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宿場町
（重要伝統的建造物群保存地区）

宿場町
（重要伝統的建造物群保存地区）

宿場町
（重要伝統的建造物群保存地区）

三重塔(重要文化財)三重塔(重要文化財)三重塔(重要文化財)
城跡(国指定文化財)

歴史まちづくりを進める重点区域
城跡(国指定文化財)周辺の重点区域

歴史まちづくりを進める重点区域
宿場町(重伝建)周辺の重点区域

歴史まちづくりを進める重点区域
三重塔(重要文化財)周辺の重点区域

　我が国のまちには、城や神社、仏閣などの歴史上価値の高い建造物が、またその周辺には町家や武家屋敷などの歴史的
な建造物が残されており、そこで工芸品の製造・販売や祭礼行事など、歴史や伝統を反映した人々の生活が営まれること
により、それぞれ地域固有の風情、情緒、たたずまいを醸し出しています。しかしながら、維持管理に多くの費用と手間が
かかること、高齢化や人口減少による担い手が不足していることにより、歴史的価値の高い建造物や歴史や伝統を反映
した人々の生活が失われつつあります。
 「歴史まちづくり法」は、このような良好な環境（歴史的風致）を維持・向上させ、後世に継承するために、平成20年11月4
日に施行されました。 

歴史まちづくり法とは （正式名称：地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成20年法律第40号）

 市町村は、国としての基本方針に基づき、次に掲げる事項を記載した歴史的風致維持向上計画を策定し、国の認定を
申請できます。なお、記載すべき事項については、法第５条第２項各号及び主務省令に定められています。

　地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した

人々の活動と、その活動が行われる歴史上価値の高

い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形

成してきた良好な市街地の環境と定義（法第１条）し

ており、ハードとしての建造物と、ソフトとしての人々

の活動を合わせた概念です。

　そのため、単に歴史上価値の高い建造物が存在す

るだけではなく、地域の歴史と伝統を反映した人々

の活動が展開されていて初めて歴史的風致が形成さ

れるものとし、この歴史的風致をそのまま「維持」す

るのみならず、歴史的な建造物の復原や歴史的風致

を損ねている建造物の修景等の手法によって、積極

的にその良好な市街地の環境を「向上」させることを

目的としています。

「歴史的風致」の概念図

認定申請

重点的な
支援

歴史的風致維持向上計画
（市町村が作成）

基本方針
（法施行時に策定）

歴史的風致維持
向上協議会

歴史的風致維持
向上支援法人

○方針
○重点区域の位置及び区域
�（重要文化財建造物等の周辺）
○文化財の保存又は活用に関す
る事項

○歴史的風致維持向上施設の整
備又は管理に関する事項

○歴史的風致形成建造物の指定
の方針

○計画期間　等

認定歴史的風致
維持向上計画

歴史的風致維持
向上地区計画
住宅地の規制のままで、
歴史的な建造物を飲食店
や工房等に活用できる地
区計画制度を創設

電線共同溝

都市公園

屋外広告物

各種事業による支援 法律上の特例措置

認定
（3ヶ月以内）

文部科学大臣
農林水産大臣
国土交通大臣

関係行政機関の長

歴史的風致
形成建造物

農業用
用排水施設

文化財保護

協 

議
同 

意

国による認定制度
意見

歴史まちづくり法の概要歴史まちづくり法の概要

地域固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動の考え方地域固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動の考え方

歴史的風致とは・・・歴史的風致とは・・・

地元で「うだつの上がる町並み」と呼ばれている重要伝統的建造物群保存地区に
おいて、江戸時代に起源を持つ市指定無形民俗文化財である「美濃まつり」等の行
事が継続的に実施され、良好な歴史的風致を形成している。（岐阜県美濃市）

　歴史的風致の構成要素である「地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動」とは、伝統的な工芸技術

による生産や工芸品の販売、祭りや年中行事等の風俗慣習、地域において伝承されてきた民俗芸能に加え、鍛冶や大工、

郷土人形製作等の民俗技術等も含みます。また、伝統的な特産物を主材料とする料理や、地域の伝統的な技術や技能によ

る物品の展示なども「歴史及び伝統を反映した人々の活動」と捉えることができます。

「歴史と伝統を反映した人々の営み」のイメージ

重要無形民俗文化財の例（祭礼：高山祭） 重要無形文化財の例（工芸技術：萩焼）

都市公園事業

まちづくり交付金

街なみ環境整備事業

地域用水環境整備事業

歴史的環境形成総合支援事業

歴史と伝統を反映
した人々の営み、生
活、活動のある地域

歴史上価値の高い建
造物及びその周辺の
市街地

歴史上重要な建造物及び周辺の市街地と
人々の営みが一体となった「歴史的風致」
維持及び向上により個性豊かな地域社会の実現
都市の健全な発展と文化の向上に寄与

計画対象



歴史的風致形成建造物について、復原・修理等を支援します。
あわせて実施する重点区域内のハード整備や当該建造物に関
連した伝統行事の活性化などのソフト事業について総合的に
支援します。

歴史的風致形成建造物の復原・修理・買収・
移設（補助率１／２）

重点区域内の周辺施設の整備やソフト
事業への支援（補助率１／３）

　市町村長が、重点区域内の歴史的な建造物を、歴史的風
致維持向上計画に即して歴史的風致形成建造物として指
定できます。

歴史的風致形成建造物 （第１２条～２１条）

認定計画に基づく土地区画整理事業地区を重点地区として支
援します。

重点地区または街づくり協定等が結ばれた地区において、協議
会活動、建造物の修景、地区公共施設の整備等について、総合的
に支援します。

歴史的風致形成建造物等については、買収、復原等についても支
援します。

公園管理者以外の地方公共団体及び
歴史的風致維持向上支援法人に対し
ても支援します。

地権者組織等による都市計画の提案素案の作成を支援するこ
とにより、地区計画等の都市計画決定及びこれに基づく建築物
の自律的な建替を促進します。

古墳、城跡、旧宅等の遺跡及びこれら
を復原したもので歴史上または学術
上価値の高いものが対象となります。

あわせて、歴史的まちなみ形成に資する建築物等の敷地上の従
前建築物等の移転補償費を支援します。

重点区域内の過度な自動車交通の流入を抑制するために設け
られるパークアンドライド駐車場などの整備を支援します。

古都及び緑地保全事業、電柱電
線類移設等の新たな基幹事業
の追加により、市町村の創意工
夫をより一層活かした取り組
みを支援します。

認定計画に基づく事業を行う
地区で一定の要件を満たす場
合には、交付率の上限を現行の
40％から45％に拡充します。

街なみ環境整備事業

まちづくり交付金都市公園事業

都市交通システム整備事業

都市再生区画整理事業

まちづくり計画策定担い手支援事業

景観上重要であって、特に交流人口の拡大の効果が大きく見込
まれる、景観法に基づく景観重要建造物及び景観重要樹木の保
全・活用を中心とした取組を支援します。

認定計画に基づいて、重点区域内で事業を実施できます。

景観形成総合支援事業

都市公園内の城跡等の復原 電柱電線類移設等による
魅力的なまちづくりの推進

地域用水環境整備事業、農村振興総合整備事業、田園整備事業

事業の概要 ～認定計画に基づく事業を支援します～



吉島家住宅
日下部家住宅

高山陣屋跡

松本家住宅

下二之町大新町
伝統的建造物群保
存地区

三町伝統的建造物群保存地区

吉島家住宅
日下部家住宅

高山陣屋跡

旧矢嶋邸旧矢嶋邸
宗猷寺庭園宗猷寺庭園

「城山」城郭「城山」城郭

松本家住宅

下二之町大新町
伝統的建造物群保
存地区

三町伝統的建造物群保存地区

内堀

旧池田屋敷長屋門

七曲り仏壇街

彦根城

内堀

名勝玄宮楽々園名勝玄宮楽々園

旧池田屋敷長屋門

善利組足軽屋敷辻番所善利組足軽屋敷辻番所

金亀会館金亀会館
長曽根口門長曽根口門 魚屋町長屋魚屋町長屋

七曲り仏壇街

彦根城

琵
琶
湖

萩城跡

高質空間形成
（側溝美装化）

観音院観音堂

唐樋札場跡

萩城跡

高質空間形成
（側溝美装化）

観音院観音堂

唐樋札場跡

浜崎伝統的建造物群
保存地区
浜崎伝統的建造物群
保存地区

平安古地区
伝統的建造物群

保存地区

平安古地区
伝統的建造物群

保存地区

堀内地区
伝統的建造物
群保存地区

堀内地区
伝統的建造物
群保存地区

萩藩校明倫館萩藩校明倫館

渡辺蒿蔵旧宅渡辺蒿蔵旧宅

藍場川藍場川

堀内鍵曲道路堀内鍵曲道路

名称：城下町高山
面積：約238ha

重点区域

名称：彦根城下町区域
面積：約400ha

重点区域

名称：萩市歴史的風致保存区域
面積：1,240ha

重点区域

東山ひがし伝統的
建造物群保存地区

犀川

浅野川
金沢城公園

東山ひがし伝統的
建造物群保存地区

主計町伝統的
建造物群保存地区

主計町伝統的
建造物群保存地区

犀川

浅野川
金沢城公園
兼六園　兼六園

尾山神社尾山神社

にし茶屋街にし茶屋街
大野庄用水大野庄用水

名称：金沢城下町区域
面積：約2,130ha

重点区域

　高山市歴史的風致維持向上計画では、三町、下二之町大新町の２つの重要伝統的
建造物群保存地区を中心に、春・秋の高山祭で彩られる旧城下町を重点区域とし、旧
矢嶋邸跡地を利用した拠点整備事業や、東山寺院群など文化財で地域を繋ぐ周遊路
整備事業などの実施、屋台祭礼や飛騨匠の技術の継承などが位置づけられています。

　重要伝統的建造物群保存地区として選定されている堀内地区をはじめとし
た今に残る毛利氏の城下町、また、松下村塾など明治維新胎動の地である旧松
本村地区を重点区域とし、唐樋札場跡整備事業や萩藩校明倫館整備事業など
を実施するとともに、藩政期以来の伝統を反映した活動をさらに振興させる
計画となっています。

　彦根は、古くから畿内と北国・東国を結ぶ交通の要衝であり、そ
こに息づく人々の活動は、歴史を背景に時代と地域によって異な
る個性があります。彦根城と城下町を中心に、生活の中での多彩
な営みによって伝統文化や伝統工芸が現代に引き継がれた良好
な市街地環境を持っています。 

　市民の生活のなかで使いこなされ、住みこなされながら生きた遺産として
受け継がれている伝統行事、伝統技法、文化、思想、さらには毛利の城下町や明
治維新の貴重な史跡などが一体となって形成される良好な市街地環境があり
ます。

　高山市における歴史的風致は、次の2つの要素が一体となっている、その区
域の環境のことをいいます。
①�飛騨の長い歴史と伝統によって構築された歴史的建造物とその周辺市街地。例えば日

下部家、吉島家、東山寺院群などと、城下町高山全体。
②�そのそれぞれの場所における、歴史、伝統を反映した人々の活動。例えば、城下町区域

で行われる祭礼行事、寺社関係年中行事、七夕、正月行事など民間信仰関係の年中行
事、伝統的な高山消防出初式、二十四日市などの活動。 

「歴史的風致維持向上計画の認定事例」 ～認定計画を紹介します～

「高山市歴史的風致維持向上計画」

萩市の維持向上すべき歴史的風致

彦根市の維持向上すべき歴史的風致

高山市の維持向上すべき歴史的風致

岐阜県高山市計画期間：平成20年度～24年度 「萩市歴史的風致維持向上計画」 山口県萩市計画期間：平成20年度～29年度

　特別史跡「彦根城跡」を中心に彦根城下町を重点区域とし、旧城
下町の伝統的なたたずまいやそこに息づく人々の活動を後世にま
で末永く守り育てるため、歴史的建造物である武家屋敷長屋門や
代表的な町家の保存修理事業などの事業が位置づけられています。 

「彦根市歴史的風致維持向上計画」 滋賀県彦根市計画期間：平成20年度～29年度「金沢市歴史的風致維持向上計画」 石川県金沢市計画期間：平成20年度～29年度

　「金沢市歴史的風致維持向上計画」では、史跡「金沢城跡」や特別名勝「兼六園」
を中心とした旧城下町の区域及びこれらを取り囲む緑豊かな台地、丘陵の自
然地形の一部を含む区域を重点区域とし、金沢城公園整備事業や用水整備事業、
茶屋街や寺院群等の歴史的なまちなみの保存、茶の湯や能の伝統文化の継承
などが位置づけられています。

　金沢市の歴史的風致は、その風土と歴史に根ざした都市構造を基盤とする
歴史的建造物や歴史的街並みとともに、人々の生活、生業として現在も営まれ
ている伝統行事、伝統文化、工芸技術（伝統産業）が一体となって形成される良
好な市街地環境です。

金沢市の維持向上すべき歴史的風致

http://www.city.takayama.lg.jp/toshiseibi/rekishitekihuutiijikoujyoukeikaku.html

http://www.city.hikone.shiga.jp/keikaku.html

http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/detail.html?lif_id=26988計画紹介:

計画紹介:

計画紹介:

金沢城跡（国指定史跡）での薪能 友禅流し（浅野川）

加賀宝生子ども塾事業大野庄用水整備事業

市内の小中学生を対象に、市
指定無形文化財指定の加賀宝
生を月２回・２年間教える。

既存の石積み護岸の老朽化
に対する改修整備。用水沿い
を快適に歩ける環境づくり。

金沢城公園整備事業

河北門と橋爪門（二の門）の
復元による金沢城三御門の
整備、いもり堀の段階復元。

重点区域における施策・事業の概要

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/11107/rekikenmain/fuuti.jsp計画紹介:

国宝彦根城

高山祭の屋台行事 町並保存会の活動　七夕飾り

旧池田屋敷長屋門保存修理 善利組足軽屋敷辻番所保存修理

歴史的建造物である旧池田
屋敷長屋門の保存修理・周
辺環境整備。

善利組足軽屋敷辻番所の保
存修理・周辺環境整備。

長曽根口門・外堀の復元

長曽根口門および旧外堀の
保存活用するため、用地買
収し復原整備。

重点区域における施策・事業の概要

重点区域における施策・事業の概要 重点区域における施策・事業の概要唐樋札場跡整備事業

萩藩校明倫館整備事業 観音院観音堂修理事業旧矢嶋邸整備事業

土蔵を歴史・美術展示施設
として活用し、周遊ルート
等の拠点施設として整備。

高山祭祭礼行列の復興、活
性化のための祭礼次第の整
備・記録、衣装の整備。

河川沿いの道路、伝統的な
生活感の残る横丁や寺院群
をめぐる周遊ルートを整備。

ソフト事業(屋台祭礼支援)周遊ルート整備事業

中国三十三観音霊場の一つ
である観音院観音堂の修理。

敷地（一部）が国指定史跡
の明倫小学校の校舎等修
理・敷地内整備。

札場跡を発掘調査や文
献調査等から、往時の
姿の復原を基本に整備。

堀内地区伝統的建造物群保存地区

小江戸彦根の城祭り

天神祭(手廻り備え行列)




