。

 （補助金の返還等）
第11条　前条第 1項の規定による補助金の交付を
受ける所有者が次の各号の一に該当するに至つ
たときは、知事は、当該補助金の全部若しくは
一部を交付せず、又は当該所有者に対し既に交
付された補助金の全部若しくは一部の返還を命
ずることができる。

一　管理又は修理に関し条例又は教育委員会規則に
違反したとき。

二　補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金
を使用したとき。

三　前条第2項の補助の条件に従わなかつたとき。
（有償譲渡の場合の納付金）
第13条　県が管理又は修理に関し必要な措置（以
下この条において「修理等」という。）につき
第10条第 1項の規定により補助金を交付し、又
は前条第 3項の規定により費用を負担した県指
定有形文化財のその当時の所有者又はその相続
人、受遺者若しくは受贈者は、補助又は費用負
担に係る修理等が行われた後当該県指定有形文
化財を有償で譲り渡した場合においては、当該
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補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等
が行われた後当該県指定有形文化財の修理等の
ため自己の費した金額を控除して得た金額を県
に納付しなければならない。

二　前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、
補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担
に係る修理等を施した県指定有形文化財につき
教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額
に、更に当該耐用年数から修理等を行つた時以
後当該県指定有形文化財の譲渡の時までの年数
を控除した残余の年数（一年に満たない部分の
あるときは、これを切り捨てる。）を乗じて得
た金額に相当する金額とする。

三　補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、
当該県指定有形文化財を県に譲り渡した場合そ
の他特別の事情がある場合には、知事は、第一
項の規定により納付すべき金額の全部又は一部
の納付を免除することができる。

 （調査）
第18条　教育委員会は、必要があると認めるとき
は、県指定有形文化財の所有者又は管理責任者
に対し、当該県指定有形文化財の現状又は管理
若しくは修理の状況につき、報告を求めること
ができる。

第7章　県選定文化的景観
 （選定）
第37条　教育委員会は、市町村の申出に基づき、
県又は当該市町村が定める景観法（平成16年法
律第 110 号）第 8条第 2項第 1号に規定する景
観計画区域又は同法第61条第 1項に規定する景
観地区内にある文化的景観（法第 134条第 1項
の規定により重要文化的景観に選定されたもの
を除く。）であつて、県又は当該市町村がその保
存のため必要な措置を講じているもののうち県
にとつて特に重要なものを山梨県選定文化的景
観（以下「県選定文化的景観」という。）として
選定することができる。

二　前項の規定による選定には、第 4条第 3項から
第 6項までの規定を準用する。この場合におい
て、同条第 4項中「所有者及び権原に基づく占
有者」及び同条第6項中「所有者」とあるのは、
「申出に係る市町村」と読み替えるものとする。

 （解除）
第38条　県選定文化的景観がその価値を失つた場
合その他特殊の事由があるときは、教育委員会

は、その選定を解除することができる。
二　県選定文化的景観について法第 134条第 1項の

規定による重要文化的景観の選定があつたとき
は、当該県選定文化的景観の選定は、解除され
たものとする。

三　第 1項の規定による選定の解除には、第 5条第
2項及び第 5項の規定を、前項の場合には、第
5条第四項及び第 5項の規定を準用する。この
場合において、第 5条第 2項で準用する第 4条
第 4項及び第 5条第 4項中「所有者及び権原に
基づく占有者」並びに第5条第 5項中「所有者」
とあるのは、「解除に係る市町村」と読み替え
るものとする。

 （滅失又はき損）
第39条　県選定文化的景観の全部又は一部が滅失
し、又はき損したときは、所有者又は権原に基
づく占有者（以下この章において「所有者等」
という。）は、速やかにその旨を教育委員会に届
け出なければならない。ただし、県選定文化的
景観の保存に著しい支障を及ぼすおそれがない
場合として教育委員会規則で定める場合は、こ
の限りでない。

 （管理に関する勧告）
第40条　管理が適当でないため県選定文化的景観
が滅失し、又はき損するおそれがあると認める
ときは、教育委員会は、所有者等に対し、管理
方法の改善その他管理に関し必要な措置を勧告
することができる。

二　教育委員会は、前項の規定による勧告をしよう
とするときは、あらかじめ、当該県選定文化的
景観について第 37条第 1項に規定する申出を
行つた市町村の意見を聴くものとする。

三　第 1項の規定による勧告に基づいてする措置の
ために要する費用は、予算の範囲内でその全部
又は一部を県の負担とすることができる。

四　前項の規定により県が費用の全部又は一部を負
担する場合には、第 10条第 2項、第 11条及び
第 13条の規定を準用する。

 （現状変更等の届出等）
第41条　県選定文化的景観に関しその現状を変更
し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしよう
とする者は、現状を変更し、又は保存に影響を
及ぼす行為をしようとする日の 30日前までに、
教育委員会にその旨を届け出なければならな
い。ただし、現状変更については維持の措置若
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しくは非常災害のために必要な応急措置又は他
の法令の規定による現状の変更を内容とする命
令に基づく措置を執る場合、保存に影響を及ぼ
す行為については影響の軽微である場合は、こ
の限りでない。

二　前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、
教育委員会規則で定める。

三　県選定文化的景観の保護上必要があると認める
ときは、教育委員会は、第一項の届出に係る県
選定文化的景観の現状の変更又は保存に影響を
及ぼす行為に関し必要な指導、助言又は勧告を
することができる。

 （管理等に関する補助）
第42条　知事は、県選定文化的景観の保存のため
特に必要と認められる物件の管理、修理、修景
又は復旧について市町村が行う措置について、
その経費の一部を予算の範囲内で補助すること
ができる。

二　前項の規定により補助金の交付をする場合に
は、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

 （準用規定）
第43条　第 18条の規定は、県選定文化的景観につ
いて準用する。

京都府文化財保護条例

昭和56年 10月 24日 京都府条例第 27号
改正：平成 4年 4月 1 日、平成 12 年 3 月 28 日、平成 17

年 3月 30日、平成 19年 3月 16日、平成 21年 3月
25日

第1章　総則
（定義）
第2条　この条例で「文化財」とは、法第 2条第 1
項第 1号から第5号までに規定する有形文化財、
無形文化財、民俗文化財、記念物及び文化的景
観をいう。

第2章　府指定有形文化財
（指定）
第7条　京都府教育委員会（以下「教育委員会」とい
う。）は、府の区域内に存する有形文化財（法第
27条第1項の規定により重要文化財に指定された
ものを除く。以下同じ。）のうち府にとつて重要
なものを京都府指定有形文化財（以下「府指定有

形文化財」という。）に指定することができる。
二　前項の規定による指定をするには、教育委員会

は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の
所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なけ
ればならない。ただし、所有者又は権原に基づ
く占有者が判明しない場合は、この限りでない。

三　第 1項の規定による指定をするには、教育委員
会は、あらかじめ京都府文化財保護審議会（以
下「審議会」という。）に諮問しなければなら
ない。

四　第 1項の規定による指定は、その旨を告示する
とともに、当該有形文化財の所有者及び権原に
基づく占有者に通知して行うものとする。

五　第 1項の規定による指定は、前項の規定による
告示があつた日からその効力を生ずる。ただし、
当該府指定有形文化財の所有者に対しては、同
項の規定による通知が当該所有者に到達した時
からその効力を生ずる。

六　第 1項の規定による指定をしたときは、教育委
員会は、当該府指定有形文化財の所有者に指定
書を交付しなければならない。

第18条　府は、府指定有形文化財の管理又は修理
につき多額の経費を要し、所有者又は管理団体
がその負担に堪えない場合その他特別の事情が
ある場合には、その経費の一部に充てさせるた
め、当該所有者又は管理団体に対し、予算の範
囲内で補助金を交付することができる。

二　前項の補助金を交付する場合には、教育委員会
は、その補助の条件として管理又は修理に関し
必要な事項を指示するとともに、必要があると
認めるときは、当該管理又は修理について指揮
監督することができる。

第10章　府選定文化的景観
（選定）
第64条　教育委員会は、次に掲げる文化的景観で
あつて、府又は市町村が保存及び修景（以下「保
存修景」という。）のための計画の策定その他そ
の保存修景のために必要な措置を講じていると
認めるもののうち、府にとつて重要なものを京
都府選定文化的景観（以下「府選定文化的景観」
という。）に選定することができる。

（1）景観法（平成16年法律第110号）第8条第2項
第1号に規定する景観計画区域又は同法第61条
第1項に規定する景観地区内に存する文化的景観

（2）京都府景観条例（平成 19年京都府条例第 15号）
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第 12条第 1項に規定する京都府景観資産として
登録された区域又は同条例第15条に規定する景
観府民協定の目的となる土地の区域内に存する
文化的景観

二　前項の規定による府選定文化的景観の選定は、
市町村からの申出に基づき行うものとする。た
だし、文化的景観が景観法第 8条第 1項の規定
により府が定めた景観計画区域内に存する場合
の選定については、市町村からの申出によらず
に選定することができる。

三　前 2項の規定による選定には、第 7条第 3項の
規定を準用する。

四　第 1項及び第 2項の規定による選定は、その旨
を告示するとともに、当該府選定文化的景観の
存する市町村に通知して行うものとする。

（解除）
第65条　教育委員会は、府選定文化的景観が法第
134 条第 1項の規定による重要文化的景観に選
定された場合、府選定文化的景観としての価値
を失つた場合その他特殊の事由がある場合は、
その選定を解除することができる。

二　前項の規定による選定の解除には、第 7条第 3
項及び前条第 4項の規定を準用する。

（保存修景）
第66条　教育委員会は、府選定文化的景観の良好
な保存修景のため必要があると認めるときは、
府選定文化的景観について、指導、助言その他
その保存修景のため適当な措置を執ることがで
きるものとし、府は、当該府選定文化的景観の
選定の申出のあつた市町村に対し、その保存修
景に要する経費の一部を予算の範囲内で補助す
ることができる。

二　前項の規定により補助金を交付する場合には、
第18条第 2項の規定を準用する。

（報告の徴収）
第67条　教育委員会は、必要があると認めるとき
は、当該府選定文化的景観の選定の申出のあつ
た市町村に対し、府選定文化的景観の現状、保
存修景の状況その他の事項につき報告を求める
ことができる。

鳥取県文化財保護条例

昭和34年 12月 25日 鳥取県条例第 50号
改正：昭和 49 年 6月 10 日、昭和 50 年 12 月 20 日、平成

14年 2月 15 日、平成 17年 2月 18 日、平成 18年
3月 28日

第1章　総則
 （定義）
第2条　この条例で「文化財」とは、法第 2条第 1
項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗
文化財、記念物、文化的景観及び伝統的建造物
群をいう。

第2章　県指定保護文化財
（指定）
第4条　教育委員会は、有形文化財（法第 27条第 1
項の規定により重要文化財に指定されたものを
除く。）のうち県にとって重要なものを鳥取県指
定保護文化財（以下「県指定保護文化財」という。）
に指定することができる。

二　前項の規定による指定をするには、教育委員会
は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財
の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得な
ければならない。ただし、所有者又は権原に基
づく占有者が判明しないときは、この限りでな
い。

三　第 1項の規定による指定は、その旨を告示する
とともに、当該県指定保護文化財の所有者及び
権原に基づく占有者に通知してする。

四　第 1項の規定による指定は、前項の規定による
告示があった日からその効力を生ずる。

五　第 1項の規定による指定をしたときは、教育委
員会は、当該県指定保護文化財の所有権に指定
書を交付しなければならない。

 （解除）
第5条　県指定保護文化財が県指定保護文化財とし
ての価値を失ったときその他特殊の事由が生じ
たときは、教育委員会は、その指定を解除する
ことができる。

二　前項の規定による指定の解除については、前条
第3項及び第 4項の規定を準用する。

三　県指定保護文化財について法第 27条第 1項の
規定による重要文化財の指定があったときは、
当該県指定保護文化財の指定は解除されたもの
とする。

四　前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示す
るとともに、当該県指定保護文化財の所有者及び
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権原に基づく占有者に通知しなければならない。
五　第 2項で準用する前条第 3項の規定による県指

定保護文化財の指定の解除の通知を受けたと
き、又は前項の規定による通知を受けたときは、
所有者は指定書を 20日以内に教育委員会に返
付しなければならない。

 （管理方法の指示）
第6条　教育委員会は、県指定保護文化財の管理に

関し、その所有者に対し必要な指示をすること
ができる。

（所有者の管理義務及び管理責任者）
第7条　県指定保護文化財の所有者は、この条例並
びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員
会の指示に従い、県指定保護文化財を管理しな
ければならない。

二　県指定保護文化財の所有者は、特別の事情があ
るときは、もっぱら自己に代り当該県指定保護
文化財の管理の責に任ずべき者（以下「管理責
任者」という。）を選任することができる。

三　前項の規定により管理責任者を選任したとき
は、所有者は、すみやかにその旨を教育委員会
に届け出なければならない。管理責任者を解任
した場合も、同様とする。

四　管理責任者には、前条及び第1項の規定を準用
する。

 （所有者の変更等）
第8条　県指定保護文化財の所有者が変更したとき
は、新所有者は、指定書を添えて20日以内にそ
の旨を教育委員会に届け出なければならない。

二　県指定保護文化財の所有者又は管理責任者は、
その氏名若しくは名称又は住所を変更したとき
は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出な
ければならない。

 （管理又は修理の補助）
第11条　県指定保護文化財の管理又は修理につき
多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えな
い場合その他特別の事情がある場合には、県は、
その経費の一部に充てさせるため、当該所有者
に対し、予算の範囲内で補助金を交付すること
ができる。

二　前項の補助金を交付する場合には、教育委員会
は、その補助の条件として管理又は修理に関し
必要な事項を指示することができる。

三　教育委員会は、必要があると認めるときは、第
1項の補助金を交付する県指定保護文化財の管

理又は修理について指揮監督することができる。
 （有償譲渡の場合の納付金）
第13条　県が修理又は管理に関し必要な措置（以
下この条において「修理等」という。）につき第
11条第 1項及び前条第 3項の規定により補助金
を交付した県指定保護文化財のその当時におけ
る所有者又は相続人、受遺者若しくは受贈者は、
補助に係る修理等が行われた後当該県指定保護
文化財を有償で譲り渡した場合においては、当
該補助金の額から当該修理等が行われた後当該
県指定保護文化財の修理等のため自己の費した
金額を控除して得た金額を県に納付しなければ
ならない。

二　前項に規定する「補助金の額」とは、補助金の
額を、補助にかかる修理等を施した県指定保護
文化財につき教育委員会が個別的に定める耐用
年数で除して得た金額に、さらに当該耐用年数
から修理等を行った時以後当該県指定保護文化
財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数
（1年に満たない部分があるときは、これを切り
捨てる。）を乗じて得た金額に相当する金額と
する。

三　補助にかかる修理等が行われた後、当該県指定
保護文化財を県に譲り渡した場合その他特別の
事情がある場合には、県は、第 1項の規定によ
り納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除
することができる。

（調査）
第17条　教育委員会は、必要があると認めるとき
は、県指定保護文化財の所有者又は管理責任者
に対し、当該県指定保護文化財の現状又は管理
若しくは修理の状況につき報告を求めることが
できる。

 （所有者変更に伴う権利義務の承継）
第18条　県指定保護文化財の所有者が変更したと
きは、新所有者は、当該県指定保護文化財に関
しこの条例に基いてする教育委員会の勧告又は
命令、指示その他の処分による旧所有者の権利
義務を承継する。

二　前項の場合には、旧所有者は、当該県指定保護
文化財の引渡と同時にその指定書を新所有者に
引き渡さなければならない。

第5章の2　県選定文化的景観
 （選定）
第35条の2　教育委員会は、市町村の申出に基づき、
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県又は当該市町村が定める景観法（平成16年法
律第 110 号）第 8条第 2項第 1号に規定する景
観計画区域又は同法第61条第 1項に規定する景
観地区内にある文化的景観（法第 134条第 1項
の規定により重要文化的景観に選定されたもの
を除く。）であって、県又は当該市町村がその保
存のため必要な措置を講じているもののうち県
にとってその価値が高いものを、鳥取県選定文
化的景観（以下「県選定文化的景観」という。）
として選定することができる。

二　前項の規定による選定には、第 4条第 2項から
第 4項までの規定を準用する。この場合におい
て、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に
掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み
替えるものとする。
第4条第 3項 権原に基

づく占有
者

権原に基づく占有者並びに
第35条の 2第 1項に規定
する申出を行った市町村

（解除）
第35条の 3　教育委員会は、県選定文化的景観が
その価値を失ったときその他特殊の事由が生じ
たときは、その選定を解除することができる。

二　県選定文化的景観について法第 134条第 1項の
規定による重要文化的景観の選定があったとき
は、当該県選定文化的景観の選定は、解除され
たものとする。

三　第 1項の規定による選定の解除には、第 4条第
3項及び第 4項の規定を、前項の場合には、第
5条第 4項の規定を準用する。この場合におい
て、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に
掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み
替えるものとする。
第4条第 3項
及び第 5条第
4項

権原に基
づく占有
者

権原に基づく占有者並びに
第35条の 2第 1項に規定
する申出を行った市町村

（滅失又はき損）
第35条の 4　県選定文化的景観の全部又は一部が
滅失し、又はき損したときは、所有者又は権原
に基づく占有者（以下この章において「所有者等」
という。）は、速やかにその旨を教育委員会に届
け出なければならない。ただし、県選定文化的
景観の保存に著しい支障を及ぼすおそれがない
場合として教育委員会規則で定める場合は、こ
の限りでない。

 （管理に関する勧告）
第35条の 5　管理が適当でないため県選定文化的

景観が滅失し、又はき損するおそれがあると認
めるときは、教育委員会は、所有者等に対し、
管理方法の改善その他管理に関し必要な措置を
勧告することができる。

二　教育委員会は、前項の規定による勧告をしよう
とするときは、あらかじめ、当該県選定文化的
景観について第 35条の 2第 1項に規定する申
出を行った市町村の意見を聴くものとする。

三　第 1項の規定による勧告に基づいてする措置の
ために要する費用は、予算の範囲内でその全部
又は一部を県の負担とすることができる。

四　前項の規定により県が費用の全部又は一部を負
担する場合には、第 11条第 3項及び第 13条の
規定を準用する。

（現状変更等の届出等）
第35条の 6　県選定文化的景観に関しその現状を
変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をし
ようとする者は、現状を変更し、又は保存に影
響を及ぼす行為をしようとする日の30日前まで
に、教育委員会規則で定めるところにより、教
育委員会にその旨を届け出なければならない。
ただし、現状変更については維持の措置若しく
は非常災害のために必要な応急措置又は他の法
令の規定による現状の変更を内容とする命令に
基づく措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行
為については影響の軽微である場合は、この限
りでない。

二　前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、
教育委員会規則で定める。

三　県選定文化的景観の保護上必要があると認める
ときは、教育委員会は、第 1項の届出に係る県
選定文化的景観の現状の変更又は保存に影響を
及ぼす行為に関し必要な指導、助言又は勧告を
することができる。

 （管理等に関する補助）
第35条の 7　県は、県選定文化的景観の保存のた
め特に必要と認められる物件の管理、修理、修
景又は復旧につき市町村が行う措置について、
その経費の一部を予算の範囲内で補助すること
ができる。

 （準用規定）
第35条の8　第 6条から第 8条まで、第 17条及び
第 18条第 1項の規定は、県選定文化的景観につ
いて準用する。
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3  都道府県文化財保護条例に基づく文化的景観選定状況（平成 25 年 3 月現在）

京都府
選定名称 所在地 面積 選定年月日 選定基準

京丹後市久美浜湾カキの養殖景観 京丹後市久美浜町字大向、字湊宮
の各一部 約470ha 平成 20. 3.21 1（1）

福知山市毛原の棚田景観 福知山市大江町毛原の一部 約105ha 平成 20. 3.21 1（1）（6）、
2

和束町の宇治茶の茶畑景観 相楽郡和束町字石寺、字白栖、字
撰原、字釜塚、字原山の各一部 約96ha 平成 20. 3.21. 1（1） 

井手町大正池とその水源かん養林景観 綴喜郡井手町大字多賀小字原山、
小字一ノ谷の各一部 約78ha 平成 21. 3.24 1（1）（6）、

2
綾部市グンゼの近代製糸産業景観 綾部市青野町膳所1番地ほか 約 3.5ha 平成 21. 3.24 1（2） 

向日市西ノ岡の竹の径・竹林景観 向日市物集女町長野、中海道及び
寺戸町芝山の各一部 約9.8ha 平成 22. 3.23 1（1） 

宮津市上世屋の山村と里山景観 宮津市上世屋 約670ha 平成 22. 3.23 1（1）（3）、
2

福知山市大原の産屋の里景観 福知山市三和町大原小字町、火ノ
谷、宮の上の各一部 約5.7ha 平成 23. 3.25 1（3）（5）、

2

京丹後市久美浜湾沿岸の商家建築群と
街なみ景観

京丹後市久美浜町小字古城山、殿
町、西本町、新町、東本町、土居町、
新橋、仲間町、十楽町、東山の各
一部

約15.7ha 平成 24. 3.23 1（2）（3）（6）、
2

※京都府選定文化的景観選定基準（平成19年４月 20日京都府教育委員会告示第 3号）
1　地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された次に掲げる景観地のうち府民の基盤的な生活又
は生業の特色を示すもので典型的なもの又は独特のもの
（1）　農林水産業に係る景観地
（2）　商工業に係る景観地
（3）　集落に係る景観地
（4）　交通に係る景観地
（5）　信仰・年中行事に係る景観地
（6）　歴史的事跡に係る景観地
2　前項各号に掲げるものが複合した景観地のうち府民の基盤的な生活又は生業の特色を示すもので典型的なもの又は独特
のもの
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