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世界文化遺産

World cultural heritage



日本で初めて世界文化遺産登録がされ、今もなお１４００年の歴史を感じることがで

きる世界最古の木造建築や日本最大最古の三重塔を含む仏教建造物は、設計と装飾美に

おいて、人類の創造的才能を表す傑作であり、構成資産は「法隆寺」の４７棟の建造物

と「法起寺」の１棟の建造物となっている。

【課題】

・山林の荒廃

・耕作放棄地の増加

・沿道景観の乱れ

・生活様式の乱れ

【取組状況・取組結果】

・景観計画の策定（平成23年3月）

⇒官民協働による景観まちづくり

・歴史的風致維持向上計画の国の認定（平成26年2月）

※奈良県下市町村で初、全国で44番目

⇒歴史的な町並みを保全しながら、周囲の景観に調和した店舗展開を

行う固有の「歴史まちづくり・観光まちづくり」

【課題】

・法隆寺を中心とした拠点通過型観光

・地域経済の活性化につながっていない。

・宿泊施設がほとんどない。

【取組状況・取組結果】

・歴史的風致維持向上計画の認定

⇒観光客が歩いて楽しめる「歴史まちづくり・観光まちづくり」

・特別用途地区の指定 ※平成26年10月1日施行

⇒用途規制の緩和による、斑鳩らしい店舗展開

・斑鳩市（友好都市など全国各地の自治体が出店する物産店）

・常楽市（法隆寺に一番近い商店街が主催の「市」を開催）

世界遺産名：法隆寺地域の仏教建造物 斑鳩町

３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要
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【保全に関する取組の具体例】

～歴史的風致維持向上計画の推進～

法隆寺周辺の重点区域（約82ha）において、

①歴史的価値のある建物の修復や②空き家対策、

③道路の美装化や無電柱化などの公共整備、

④歴史文化の啓発など、本町固有の歴史的な町並

みを維持しながら、観光客が歩いて楽しめる

「歴史まちづくり・観光まちづくり」の実現を目

指す。

（具体例）

①外観の修景整備にかかる補助

②空き家バンク等の設立

③景観を歩いて楽しめる道路修景整備

④文化財を身近に感じる施策の推進

【観光面での活用に関する取組の具体例】

～スマートフォンアプリの開発・配信～

（目的）観光振興と防災対策の強化

（内容）

ゲームを通じて斑鳩町の観光情報

を提供

（配信）平成26年4月1日

（名称）『I-斑鳩町観光・防災ナビ-』

【観光面での広域連携の取組の具体例】

平成26年8月28日

「奈良市・斑鳩町 連携誘客宣言」の発表

世界遺産を有する自治体間の強固な相互連携を図
り、さらなる誘客を目指す。

①宮大工・西岡常一が再建に携わった寺社を巡る

ツアーや体験講座などを実施

②海外向け観光プロモーションの共同実施

③伝統芸能（能楽：金剛流、金春流）の公演

← 歴史的な町並みに

調和した店舗

歴史を感じることが

できる道路美装化 →

世界遺産名：法隆寺地域の仏教建造物 斑鳩町
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現存する日本最大級の近世城郭遺構。天守群や櫓、石垣などのほか地下遺
構も良好に保存されている。その美的完成度はわが国の木造建築物の中で
も最高の位置にあり、世界的にも類を見ない優れたものである。

【課題】

・姫路城、特に大天守内への入城者数の制約

と受け入れ体制

・海外に向けてのＰＲ

世界遺産名：姫路城 姫路市

３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要

【課題】

・建造物、石垣の保存と管理

・地下遺構も含めた特別史跡の保存と管理

・一般のイメージする「姫路城」と世界遺産、

特別史跡姫路城跡の実態との乖離

【取組状況・取組結果】

・工事現場の常時公開をしながら姫路城大天守の保存修理工事を実施。

平成27年３月26日に竣工

・大天守以外の建造物は平成中期保存修理計画に基づき、石垣については

石垣整備計画に基づき継続的に保存修理を実施中

・平成23年に特別史跡姫路城跡整備基本計画を策定。同計画中に現状変更等

の禁止や許可の基準となる保存管理計画を規定

・発掘調査(現地説明会)、イベントやフォーラムによる学術的検証と一般へ

の啓発

【取組状況・取組結果】

・平成27年３月27日、姫路城グランドオープン以降、観光客がかなり増える

ことが予想されるため、混雑状況の情報発信など安全安心とおもてなし等

の混雑対策を検討中。

・近年、外国人観光客も増加傾向にあり、グランドオープンを機に、海外に

向けての情報発信を強化している。
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【保全に関する取組の具体例】 【観光面での活用に関する取組の具体例】

・姫路城グランドオープン記念事業として、お城
まつりを平成27年5月に実施予定

姫路城に関する理解促進を目的とした体験イベ
ントを検討中

・姫路城三の丸広場での観桜会、観月会等の実施

【観光面での広域連携の取組の具体例】

・国宝四城（姫路城・彦根城・犬山城・松本城）
でのキャンペーンの実施

・姫路・岡山・鳥取城下町物語推進協議会（ＨＯ
Ｔトライアングル)による観光ＰＲ事業の実施

○姫路城大天守保存修理事業

石垣修理

世界遺産名：姫路城 姫路市
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1994年に登録。賀茂別雷神社、賀茂御祖神社、教国護国寺、清水寺、延暦寺（大津市）、醍醐寺、仁和寺、平等院（宇治市）、宇治上神社（宇治市）
高山寺、西芳寺、天龍寺、鹿苑寺、慈照寺、龍安寺、本願寺、二条城の１７の構成資産からなる。古代中国の都城を模して西暦７９４年に建設された
京都は、それ以降１９世紀半ばに至るまで日本の首都であった。また、８世紀の末期以来、日本文化の中心であり続けている。１７の構成資産のほとん
どは、１０世紀から１７世紀にかけて建築・作庭されたものであり、日本の木造建築、特に宗教建築の発展及び世界の造園に影響を及ぼしてきた日本
庭園の芸術性の発展を示している。

【課題】

・木造建造物を守る火災・地震対策などの文化

財防災

・世界遺産構成資産を面で守るためのバッファ

ゾーンの概念の明確化

・包括的な管理計画の作成

・世界遺産登録された資産以外にも、これらと

同等の価値を有する文化遺産をいかに継承し

ていくか，世界遺産への追加登録の検討

【取組状況・取組結果】
・市独自の「京都遺産制度（仮称）」の創設（「日本遺産制度」との連携を視野に）
・迅速な通報体制の整備、地域との連携に基づく文化財市民レスキュー体制の確立、水利整備モデル事業

の実施。文化財所有者のための防災対策マニュアルの作成＜防火・防犯対策、地震対策、風水害対策＞、
文化財マイスターの養成

・世界遺産、社寺及び近代建築物等とその周辺（バッファゾーン等）の景観に関する総点検の実施
（歴史的景観の保全に関する検証事業）

・新景観政策の推進（Ｈ19～，高さ・デザインの規制，眺望景観や借景の保全，屋外広告物規制）
屋外広告物対策においては、 7年の猶予期間が終了した本年8月末までに市内約45,600箇所の屋外広告

物のうち，約8割にあたる36,700箇所の屋外広告物が条例に沿った適正なかたちで表示され、景観が大き
く向上した。

・明日の京都文化遺産プラットフォームとの連携
古都京都における有形・無形の文化遺産を毀損することなく、後世へ継承し未来に向けてその存在価値

を高めることを目的とし、行政、民間団体、民間企業等と連携し文化遺産の継承に係る活動を行う。

【課題】

・持続可能な保全と活用

・世界遺産等ユニークベニューのＭＩＣＥ活用

・世界遺産を活用した，新たな京都ファンの獲得

・市民の理解，認知度の向上

・繁忙期における世界遺産周辺の交通渋滞の緩和

・３自治体にまたがる１７の世界遺産のネットワーク

の強化

【取組状況・取組結果】

・二条城のＭＩＣＥ利用、ウェディング利用（世界遺産・二条城ＭＩＣＥプラン、ウェディン

グプラン）

・世界遺産を活用したツアーの実施（親子で行く修学旅行）

・京都の小学６年生のための「京都再発見貼」の配布

子どもの頃から世界文化遺産に触れることで京都の奥深い魅力を知っていただくため、市

内の小学６年生を対象に冬休み期間中、京都市内の世界文化遺産の寺院，神社等を拝観・見

学できる「京都再発見帖」を配布

・歩くまち・京都の推進（繁忙期のパークアンドライド実施や交通規制，公共交通機関フリー

パスの販売など）

世界遺産名：古都京都の文化財 京都市
（賀茂別雷神社、賀茂御祖神社、教国護国寺、清水寺、醍醐寺、仁和寺、
高山寺、西芳寺、天龍寺、鹿苑寺、慈照寺、龍安寺、本願寺、二条城）

３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要
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【保全に関する取組の具体例】

・ ユネスコ世界遺産条約締結40周年記念最終会合でまとめられ

た「京都ビジョン」を受け，「未来につなぐ世界遺産京都ア

ピール」を宣言

一 地域の文化遺産に関心を持ちましょう

一 地域の文化遺産について学び，その大切さを理解しましょう

一 地域の文化遺産の素晴らしさを身近な人に，世界の人々に伝

えましょう

一 地域の文化遺産を守るための活動に参加しましょう

一 地域の文化遺産を支える「ひと，わざ，もの」を守り育てま

しょう

一 地域の文化遺産を活かすことで維持し，未来につなぎましょ

う

・ 明日の京都文化遺産プラットフォームとの連携

明日の京都プラットフォームの活動に参画し，文化遺産の継承

に係る活動を行う。

・世界遺産所有者で構成するネットワーク会議の開催

・フォーラムの開催

・無形文化遺産シンポジウムの開催 等

・ 「世界文化遺産」地域連携会議の取組

同会議の設立趣意に則り，各自治体の交流を行うとともに各方

面のでの理念，ノウハウ，情報などの共有と相互活用を検討し，

国等に対して広範な提案を行うなど会長都市としてのイニシアチ

ブを取っている。

【観光面での活用に関する取組の具体例】

・世界遺産「古都京都の文化財」を活用したツアー

「親子で行く修学旅行」の実施（平成２６年度～）

【観光面での広域連携の取組の具体例】

・世界遺産「古都京都の文化財」登録20周年記念事業実行委員会

京都府，京都市，宇治市で実行委員会を設立し，「古都京都

の文化財」をはじめとする世界遺産や文化財，さらには，無形

文化遺産や世界記憶遺産等，京都の文化遺産の維持・継承・活

用を図るとともに，その魅力を国内外へ発信するための記念事

業を実施する。

・みやこサミットの開催

世界遺産を有する観光都市であり，かつての都（平安京・大

津京・平城京）でもある，京都・大津・奈良の三市が共通の課

題について意見交換し，特に観光分野における連携した取り組

みを進めることを目的に開催。

世界遺産名：古都京都の文化財 京都市
（賀茂別雷神社、賀茂御祖神社、教国護国寺、清水寺、醍醐寺、仁和寺、
高山寺、西芳寺、天龍寺、鹿苑寺、慈照寺、龍安寺、本願寺、二条城）

【ツアーに含まれる世界遺産】

・賀茂御祖神社（下鴨神社）

・龍安寺

・清水寺

・教王護国寺（東寺）

・本願寺（西本願寺）

・二条城

・平等院
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世界遺産名：古都京都の文化財（平等院、宇治上神社） 宇治市

１９９４年１２月に登録。７９４年の平安京建都以来の政治文化の
中心であった京都の歴史を代表する１７の寺･社･城の構成資産からな
る。宇治市には平等院、宇治上神社の２件の構成資産がある。

【課題】

・構成資産周辺の景観保全

【取組状況・取組結果】

・宇治川を挟んで向かい合う平等院と宇治上神社のバッファゾーンは、主に宇治川自然景観保全を担う特別風致地区であるため、特に

市街地の景観保全強化の取り組みを行ってきた。

○都市計画法に基づく高度地区の指定

・平等院背後の商業地域に20ｍ、近隣商業地域、第一種住居地域に15ｍの高度制限を設け、平等院借景の保全を図っている。

○景観法に基づく景観計画重点区域の設定

・特別風致地区及び平等院背後の商業地域、近隣商業地域、第一種住居地域を景観計画重点区域とし、建築物、工作物の意匠・形

態、色彩等の誘導を行い、良好な景観の形成を図っている。

○文化財保護法に基づく重要文化的景観地区の選定

・特別風致地区及び平等院背後の商業、住居地区が重要文化的景観に選定され、重要な構成要素の茶商建物等の修理、修景を行い、

宇治らしい景観の形成を図っている。

【課題】

・観光客の一極集中による交通渋滞（平等院）

【取組状況・取組結果】

・周遊性の向上を図る予定。 交通渋滞

１．世界遺産の概要

２．保全に関する課題と取組

３．観光面での活用に関する課題と取組
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【保全に関する取組の具体例】

世界遺産の景観保全及び良好な景観形成に関しては、
景観計画、国の重要文化的景観の選定及び歴史的風致維
持向上計画により、落ちついた趣のある景観を継承する
取り組みを積極的に進めている。

・平等院、宇治上神社の景観保全と修理

・豊かな歴史と宇治茶景観の保全継承

・桜の植樹等による宇治川景観の保全

・高度制限、ファサード誘導による町並み景観保全

・伝統的町家の修理、修景 など

また、体制については都市整備部に文化財保護、景観
保全の係を統合した歴史まちづくり推進課を設置し相互
の連携を図っている。

【観光面での活用に関する取組の具体例】

・平等院落慶（落成）記念事業の実施

商店街を中心としたのぼりの設置

駅前での無料のお茶接待

・市民対象の観光客おもてなし講座の開催

平等院夜間拝観と市内産抹茶による接待

【観光面での広域連携の取組の具体例】

・伏見宇治広域観光連携協議会での活動

京都市伏見区と宇治市の観光動向の共有や周遊マッ

プの作成。

平成25年度には国土交通省の「官民協働した魅力あ

る観光地の再建・強化事業」を活用し、京都伏見・

宇治「悠久の時 酒茶づけの旅」としてモニターツ

アーやセミナー、観光ＰＲを実施。

平成修理を終えて今年10月
１日に竣工した平等院鳳凰堂

良好な景観形成を
進めている宇治橋通り

平等院落慶記念事業 のぼり

世界遺産名：古都京都の文化財（平等院、宇治上神社） 宇治市
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７８８年、最澄により開創された天台宗の総本山。法然、
親鸞、日蓮、道元、栄西など日本仏教界の名僧を多数輩出し、
日本仏教の母山とも言われる。

【課題】

○過酷な自然環境による毀損

○未指定文化財の保護

【課題】

○インバウンド対策の不足

○来訪者の滞在時間が短い

３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要

世界遺産名：古都京都の文化財（比叡山延暦寺） 大津市

【取組状況・取組結果】

○大津市指定有形文化財への指定

○滋賀県指定有形文化財への指定

○比叡山延暦寺建造物総合調査報告書作成（比叡山延暦寺）

○指定文化財の保存修理（随時実施）

【取組状況・取組結果】

○インバウンド対策の充実

・外国語版HP、パンフレット整備、音声ガイドペンの導入

（比叡山延暦寺、坂本ケーブル、観光協会）

○来訪者滞在時間の延長

・周辺の観光資源と連携したキャンペーン実施・イベント開催

自然：Only Oneであるびわ湖、紅葉

歴史：三井寺、西教寺、坂本（石積みの街並み）

温泉：おごと温泉

食（グルメ）：近江牛、湖魚

交通：坂本ケーブル（日本最長） など －９－



【保全に関する取組の具体例】

H24.5.1大津市指定有形文化財指定

絹本著色日吉山王本地仏曼荼羅図 ２幅

絹本著色日吉山王垂迹神曼荼羅図 ２幅

※比叡山山麓、坂本地区の住民の中で

構成される山王講で護られてきた作品

H25.3.19滋賀県指定有形文化財（美術工芸品）指定

絹本著色慈恵大師像 １幅

H26.1.17滋賀県指定有形文化財（建造物）指定

延暦寺浄土院 ３棟

延暦寺元三（慈恵）大師御廟拝殿 １棟

延暦寺文殊楼 １棟

延暦寺山王社 １棟

【観光面での活用に関する取組の具体例】

「日本天台三総本山キャンペーン」

H26.10.1～H26.12.7

・市内の天台三総本山（比叡山延暦寺・三

井寺・西教寺）における特別公開

・三総本山を巡るスタンプラリー、

バスツアー

・紅葉や温泉、グルメも紹介

【観光面での広域連携の取組の具体例】

「第４回２０１４比叡山ヒルクライム大会」

H26.5.25

・通常自転車での通行が出来ない

奥比叡ドライヴウェイを登坂

「第２回おごと温泉・びわ湖パノラマウオーク」

H26.9.20・21

・（社）日本ウオーキング協会

「温泉リーグ」公式認定大会

・比叡山延暦寺を巡るコースを設定

世界遺産名：古都京都の文化財（比叡山延暦寺） 大津市
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世界遺産名：白川郷・五箇山の合掌造り集落 南砺市

五箇山の合掌造り集落は富山県の南西端、白山山系の山岳地帯
にある農村集落である。日本有数の豪雪地帯であり、厳しい自然
環境及び人々の生活・生業（特に養蚕）に合わせて発展してきた
「合掌造り家屋」を中心とした伝統的な集落景観と、周辺の自然
環境を良好に残している。

【課題】

・人口の減少、少子高齢化の進行による

集落の担い手不足

・空家の増加とその活用

・家屋の保存修理・維持管理等にかかる

所有者負担の軽減

・屋根葺材である小茅の自給率向上と、

茅場の管理・再生に携わる人手の確保

【取組状況・取組結果】

・市有の空家１棟を整備し一般公募で入居者を募集。平成25年春から若い家族が移住され
た。

・棚田オーナーを募集し、田植え・稲刈りなどの作業にも協力してもらう。都市住民と集
落住民との相互理解・交流が図られる。

・屋根葺替えや家屋の修理、屋根雪下しや集落景観の保全等に国、県の補助事業を活用し
住民負担を軽減している。

・茅場の維持管理や再生・造成事業に、民間企業のＣＳＲ活動や域学連携（※）による大
学のボランティア協力を得ている。

【課題】

・世界遺産の合掌造り集落に観光客が集中。

周辺の観光施設への訪問客が少ない。

・世界遺産内の滞在時間が短い。

・団体客向け宿泊個所があまりない。

・公共交通機関（二次交通）が脆弱。

【取組状況・取組結果】

・合掌造り集落のライトアップの実施。五箇山雪あかりや稲穂ハサ掛けライトアップ等、
四季を通じた集客に効果が上がっている。

・茅刈りツアーの実施。屋根に必要な茅の確保、人手不足が深刻さを増す中、世界遺産
の保護や環境保護にもつながり、ツアー造成に一役かっている。

・「南砺里山博」を開催し、多くの体験メニューを開発。体験型の観光ツアーとして１
３コースが商品化された。

３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要

（※）域学連携：大学生と大学教員が地域の現場に入り、地域住民やＮＰＯ等とともに、地域の課題解決や地域づくりに継続的に
取り組み、地域の活性化や人材育成に資するもの
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世界遺産名：白川郷・五箇山の合掌造り集落 南砺市

【保全に関する取組の具体例】

・茅場の管理・造成の取り組み

都市住民・企業・大学・地域住民の連携で小茅の自
給率向上を目指す。

平成24年度より、中日本高速道路㈱と地域住民との
間で、地域の環境整備活動等に取り組む協定を締結し、
茅場の再生・活用に関する取り組みを始めている。ま
た、平成23年度から筑波大学の学生さんがコーリャク
隊として、平成25年度からは域学連携として富山県立
大学、大東文化大学の学生のみなさんが、地域住民と
共に茅場の維持管理・再生に取り組んでいる。

・主な活動内容…９月茅場下草刈り、10月茅刈り

11月茅株採取と株植え

【観光面での活用に関する取組の具体例】

・茅刈りツアーの実施

大手旅行者とのタイアップにより、首都圏及び中京
圏からの誘客に成功している。

・屋根に必要な茅の確保、人手不足が深刻さを増す中、
世界遺産の保護や環境保護にもつながり、体験型・交
流型観光（ニューツーリズム）として注目されている。

・地域資源を利用した里山保全の取り組みとしても評価
されている。

【観光面での広域連携の取組の具体例】

・『ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン』で「３つ
星」として紹介された観光地のある南砺市、金沢市、
高山市、白川村の３市１村と連携し北陸飛騨３つ星街
道誘客推進協議会を設立。

・推進協議会は、新幹線時代を見据えて、中部エリアを
大きく周遊できる「ゴールデンループ」として、国内
外からの注目を集めている。

・ツーリズムＥＸＰＯジャパンに共同出展
・ボランティア観光ガイド交流会、セミナーの開催

学生のみなさんと 下草刈り

地上部出入口

・景観に配慮した共同格納庫（半地下式）の整備
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３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要

原爆ドームは、人類史上最初の原子爆弾による被爆の惨禍を伝える歴史の証人
として、世界の歴史において普遍的な価値を有していることが認められた貴重な
世界遺産です。

【課題】

○保存工事費の不足

・個人や法人から寄せられる寄付金を原爆ドーム保存

事業基金に積み立て、保存工事等に活用しているが、

今後の工事に多額の費用を要し、寄付の募集が喫緊

の課題となっている。

○保存技術が不明確

・破壊された状態のものを破壊された時点の状態に限

定して保存することが最も価値を有するが、どのよ

うな保存技術が最善であるか明確になっていない。

【取組状況・取組結果】

・世界遺産に登録される以前から、保存のために構造補強などの工事を行って
きた。登録後にも雨水対策工事の実施や地震対策の検討を行っている。また、
経年的な変化を把握するために、３年毎に、健全度調査を行っている。

・本市ホームページで寄付を呼び掛けるとともに、広報紙やラジオを活用し呼
びかけを強化した。

・文化財としての価値を損なわないように、様々な調査による現状分析などを
行いながら、慎重に保存を進めている。

【課題】

○原爆ドームへの一極集中

・原爆ドームを訪れた観光客を周

辺の観光地へ呼び込むために、

より積極的に民間事業者等と連

携した取組を進めていく必要が

ある。

広島市世界遺産名：原爆ドーム

【取組状況・取組結果】

・原爆ドームと宮島という二つの世界遺産の間を船で往来し、水上から世界遺
産と広島の街並みを楽しめる「ひろしま世界遺産航路」を二次交通としてＰＲ
している。また、広島を流れる川や海などの水辺を憩いの場として活用する
「水の都ひろしま」構想に基づき、水辺のオープンカフェの設置や水辺のコン
サートの実施等による水辺を生かしたにぎわいづくりを行っている。

・夜は原爆ドームをライトアップすることで、昼間とは違った姿を鑑賞できる
ようにしている。

・原爆ドームを核として、市内の周辺観光地（広島城等）への回遊性を高める
ため、県や民間事業者等と連携した観光資源の魅力づくりに取組んでいる。－１３－



【保全に関する取組の具体例】

・原爆ドームの保存方策を検討するために、学識
経験者で構成する「史跡原爆ドーム保存技術指導
委員会」を設置し、保存に関する指導・助言を仰
いでいる。

・広島市と民間企業（イオン株式会社）で「包括
提携協定」を締結し、同社で発行する電子マネー
で利用された金額の一部を原爆ドーム保存のため
の寄付として頂いている。

【観光面での活用に関する取組の具体例】

・世界遺産航路

【観光面での広域連携の取組の具体例】

・広島周辺の観光地である、宮島、岩国などの市
町と連携し、観光情報冊子を作成して観光事業者
に配布する等の観光プロモーションにより、滞
在・周遊型観光の促進を図っている。

・民間事業者が行っている広島市の原爆ドームと
廿日市市の宮島を結ぶ「ひろしま世界遺産航路」
を、広島の二次交通として積極的にPRしている。

広島市世界遺産名：原爆ドーム

－１４－
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世界遺産名：嚴島神社 廿日市市

平成8年12月、世界遺産委員会で正式に世界文化遺産として登録されている。世界遺産として登録さ
れた区域は、嚴島神社と、前面の海および背後の弥山原始林の森林を含む区域の431.2ヘクタール。

＜課題＞

・文化財を保護するための予算の確保

・住民生活の向上と文化財保護

・各種法令との連携と協力

＜取組状況・取組結果＞

・資産を構成する20棟の建造物は宗教法人厳島神社の所有であり、所有者が管理責任を負うが、その保存修理に要する

経費の一部を国、県、市が支援する。海上社殿の維持には継続的に多大な経費の確保が求められる。

・『特別史跡及び特別名勝厳島保存管理計画』（広島県教育委員会 平成19年2月）に基づき現状を変更する行為を

規制する。

・文化庁、環境省、林野庁・国土交通省、広島県等が協力し、保全を図る。

＜課題＞

・保存と活用のバランス

・繁忙期における交通渋滞

＜取組状況・取組結果＞

・災害等により神社の一部が破損した場合、仮に繁忙期であっても修繕を

優先するため、ＳＮＳ等で観光客へその旨をお知らせしている。

・観光アプリによる外国人対応（検討中）

・パーク＆ライドによる渋滞対策

３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要
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【保全に関する取組の具体例】

• 緩衝地帯（特別史跡及び特別名勝厳島）に
は、約1000戸、約2000人の住民生活があり、
年間400万人以上が来島する。住民生活の向
上のための家屋改修等やイベント行事開催時
の仮設テントや幟旗等の設置及び宿泊施設や
観光施設の改修等、年間100件以上に及ぶ資
産の現状を変更する行為の許可申請が提出さ
れる。『特別史跡及び特別名勝厳島 保存管
理計画』（広島県）に基づいて、これらを適
正に処理することにより、資産の価値が維持
されている。

【観光面での活用に関する取組の具体例】

•人気アニメ「名探偵コナン」を題材とし、広島市等と
連携して台湾や韓国などの外国人を対象にした「コナ
ンミステリーツアー」を実施。

•世界遺産を有する広島市等と連携し、観光アプリによ
る外国人対応を検討している。

【観光面での広域連携の取組の具体例】

•民間事業者が原爆ドームと宮島を結ぶ「ひろしま世
界遺産航路」という船を運航。

•モン・サン＝ミッシェル（フランス）との観光友好
都市提携（平成２１年）

14,562

17,748

22,439

11,489

16,464

19,569

H20 H21 H22 H23 H24 H25

フランス人観光客推移（宮島） H23は東
日本大震
災の影響
で減少

世界遺産名：嚴島神社 廿日市市

「世界文化遺産区域図」
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世界遺産名：古都奈良の文化財 奈良市

【課題】

１．世界遺産の概要

２．保全に関する課題と取組

３．観光面での活用に関する課題と取組

国宝建造物があり、敷地が史跡に指定されている、東大
寺、興福寺、春日大社、元興寺、薬師寺、唐招堤寺と、特別
史跡・特別天然記念物に指定されている平城宮跡、春日山原
始林の８資産で構成されている。

【取組状況・取組結果】

○奈良県とともに包括的保存管理計画の策定に取り組む(H25～)

・「建造物群」「文化的景観」「遺跡」の種別毎の保存管理方法の明確化

・平城宮跡における復原整備について、考え方や進め方の明確化

・眺望景観の保全活用の取り組みについて、世界遺産保全の観点から位置付け

【取組状況・取組結果】

・外国語対応可能なコールセンターを京都市・大津市と連携して設置

・ならまちエリアについての、景観保全及びならまちナイトカルチャー等のイ
ベント開催を通じた観光客の誘致

・市内の世界遺産間の周遊を促進するため、主な交通手段となるバスについ
て、新規路線の設定（県）や、多言語対応（事業者）等を実施

・首都圏の学校に奈良への修学旅行を働きかけるため、東京に営業拠点を設置

【課題】

・８資産全体の保全のための

調整メカニズムの確立

・平城宮跡における復原整備に

ついての国際理解の拡大

興福寺
（写真：
矢野建彦）

春日山原始林

元興寺

春日大社

・外国人観光客の誘致

・世界遺産以外の観光資源の開拓や、世
界遺産同士を組み合わせた観光ルート
の設定など、長時間の滞在を通じた地
域経済への波及効果の拡大

・若年層の旅行離れを見据えた取組みが
必要

－１７－
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【保全に関する取組の具体例】～眺望景観の保全活用～

・眺望景観保全活用計画の策定（平成24年）
「奈良らしい眺望景観のとらえ方」「奈良らしい眺望景観の保
全活用の目標と基本方針」をとりまとめるとともに、市民講座等
多くの意見をまとめ、「奈良らしい眺望景観」41件と、そのうち特
に優先的かつ重点的に保全活用を図る「重点眺望景観」15件
を抽出し、「奈良市眺望景観保全活用計画」を策定した。
・景観計画の改正の検討（平成27年度の予定）
奈良市固有の美しい眺望景観を保全活用していくため、「奈
良市眺望景観保全計画」の基本的な考え方を反映させた奈良
市景観計画の改正作業を行っている。
・（仮称）奈良市眺望景観保全活用条例の制定の検討
良好な景観の形成及び歴史的風土の保存のためには、眺望
景観の保全・活用は、特に重要な位置を占めている。条例を制
定することで、眺望景観の保全・活用に係る理念の共有化や、
新たに提示する概念や施策の位置付けを明確にする。

【観光面での広域連携の取組の具体例】
「古都奈良の文化財」の所在地でもある奈良市と、日本で初めて世界遺産
として２０年前に登録された「法隆寺地域の仏教建造物」の所在地でもある
斑鳩町が、観光面で提携することにより、より多くの方に日本の文化の素晴
らしさや日本の歴史の奥深さを味わっていただきたい、という観点から、「奈
良市・斑鳩町 連携誘客宣言」を行い、下記の具体的な事業案を発表した。
（平成26年8月28日）
１．新たな切り口による観光資源の開発と観光客の誘致
・宮大工・西岡常一氏（斑鳩町の名誉町民）が再建に携わった寺社（薬師
寺金堂等）をめぐるツアー の開発とものづくり体験学習講座の開設
・歌人・会津八一の足跡（市・町で合計１９基／全国で４４基）をたどるツ
アーの開発
２．海外向け観光プロモーションの共同実施
・奈良・斑鳩地域の多言語観光パンフレット
の発行
・インバウンド事業者への共同PR・営業
３．伝統芸能を活用した観光客の誘致
・能楽各流派の公演を組み入れたツアー
の開発（金剛流･･･斑鳩を発祥の地とする／
金春流･･･奈良を本拠地とする）

世界遺産名：古都奈良の文化財 奈良市

平城宮跡から東大寺大仏殿、
若草山等の山並みへの眺望

大池（勝間田池）池畔から薬師寺三重塔への眺望

連携誘客宣言式の様子

【観光面での活用に関する取組の具体例】

薬師寺での珠光茶会

世界遺産に指定されている市内の寺
社には、趣ある茶室が存在している
ことを生かして、茶道の各流派が一
堂に会する茶会（珠光茶会）を開催
している。従来の観光客とは異なる
茶道愛好者層が、観光閑散期の2月に
来訪しているうえ、宿泊、飲食や土
産物需要が発生しており、地域経済
に与える影響は大きい。（珠光…室
町時代中期の茶人。「わび茶」の精
神による茶の湯を創始し、茶道の基
礎をつくったといわれる。）
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世界遺産名：日光の社寺 日光市

日光山内にある二荒山神社、東照宮、輪王寺の103棟（国宝9棟、重要文化財94棟）の「建造物群」と、これらの
建造物群を取り巻く「遺跡（文化的景観）」が1999年（平成11年）に登録されました。

【課題】

・保存・修理技術の伝承

・保全活動に対する市民・観光客等の理解

・境内地の自然環境の保持

【取組状況・取組結果】

・「公益財団法人日光社寺文化財保存会」により保存修理等が行われ、技法や材料を後世に伝えていくとともに、その成果をまとめて資料

として残している。

・「史跡日光山内整備活用計画」を策定し計画的な保存活用を行っている。

・文化財保護等への理解や関心を深めてもらうため、修理現場や作業状況を公開する見学会を開催している。

・日光市による世界遺産条約に基づいた保全状態の測定（モニタリング）が行われている。

【課題】

・継続的・積極的な世界遺産の活用

・他の観光資源との連携、波及による地域経済の活性化

【取組状況・取組結果】

・話題性による一過性の誘客とならないよう、行政だけでなく、観光協会や観光事業者等との連携・協働を図るとともに、世界遺産の持つ

魅力を最大限に活用しつつ、他の観光資源と連動させていくことで安定的・継続的な地域全体の活性化につなげる。

・日光市で進める日光ブランド戦略と連携し、世界遺産への来訪者を対象に様々な地域資源の情報を提供することにより、周辺地域への回

遊を促し地域経済の活性化につなげる。

３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要

※ 現在修復工事中
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【保全に関する取組の具体例】

•二社一寺（二荒山神社、東照宮、輪王寺）と日光社
寺文化財保存会及びＪＲ東日本等が連携し、世界遺
産日光の社寺の建造物の保存修復の現場見学並びに
模擬体験を通じて文化財の保護・保存の実態を知る
とともに、その必要性や重要性の理解を促進するこ
とを目的として、「世界遺産日光 保存修理体験ツ
アー」を実施している。

•文化的景観に位置付けられている、二社一寺の境内
地の自然環境を保全していくための基礎データを収
集するために、日光山内各地に温湿度・雨量計等を
設置し、気象データを収集している。また、日光ユ
ネスコ協会と共同で大気汚染の状況調査のモニタリ
ングを継続的に実施し、世界遺産に影響を与える原
因を調査し、保全作業に活かしている。

【観光面での活用に関する取組の具体例】

•平成26年に世界遺産登録15周年、平成27年に日光東
照宮400年式年祭、平成28年に日光山開山1250年を
迎えることから、世界遺産「日光の社寺」魅力発
信・誘客促進事業を実施し、パン

フレットの作成・配布やシンポジ

ウムの開催など、官民と市民等が

一体となった価値の発信と誘客促

進を行っている。

【観光面での広域連携の取組の具体例】

•国際特別都市建設連盟に京都市及び奈良市とともに
加盟し、他に加盟する自治体とともに観光資源であ
る世界遺産等のパンフレットの作成を進め、各都市
でＰＲを行う。

•北関東３県が連携し、合同パンフレット

の作成、配布及び合同での観光プロモー

ションにより、中京・関西圏等からの誘

客に取り組んでいる。

世界遺産名：日光の社寺 日光市
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世界遺産名：琉球王国のグスク及び関連遺産群（玉陵） 那覇市

３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要

玉陵は、第二尚氏歴代国王の墓である。第三代尚真王が、父尚円王を葬るため、
一五〇一年に創建された。県内最大の破風墓で、その形は当時の首里城をモデルに
したと考えられている。

【課題】

・墓陵屋根の経年劣化

・台風対策

・拝みに対する注意

【取組状況・取組結果】

・墓陵屋根（板葺きを形どった石製の屋根）の劣化状況を把握しておき、台風が接近した際に、風で飛ばされないよう
劣化した板葺き部分を取り除いている。

・台風進路を細かく確認し、暴風警報発令前には、玉陵の門扉を 開けておくなど、強風の影響を最小限に止めるよう
努めている。

・文化財に火が燃え移らないよう、拝みをする際に、打紙や線香に火を付けないよう注意を促している。

【課題】

・バリアフリーの整備

・文化財としての周知

【取組状況・取組結果】

・玉陵の入口にスロープを設け、資料展示室への移動もエレベーターを設置するなど、車イスの方でも入場できるよう
配慮している。しかし、墓陵入口については、史跡保存の観点からスロープは設置しておらず、車イスでの入場は難
しい状況である。

・玉陵の文化財的価値を周知するため、那覇市では奇数月の第三日曜日に、無料で世界遺産解説会を実施している。－２１－



【保全に関する取組の具体例】

･墓陵屋根の経年劣化

玉陵は1977年に修復が完了し、以後大規模な修
復は行わずに今日に至っている。そのため、長年
の風雨により、屋根部分を中心に老朽化が進んで
いる。屋根の一部分は、既に外れてしまっている
ものもあり、台風の際には、吹き飛ばされる可能
性がある。台風が接近したときには、これらの吹
き飛ばされる可能性があるものは、別の場所に保
管し、台風が通過した後に元に戻している。

【観光面での活用に関する取組の具体例】

奇数月の第三日曜日に、那覇市で管理する世界
遺産の識名園と玉陵で、世界遺産解説会を開催し
ている。時間は、識名園9:00～10:00、玉陵11:00
～12:00と設定し、一日で両方の解説会に参加で
きるようにしている。解説会の目的は、文化財の
価値を広く一般の方々に知ってもらうとともに、
文化財保全に理解を求めることにある。

経年劣化が進む墓陵屋根の一部分

世界遺産名：琉球王国のグスク及び関連遺産群（玉陵） 那覇市
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識名園は琉球王家最大の別邸で、王家の保養や外国使臣の接待に利用され
た庭園である。日本風の廻遊式庭園に、中国風の東屋である六角堂を配する
など、琉球独特の工夫が見られるのが特徴。

【課題】

・芝・植栽の管理

・心字池の浄化

【課題】

・バリアフリーの整備

・文化財としての周知

・園内での宮廷結婚式

３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要

世界遺産名：琉球王国のグスク及び関連遺産群（識名園） 那覇市

【取組状況・取組結果】

・芝の専門家に指導を仰ぎ、芝の育成管理に努めている。

・識名園にある心字池の水質改善行い、藻の繁殖を抑制している。

【取組状況・取組結果】

・現状では、バリアフリーの整備はほとんど行われていない。

・識名園の文化財的価値を周知するため、那覇市では奇数月の第三日曜
日に、無料で世界遺産解説会を実施している。

・ブライダル業者による宮廷結婚式が、識名園内で催されている。観覧
者にも公開されており、観光資源の一つとなっている。
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世界遺産名：琉球王国のグスク及び関連遺産群（識名園） 那覇市

【保全に関する取組の具体例】

･心字池の浄化

識名園内にある心字池は、循環装置を用いず、
湧水のみで水量を維持している。そのため、池内
には養分が溜まりやすく、藻の繁殖により、悪臭
や景観上の問題があった。浚渫をしても、すぐに
数年で同じような状態に戻るため、現在はルミラ
イトという鉱物を用いた水質改善を行っている。

平成24年は試験的なルミライト散布を行い、平
成25年より本格的に導入したが、現時点で濁度は
下がり、悪臭や藻の繁殖も抑制されている。但
し、この状態が浚渫したときよりも長く続くかど
うかは、今後の経過観察が必要である。

【観光面での活用に関する取組の具体例】

・園内での宮廷結婚式

識名園では年間50回ほどで、琉球式の宮廷結婚
式が行われている。結婚式はブライダル業者を通
して行われる。これらは一般に公開されており、
観光資源の一つになっている。なお、琉装以外で
の結婚式・写真撮影等は文化財の景観上の問題か
ら認めておらず、同じく文化財保存の観点から飲
食も認めていない。

心字池
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世界遺産名：琉球王国のグスク及び関連遺産群（斎場御嶽） 南城市

斎場御嶽は琉球王国時代、国家的な祭祀の場として重要な役割を果たしており、

現在も「東御廻り」の行事等によって、多くの人々が参拝に訪れている。

【課題】

・来訪者増による諸問題

・災害による文化財毀損

【取組状況・取組結果】

• 当初は年間約10万人の来訪者が近年のパワースポットブーム等で年間約43万人の来訪があり、それに伴って、石畳道の
磨耗や石製の香炉に上り香炉が破損するなどの問題が発生している。そこで、石畳保護のために木製階段を設置し、来
訪者へ聖地としての認識を高めるために入域前に映像を見せることで聖地としての理解を深めることに努めている。

• 大型台風等による樹木倒壊や、石畳周辺の土が抉られているが、現在は維持管理を重点的に実施して対応している。

【課題】

・来訪者増による諸問題

世界遺産登録時は年間約10万人の来訪者であったが、近年のスピリチャルブーム等で年間約43万人と急増しており、

それに伴い石製香炉に登るなどマナー問題や転倒などの事故も発生している。

【取組状況・取組結果】

• これまでは静寂の中で参拝者が祈りを行う聖地であったが、来訪者の急増により、参拝者が写真撮影等で祈りを妨げら
れるなどの問題が発生している。これらも上記と同様に映像を見せてマナー問題への対応に努めている。

• 来訪者増に伴い駐車場への道路が渋滞を起こし、近隣住民等に迷惑をかける問題が起きた。現在は取組みとして400ｍ
程離れた観光拠点施設の駐車場を指定し、徒歩で移動することで改善されている。

３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要
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【保全に関する取組の具体例】

•近年のパワースポットブーム等により斎場御嶽
入域者数が急増し、参道石畳の表面磨耗や観光
客のマナーの悪さなどが問題視されている。

取組具体例①

・急勾配の入口へ至る

石畳参道へ木製階段

を平成21年度に設置

した。

取組具体例②

・斎場御嶽への入域前に、観光施設（体験

型歴史学習施設）で約3分の映像を見せる

ことで聖地として

の守るべきマナー

等遵守や危険箇所

の注意喚起を実施

している。

【観光面での活用に関する取組の具体例】

•斎場御嶽隣接駐車場（39台駐車可能）が来訪者
増により、渋滞や違法駐車等が発生して近隣住
民等から苦情要請があったことから、東側約400
ｍ離れた観光施設の駐車場を拡張整備して約150
台の駐車を可能とした。平成25年11月に既存駐
車場を閉鎖した。

世界遺産名：琉球王国のグスク及び関連遺産群（斎場御嶽） 南城市
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世界遺産名：琉球王国のグスク及び関連遺産群（中城城跡） 中城村

場所：沖縄本島中部にある中城村の北側標高160ｍほどの石灰岩丘陵地に位置

築城年代：14世紀中頃～15世紀中頃

特長：①築城当時の遺構がよく残っているグスク

②３種類の石積技法を見ることができるグスク

③沖縄本島のほぼ半分が見えるグスク

④城壁の直線と曲線が調和した雅なグスク

【課題】

・保存、修理、復元

【取組状況・取組結果】

・中城城跡保存修理事業を実施。城壁の修理や学術調査が行われ、城の適切な保存を図り観覧者に公開。

・周辺の開発を抑制するため条例を整備し、周辺環境保全を図るため県営中城公園整備事業を推進。

【課題】

• 観光客誘客促進

【取組状況・取組結果】

• イベントの実施による誘客促進。

• 全国及び世界に「世界遺産のある村」を発信するため、ＩＣＴを活用した多言語対応の観光案内システム
「とよむ中城」を整備（観光情報ポータルサイト、観光案内アプリ、観光案内デジタルサイネージ）。この
システムを活用し村内の魅力ある文化遺産やショップの情報を発信し、観光ＰＲ及び観光客誘客促進を図っ
ている。

３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要

野面積み 布積み 相方積み
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【観光面での活用に関する取組の具体例】

「世界遺産中城城跡プロジェクションマッピング」

三の郭外壁をスクリーンに

して、暗闇の中に色鮮やかな

色彩で光と音楽さらに組踊・

エイサー・獅子舞の演舞を

融合させたプロジェクション

マッピングを開催。

【保全に関する取組の具体例】

「中城城跡保存修理事業」

有識者で構成された「中城城跡整備委員会」で事前
に調査・整備の検討を

行い、随時指導を受け

ながら調査・修理・復

元を中城村教育委員会

が主体となり実施。

【観光面での広域連携の取組の具体例】

「わかてだを見る集い」

冬至の早朝、わかてだの日の出を世界遺産中城城
跡で迎え讃えることで、中城村・北中城村が未来永
劫に発展することを祈願する集い。

主催：中城城跡共同管理協議会

（中城村・北中城村で運営）

日時：平成26年12月21日

06：30開場

観光客の誘客とともに村民

意識の高揚と親睦による地域

活性化を図るため、コンサー

トや伝統芸能の披露、村民参

加の舞台を中心としたイベント

を開催。

「中城護佐丸まつり」

「グスクの響き！まつり」

世界遺産である中城城跡を

県内外、そして世界へＰＲし

活性化を図るため、中城村・

北中城村の青年会を中心にエ

イサーをはじめとする伝統芸

能の祭典を開催。

世界遺産名：琉球王国のグスク及び関連遺産群（中城城跡） 中城村
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世界遺産名：紀伊山地の霊場と参詣道 東紀州地域振興公社

平成16年７月に、三重・奈良・和歌山県の山岳霊場、参詣道、その周囲を取り巻く「文化的景観」
からなる「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界遺産に登録された。

三重県内には東紀州５市町(尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町）と大紀町に熊野参詣道
（伊勢路）の登録資産がある。

【課題】

・市町が中心に保全にあたっているが、道が遺産であり、距離も長いため、日々の管理は峠ごとに組織された保存会に頼らざるを得ない。

・保存活動にかかわる関係者の高齢化と後継者不足により、峠によっては十分な対応ができなくなっている。

【取組状況・取組結果】

・各峠ごとに、２０の保存団体が組織され活動をしている。

・保存会は、世界遺産エリア内外の草刈、倒木撤去、木橋の架け替えなどの作業を行っており、保存会の日々の活動に必要な経費の一部を熊野古道伊勢路

の登録資産のある東紀州５市町と三重県で構成する東紀州地域振興公社(以下「公社」）が支援している。（紀北町、熊野市では同様の支援を実施）

・保存会は、台風時の被害状況確認や対応を行うなど、来訪者の安全確保を行っている。（大規模な対応が必要な場合は、市町教育委員会を中心に対応）

・公社では後継者確保につなげるため小中学校の遠足に語り部を無償で派遣。

・熊野古道サポーターズクラブの設立。（三重県）

【課題】

・熊野古道来訪者が、峠を越えた後、駐車場や駅に戻る方法の充実

・峠ごとに歩く難易度が異なり、救助が必要になる場合もある。

・地域振興につなげるための熊野古道来訪者のまちなかへの誘導促進。

・語り部の不足。

【取組状況・取組結果】

・公社による峠間の公共交通機関の情報提供、峠によってはシャトルバス（熊野市）を運行するなど、散策者の利便性の向上に努めている。

・救助が必要な場合に場所が容易に把握できるよう、100mおきに道標を設置。(県）

・峠を越えてからのまちなか情報、食・特産品の情報発信を充実(市町、公社）

・新規語り部養成講座の開催と充実及び県・市町職員の語り部登録を促進。（公社）

馬越峠

３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要

（熊野参詣道伊勢路、七里御浜、

花の窟、熊野の鬼ケ城附獅子巖）
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【保全に関する取組の具体例】

•公社では、語り部・保存会連携会議（語り部役員、
各保存会代表、県市町観光関係課・教育委員会等で
構成）を開催して、各保存会の取組の情報交換や課
題などについて話し合いを実施し、保存活動のレベ
ルアップを図っている。

•公社の保全にかかる予算執行については、上記、連
絡会議において、使途や支援上限を決めるなど、保
存会の意向を反映している。

•企業のCSR活動として実施する熊野古道保全活動
に、公社が、資機材を提供するなどの支援を行って
いる。

•県では、熊野古道サポータズクラブを立ち上げ、保
存活動への参画につなげるため、登録者に保存活動
のスケジュールを送るなどして、少しでも多くの人
に保存活動を体験してもらう取組を行っている。

また、熊野古道のファンを増やすため、会員には、
熊野古道の情報や研修会（語り部養成研修等）案内
のメールマガジンを送付。

【観光面での活用に関する取組の具体例】

•伊勢と熊野を結ぶ熊野古道の踏破ウォークや各峠ご
とにテーマを設定したウォーキングを県や各市町で
実施。（健康ウォーク等）

•公社では、熊野古道やその周辺の魅力をインター
ネットで動画配信

•公社では、熊野古道の歴史的価値を知ってもらうた
め、首都圏などでの熊野学講座の開催や研究誌（お
くまの等）を発行。

•公社では、県の若手職員を対象に語り部研修を実施
して語り部登録を行い、積極的にテレビ出演の機会
をつくること等で、若い人に語り部への関心を高め
る取組を実施。

【観光面での広域連携の取組の具体例】

•県と５市町で構成する公社を中心に、広域的な情報
発信、語り部の養成、熊野学講座などに取り組んで
いる。

•世界遺産登録１０周年の今年は、新たに、県や５市
町、交通事業者等で実行委員会を設置して１０周年
記念事業や情報発信を実施している。

•関係３県が連携して、首都圏等で情報発信を実施し
ている。

世界遺産名：紀伊山地の霊場と参詣道 東紀州地域振興公社（熊野参詣道伊勢路、七里御浜、

花の窟、熊野の鬼ケ城附獅子巖）

－３０－



２．保全に関する課題と取組

奈良・和歌山・三重の３県にまたがり、「吉野・大峯」「高野山」「熊野三山」の
３つの霊場と「大峯奥駈道」「熊野参詣道小辺路・中辺路・大辺路・伊勢路」「高野
山町石道」の参詣道で構成されています。

【課題】

・文化的景観の保全

吉野らしい町並みや眺望景観の保全

・桜の保全

世界遺産の構成資産である桜が立ち枯れ被害に見舞われ衰退が懸念

【取組状況・取組結果】

•自治会を中心に吉野山まちづくり協議会を結成し、自主的なルール作りを進め、平成２５年にまちづくり協定を策定、街並みや眺望景観
の保全に努めている。

•地元関係団体、読売新聞大阪本社、県、吉野町で、「吉野の桜を守る会」を結成し、桜の保護育成活動に係る資金を広く募り、衰退原因
の調査研究、保護育成に努めている。

•桜に関わる団体が一同に会し「吉野山桜の学校」を設立し、今後の吉野山の桜に対する育成保全行動計画を立案、次世代への継承を行う
ために様々な事業を実施

【課題】

・入込客数の減少

旅行形態の変化や災害等の影響

・激しい繁閑の差

桜のシーズンへの集中と短い繁忙期間

【取組状況・取組結果】

・団体旅行から個人旅行への旅行形態の変化に対する対応が難しくアクセスにも課題

・紀伊半島大水害に起因する風評被害

・桜のシーズンとそれ以外の季節との繁閑の差を緩和し、年間を通じた観光需要の喚起とイベント等の実施

（金峯山寺本堂（蔵王堂）、金峯山寺仁王門、金峯山
寺銅鳥居、吉水神社書院、吉野水分神社、金峯神
社、史跡名勝吉野山、史跡大峯奥駈道）

３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要

世界遺産名：紀伊山地の霊場と参詣道 吉野町
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【保全に関する取組の具体例】

「吉野桜の学校」の取り組み

•吉野山保勝会、吉野山観光協会、吉野山桜を守る会を
はじめ、桜の保護に取り組む１０の団体が力を合わ
せ、吉野山の桜を守るため、互いに学び合おうという
願いを込めて「吉野山桜の学校」と命名。

•上空から桜の分布や生育状況を調べ、病害や育成方法
の調査研究を進め、各団体の持ち味を生かした行動計
画を策定し、桜の効果的な保護育成を図る。

•地元の子どもたちにも吉野の桜の魅力を伝え、文化の
伝承と保護保全を担う後継者の育成にも力を入れる。

【観光面での活用に関する取組の具体例】

「世界遺産登録１０周年記念事業」の実施

・世界遺産の保全の機運を高め、郷土愛の醸成と地域

の活性化をめざし、金峯山寺や観光協会をはじめと

する地元関連団体、交通事業者、

行政が連携し記念事業を実施。

・１年間にわたり記念事業を実施

することで繁閑の差を緩和する

とともに、桜の季節以外の吉野

の魅力を広く発信。

・特に紅葉が色づく１１月に、吉

野山内の寺院が所蔵する絵巻の

展示など、これまでにない行事、

イベントを集中的に実施。

【観光面での広域連携の取組の具体例】

•奈良県が推進する吉野山と高野山を結ぶ「弘法大師の
道」プロジェクトに参加し、世界遺産を軸とした広域連
携を進め、新たな観光資源の開発を行う。

•奈良県南部において世界遺産の中核的資産を持つ吉野
町、天川村、十津川村で宿泊連携協議会を組織し、世界
遺産で繋がる滞在型観光を推進するため、圏域を巡るご
朱印帳の作成やＰＲ活動を行っている。

世界遺産名：紀伊山地の霊場と参詣道 吉野町（金峯山寺本堂（蔵王堂）、金峯山寺仁王門、金峯山
寺銅鳥居、吉水神社書院、吉野水分神社、金峯神
社、史跡名勝吉野山、史跡大峯奥駈道）

－３２－



世界遺産名：紀伊山地の霊場と参詣道（熊野参詣道、大峯奥駈道） 田辺市

平成16年7月に世界遺産登録。田辺市には、霊場熊野三山の一つ熊野本宮大社とそこ
に通じる熊野参詣道（中辺路、小辺路、伊勢路、熊野川）及び大峯奥駈道があり、その
周辺の文化的景観とあわせて保存が図られています。

【課題】

・道の損傷

・景観保全

【取組状況・取組結果】

・参加者を募集して、熊野古道への土の補充、横断溝・側溝の清掃、浮き石拾い等といった道普請（※）を実施

・ふるさと応援寄付金（ふるさと納税制度）の使い途として、「蟻の熊野詣 〜世界遺産（熊野古道）関連事業〜」をメニュー化し

保全の財源としている

・景観保全条例の制定

（※）道普請（みちぶしん）とは、世界遺産の熊野古道でボランティアや企業の社会貢献活動として維持・修復（活動）を行う取組。

【課題】

・交通の２次アクセスが十分ではない

・平成23年の台風12号災害後、宿泊者数が完全に回復していない

【取組状況・取組結果】

• わかやまDCで高野・熊野アクセスバスが運行されるが、田辺市としても当該バスの利用者の増加を図るため、田辺市内（龍神、滝尻、
本宮大社前）で降車していただいた方を対象に、地域別のオリジナルグッズをプレゼントするとともに、滝尻での無料解説や本宮大社
前での平安衣装でのおもてなしを田辺市独自で実施する。

• 宿泊者数の増加を図るため、わかやまDC期間中に田辺市内に宿泊した人の中から抽選で田辺市内の特産品をプレゼントするキャンペー
ンを実施するとともに、来年１月から３月の平日に田辺市内で20人以上で宿泊する旅行商品を造成する旅行業者にたいする助成事業を
実施。

３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要
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【保全に関する取組の具体例】

•和歌山県が中心となり企業・団体等のCSR活動や

研修活動の一環として協力いただく道普請活動をプ
ログラム化し、土の補充や横断溝・側溝の清掃を
行っている。

•また県主催で、熊野古道ウォークと道普請を合わせ
た環境保全トレッキングなども県内外から参加者を
募集し行っている。田辺市でも参加者を募集し、世
界遺産センターと協力しながら、道普請を行ってい
る。

【観光面での活用に関する取組の具体例】

•田辺市内を東西に貫く熊野古道中辺路ルート（滝尻
王子～熊野本宮大社）の踏破ウォークツアーの実施

•同じく巡礼道の世界遺産を有するスペインのサン
ティアゴ・デ・コンポステーラ市との観光交流協定の
締結

【観光面での広域連携の取組の具体例】

•奈良県十津川村とは、世界遺産熊野古道小辺路で
つながっていることや両市村には豊富な温泉資源が
あることなどから、県境を越え、「聖地熊野を核とし
た癒しと蘇りの観光圏協議会」を 平成21年度から

設立し、「健心・健脚・健浴・健食」をテーマとした連
携事業を実施している。具体的には、広域観光パン
フレットの作成や、観光圏HPによる情報発信、観光
プロモーションなどを実施している。

•熊野三山協議会、熊野三山観光協会、南紀観光宣
伝協議会など、熊野三山を核として、観光パンフレッ
トの作成や、観光プロモーションなどを実施

世界遺産名：紀伊山地の霊場と参詣道（文化遺産） 田辺市
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平成16年7月、奈良・和歌山・三重にまたがる『紀伊山地の霊場と参詣道』として
世界遺産登録。かつらぎ町には、弘法大師空海による高野山開創の際に重要な役割を
果たした丹生都比売神社と、高野山に通じ一町ごとに石造五輪卒塔婆がたつ高野山町
石道が構成資産であり、周辺の文化的景観とあわせ保存と活用が図られています。

【課題】

①人的要因による資産の損壊

資産の登録時の評価に反する行為による資産の損壊

（トレイルラン、モトクロス等）

②自然的要因による資産の損壊

・風雨による洗掘

・災害による崩落 等

【課題】

広域での世界遺産登録のため、町単独での活用は

考えにくい。

【取組状況】

周辺市町を含めた広域で取り組んでいる。

・高野山町石道語り部の会との連携

・橋本・伊都広域観光協議会との連携

世界遺産名：紀伊山地の霊場と参詣道 かつらぎ町

３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要

【取組状況・取組結果】
①平成25年度、和歌山県教育委員会とともに民間主催の
大会に内容の変更を申し入れた。その結果、平成26年
度からの開催についてはコアゾーンを避けたコースを
設定していただいた。

②平成23年の台風12号による路肩崩落に対し、同年度に
復旧工事を行った。洗掘については、進入が容易な箇
所について、和歌山県主催の道普請イベント（洗掘部
分に土を入れたり、溝にたまった土を除去するイベン
ト）の実施に協力している。①による負荷について
は、現状では対策がない。

（丹生都比売神社、高野山町石道）
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【保全に関する取組の具体例】

・橋本・伊都広域観光協議会によるポスターの作
成やメディア訪問などで、世界遺産の宣伝活動
を実施しています。

【観光面での活用に関する取組の具体例】

・パンフレット
「高野山町石道をたずねて」の作成。

【観光面での広域連携の取組の具体例】

◎参詣道保全活動（道普請ウォーク）
道普請とは、和歌山県が主催し、実施場所の市

町村が協力して実施される、世界遺産に登録され
た県内の参詣道（高野山町石道・熊野参詣道）の
ボランティアによる補修のことです。

参加団体を募集し、道を歩いてもらい、洗掘箇
所の土入れ・溝掃除を行っていただきます。平成
25年度は、管内では158町石付近で3回実施しまし
た。

世界遺産名：紀伊山地の霊場と参詣道 かつらぎ町（丹生都比売神社、高野山町石道）

－３６－



紀伊山地には、修験道の「吉野･大峯」、神仏習合の「熊野三山」、密教の
「高野山」というように、それぞれの起源や内容を異にする三つの「山岳霊場」
と、そこに至る「参詣道」が生まれ、都をはじめ全国から訪れる所となって、日
本の宗教･文化の発展と交流に大きな影響を及ぼしました。また、世界でも類例
のない資産として価値の高いものといえます。那智勝浦町では、熊野古道、熊野
那智大社、那智山青岸渡寺、補陀洛山寺、那智大滝、那智原始林が世界遺産に登
録されています。

【課題】
・保全に関する基礎知識の普及と啓発
・災害の多い地域であり、自然災害による資産の損壊が多いこと

【取組状況・取組結果】
・小･中学校における教育啓発
・「和歌山県世界遺産協議会」「和歌山県世界遺産熊野地域協議会」を作り、市町が情報交換をしながら保全に取り組ん
でいる。特に、熊野地域協議会では啓発物資を作ったり研修会を開くなどして、保全に取り組んでいる。また、研修会
を行い基礎知識の普及を図っている。

【課題】
・携帯電話の圏外地域での対応
・トイレの整備と管理
・看板の乱立

【取組状況・取組結果】
・衛星電話の設置
・トイレの整備と定期的な清掃管理をしているが十分に対応できていない。
・行政が取り組む看板などサインの統一を図る。

世界遺産名：紀伊山地の霊場と参詣道 那智勝浦町

３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要

（熊野古道、熊野那智大社、那智山青岸渡寺、
補陀洛山寺、那智大滝、那智原始林）
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世界遺産名：紀伊山地の霊場と参詣道 那智勝浦町

【保全に関する取組の具体例】

※ ふるさと学習
世界遺産のお膝元にある町立市野々小学

校では、５，６年生で世界遺産学習を行
い、保全と活用を学んでいます。子ども
達が身近にある世界遺産を学び、意識す
ることを続けていくことで、次の世代に
おける幾世代も先へこの遺産を継承して
いくという意識が芽生えます。

【観光面での活用に関する取組の具体例】

※ ふるさと学習

町立勝浦小学校では５，６年生が駅に出てお客
様を出迎え、おもてなしマップを作って世界遺産
の町をＰＲしています。子ども達が自分たちで考
えてメニューを作り、実行しています。

【観光面での広域連携の取組の具体例】

※熊野三山観光協会事業
世界遺産登録の時期から、この地域には観光ガ

イドが増えてきました。「道」が世界遺産になっ
ているこの地域では、ガイドは自分たちの町のこ
とを知っているだけでは務まりません。道を通し
て、隣の町、またその隣町と連携を図りながら、
知識を増やし、ガイドに取り組んでくれていま
す。

また、マップ作りなどを広域で取り組むことか
ら、単独でやるよりも効率よくＰＲができます。

学習成果発表の様子H26.8.21国連大学

（熊野古道、熊野那智大社、那智山青岸渡寺、
補陀洛山寺、那智大滝、那智原始林）
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世界遺産名：石見銀山遺跡とその文化的景観 大田市

【課題】

・社寺と民家の維持・保全

・見学道沿いの落石対策

・荒廃した山林の管理

・港湾集落の維持と定住

【課題】

・車両制限と利便性の両立

・入り込み客急増に伴うバスの振動や騒音

・おだやかさとにぎわいの両立

１．世界遺産の概要

２．保全に関する課題と取組

３．観光面での活用に関する課題と取組

「銀鉱山跡と鉱山町」は、16世紀から20世紀にかけて採掘から製錬
まで行われた鉱山跡を中心として、銀の生産及びこれに関連する生
業に携わった人々の居住地区、これらを軍事的に守った周囲の山城
跡から成ります。
「街道」は、銀鉱山と港との間を結び、銀鉱石及び銀をはじめ諸物資を輸
送した2本の運搬路から成ります。
「港と港町」は、銀鉱石及び銀を積み出し、銀山で必要とされる諸物資を
搬入した港湾とその関連施設、搬出入に関わった人々の居住地区から
成っています。

【取組状況・取組結果】

・「石見銀山基金」から補助残を助成

・防災事業等の併用による落石対策工事

・職制管理計画づくりとパトロール

・港湾集落マスタープランと助成のしくみづくり

【取組状況・取組結果】

・「パークアンドライド」さらに「パークアンドウォーク」

（歩く観光）へ

・遺産域内を走るバス路線を廃止し、「歩く」、「自転車」へ

・ガイドツアーなどガイドの充実
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【保全に関する取組の具体例】 【観光面での活用に関する取組の具体例】

落石対策

山林の管理

民家の維持と保全

世界遺産センターとバス停

遺産から約２キロ離れた場所にガイダンス・駐車場として
石見銀山世界遺産センターを整備。この場所から路線バ
スに乗車して遺産域内へ向かうシステムとした。

ガイドツアー

世界遺産名：石見銀山遺跡とその文化的景観 大田市
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世界遺産名：平泉の文化遺産 平泉町

国宝「中尊寺金色堂」や特別名勝「毛越寺庭園」をはじめとする５資産で
構成されている。これらの寺院跡や庭園から、かつて平泉で展開された仏教
的な平和主義や平等主義の理想を今に伝えている。

【課題】

①屋外広告物等の看板等の規制について

②世界遺産と住民生活の共存について

【取組状況・取組結果】

①景観に配慮し、周囲と調和したものとなるよう規制・誘導に努めている。全国規模で展開している企業の看板

や店舗についても、条例に沿った落ち着いた色彩で統一している

②構成資産が市街地にすべて位置していることから、工作物等の建設が計画されるが、建設時には、事業者と立

地場所の検討、修景など景観に配慮した方策を検討している。

【課題】

①教育旅行の放射能汚染に係る風評被害について

②広域観光体制の充実について

【取組状況・取組結果】

①震災から３年が経過し、教育旅行が一部戻りつつあるものの、依然として減少したままである。東北地方や北

海道などに積極的に誘致活動を展開している。

②「平泉」を活かした周辺市町村との周遊型観光を推進している。

３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要

－４１－
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【保全に関する取組の具体例】

≪景観の保全・整備≫

・景観保全点検事業

（景観保全が推進されているか恒常的に見廻 り点検を行う）

・景観阻害要因除去事業

（町内業者と連携し、違反広告物等を除去する場合に支援し、景

観阻害要因を除去する）

・住宅リフォーム助成事業

（町内業者と連携して、リフォームする場合に支援し、その際外

壁等の色についても指導を行い、違反建築物等を減少させる）

・景観建築推進事業

（改築又は新築された建築物に対し、特に景観形成に寄与してい

ると認められたものを表彰する。）

☆２枚目☆

写真等を可能な範囲で載せて
下さい。

【観光面での活用に関する取組の具体例】

①世界遺産登録３周年記念関連イベント関連

・３周年記念フォーラム

・特別企画展（パネル展等）

・情報発信（都庁でのパネル展）

・企画展（平安時代の模型展示,衣装の試着）

②県条例「平泉世界遺産の日」の制定

・6月29日…世界遺産一覧表に記載された日）

・「平泉の文化遺産」を活用し、地域振興を図ることを目的に制定

【観光面での広域連携の取組の具体例】

①平泉観光を生かした被災地支援

（被災地支援バスツアー、ツアーの商品造成）

②広域観光ルートの形成

③イベントの開催

（平泉福興祭、世界遺産劇場、世界遺産祭）

世界遺産名：平泉の文化遺産

← 世界遺産劇場
（観自在王院跡）

平泉町
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富士山は日本最高峰として古くから信仰の対象になってきました。浮世絵など芸術作
品の題材として多く採用され、国内だけでなく、西洋の芸術思想にも影響を与えてきた
点が評価された。また、名山としての景観と25の構成資産は神聖で霊感を与える富士山
の景観の本質を反映しています。

【取組】

・富士山信仰調査研究、普及啓発事業

・本栖湖西岸クリーン大作戦

・PR名刺・年賀状販売事業

【取組状況】

・町内調査研究団体と連携し、富士山信仰に関わる史跡・神社・古文

書等の調査研究並びに世界文化遺産に係る講演会を開催。

・平成25年度で24回を数える本栖湖西岸のクリーン活動は、参加２２

団体から１００名を超える参加者が本栖湖の自然保護の為に行って

いる。

・名刺や年賀状に１000円札の図案となった富士山を印刷し、身延町

や本栖湖をPRしていく。

【取組】

・観光誘客促進事業

【課題】
・身延町の認知度が低い。
・観光客のマナーが悪い。
・駐車場の確保
・登山道の整備と維持管理

【取組状況】

・富士山の世界文化遺産登録以降、本栖湖を訪れる観光客も増加傾向

にあり、ここへの来訪者を「下部温泉・身延山」へ誘客するため中

之倉(山梨県東部建設事務所管理ミニパーク)地内に観光案内所を設置。

・やまなし観光推進機構や身延線沿線観光振興協議会等と連携して

観光キャンペーンをする中で「世界文化遺産富士山・本栖湖」を

PRしていく。

七面山からの富士

世界遺産名：富士山-信仰の対象と芸術の源泉（本栖湖） 身延町

３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要

奥之院からの
ダイヤモンド富士
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【保全に関する取組の具体例】

今年で25回を数える｢本栖湖西岸クリーン大作戦｣
は、参加22団体で100名以上の方々が、世界文化遺産
構成遺産（本栖湖西岸）の美化活動を行っており、
年々参加団体は増加傾向にあります。この事業を通
じて身延町には、まだまだ他町に誇れる自然環境や
希少な動植物が生息している事を再確認していただ
くと共に、環境保全や希少動植物の保護活動のきっ
かけとなる事を願っている。

【観光面での活用に関する取組の具体例】

世界文化遺産に登録されてから、富士山のビュー
ポイントへの登山客が増加傾向にあるため、登山道
整備を行う。（毛無山、中之倉峠・パノラマ台、
竜ヶ岳・端足峠、熊森山・雪見岳）

【観光面での広域連携の取組の具体例】

平成25年6月に富士山が世界文化遺産に登録され、
本町では「本栖湖」が構成資産として登録された。
登録以降、本栖湖を訪れる観光客も増加傾向にあ
り、この来訪者を「下部温泉・身延山」へ誘客する
ため本栖湖畔富士山のビューポイント（中之倉の山
梨県東部建設事務所管理ミニパーク地内）に観光案
内所を設置（案内所は通年開設とし、固定的な施設
ではなく、当面観光客の動向、形態を把握すること
も含めて仮設として設置）した。
施設内には民間事業者を含めた町内の様々なパン

フレットを備付け、町内施設で利用できるクーポン
券を発行し、町内での利用状況をモニタリングも併
せて実施する。

世界遺産名：富士山-信仰の対象と芸術の源泉（本栖湖） 身延町
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世界遺産名：富士山-信仰の対象と芸術の源泉 富士河口湖町

【課題】

・富士山（山体と山麓の全ての構成資産を含む範囲）は全体として聖なる場所であり、芸術活動の源泉であるが、現状ではその一体性が明確に示さ

れていない。

・富士山全体の景観の神聖さ・美しさを阻害する要因がある。

・情報提供が断片的であり、明快さに欠ける。

【取組状況・取組結果】

・巡礼路の描出-かつて使用されていた巡礼路を特定・推定をするとともに、それらの巡礼路の認識・理解を促進

・来訪者管理戦略-国立公園における適正収容力の研究

・登山道等の総合的な保全手法-富士山の「神聖さ・美しさ」という特質の維持のため、総合的な保全管理の構築

・情報提供戦略-構成資産間の関係性・つながりを明確にし、来訪者の認知・理解の促進を図る。

・危機管理戦略-噴火や火災等の災害から来訪者や住民の生命及び財産を保護するとともに、富士山の顕著な普遍的価値を示す構成資産を保護する。

・開発の制御-各項目について、県、各市町村、協議会等で取り組み

【課題】

・世界遺産にふさわしい景観形成

・外国人にとって分かりやすい案内表記

【取組状況・取組結果】

・官民協働の湖ごとの「明日の富士五湖創造会議」において、河川法の特例を活用した自主ルールを確立し、世界遺産にふさわしい景観形成に

努めている。

・大規模太陽光発電設備設置について、太陽光電池モジュールの合計面積が1,000㎡を超えるものについては抑止のお願い

・「一万人の清掃活動」と題し、町内全域において、町民、NPO、大学生などが一斉に清掃活動を実施

富士山に対する宗教的崇拝の証拠を形成し、西洋美術に影響を与えた芸術家によっ
て描かれた美しさを反映した25の構成資産がある。富士山域（吉田口登山道・西湖・
精進湖・本栖湖）、河口浅間神社、冨士御室浅間神社、河口湖、船津胎内樹型

３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要

（富士山域、河口浅間神社、冨士御室

浅間神社、河口湖、船津胎内樹型）
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【保全に関する取組の具体例】

・「明日の富士五湖創造会議」による世界遺産に

ふさわしい景観形成

官民協働による本会議において、世界遺

産にふさわしい湖の利用と保全について

協議し、必要に応じ河川法の特例を活用

した自主ルールを構築。船舶の総量、色

彩、桟橋の長さなどが決められている。

景観形成にあたっては、県と町がそれぞ

れ事業費の2/5を補助。町内4つの湖の

うち、2つの湖でルールが構築され、遵

守体制も整えられている。

【観光面での活用に関する取組の具体例】

・世界遺産登録を機に、毎年開催していたフルマ
ラソン大会を「富士山マラソン」に改名。世界
遺産の町を走れる事をPRし、ランナーを募集。
国内外から参加の約16,000人のランナーが紅葉
美しい河口湖、西湖を、ゴールを目指し快走。

・毎年、西湖畔で開催している冬の祭典「樹氷ま
つり」で富士山をイメージした樹氷を制作。

【観光面での広域連携の取組の具体例】

・各所管の国交省が事務局となり、静岡山梨両県
の調整を図りながら、それぞれの県において
県、市町村とNPOなどで構成する「ぐるり富士
山風景街道」連絡会議を開催するなかで、富士
山の眺望ポイントを

紹介するルートを構築

し、ＨＰで紹介。

世界遺産名：富士山-信仰の対象と芸術の源泉 富士河口湖町
（富士山域、河口浅間神社、冨士御室

浅間神社、河口湖、船津胎内樹型）
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１．世界遺産の概要

２．保全に関する課題と取組

３．観光面での活用に関する課題と取組

【取組状況・取組結果】

・富士宮市の構成資産は富士山山域（大宮・村山口登山道、山頂信仰遺跡含む）、富士山本宮
浅間大社、村山浅間神社、山宮浅間神社、人穴富士講遺跡、白糸の滝の６構成資産を保有して
いる。整備計画を策定し世界遺産にふさわしい整備をしている。

・保全状況報告書を提出するにあたり、指摘・勧告を十分に尊重し富士山文化遺産協議会（静
岡県７市３町：山梨県１市３町３村）は課題の解決・改善に向けて「世界遺産富士山ヴィジョン」
を作成中である。

・山梨県側は富士河口湖町に静岡県側は富士宮市に世界遺産センター建設を決定した。（平成
２８年度完成）

【取組状況・取組結果】

・富士山文化遺産協議会における「世界遺産富士山ヴィジョン」作成の中で議論し、保存と観光との調
整について示していく。

・構成資産の環境整備を進め、今後建設される世界遺産センターその価値を周知するとともに、広域で
のネットワークを結びつける仕組みづくりをしていく。

【課題】

・世界遺産委員会から保全に関する課題の解
決・改善に向けた指摘・勧告が行われた。そ
れを踏まえ２０１６年２月１日までにユネス
コ世界遺産センターに保全状況報告書を提出
する。

・世界文化遺産としての価値をどのように伝
えるか

世界遺産名：富士山-信仰の対象と芸術の源泉

神聖で荘厳な姿の富士山は、山域から山頂への登拝及び山麓の霊地への巡礼を通じて、富士山
を居処とする神仏の霊力を獲得し、自らの擬死再生を求めるという独特の性質を持つ富士山信仰
を育み、また、海外の芸術家にも影響を与えた浮世絵など、多くの芸術作品に取り上げられてきま
した。この信仰の対象・芸術の源泉である富士山は、世界でも高く評価され、第37回世界遺産委
員会において世界遺産（文化遺産）に登録されました。（平成25年6月）

（富士山山域、富士山本宮浅間大社、村山浅間神社、山宮浅間神社、人穴富士講遺跡、白糸の滝）

富士宮市

【課題】

・富士山及び２５の構成資産の保存と観
光客のコントロールをどのように調整し
ていくか。

※特に富士登山については適正人数がど
のレベルであるのか調査研究が必要。

・知名度の低い構成資産に訪れる観光客
が少ない。
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【保全に関する取組の具体例】

○大規模な太陽光発電設備等の設置に関する取扱い

世界遺産名：富士山-信仰の対象と芸術の源泉

（富士山山域、富士山本宮浅間大社、村山浅間神社、山宮浅間神社、人穴富士講遺跡、白糸の滝）

富士宮市

環境省が国立公園区域の範囲 富士宮市の抑止地域の範囲

【取組の内容】
・世界文化遺産としてふ
さわしい富士山の景観や
眺望を後世に引き継ぐ重
要な責務を負っている。

このため、朝霧高原や
構成資産周辺の景観を保
全するため、大規模太陽
光発電設備等の抑止地域
を設定した。抑止地域
は、国立公園区域で、補
えない範囲を含み、市独
自の取り扱いとして設定
した。

【広域取組の内容】
・富士山周辺の静岡山梨
の11市町村で連携し、国
に対して、大規模な太陽
光発電設備等の設置につ
いて、地元自治体の同意
を得ることを義務付ける
などの対策を講じるよう
要望書を提出した。
このような景観保全の

動きは、世界遺産富士山
だけでなく、全国各地に
あり、国も最近では国立
公園区域の保全に動き出
そうとしている。
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【観光面での活用に関する取組の具体例】

世界遺産富士山の構成資産でもある名勝及び天然記念物白糸ノ滝を保全活用のため

「白糸の滝整備基本計画」に基づき整備した。

世界遺産名：富士山-信仰の対象と芸術の源泉

（富士山山域、富士山本宮浅間大社、村山浅間神社、山宮浅間神社、人穴富士講遺跡、白糸の滝）

富士宮市

【観光面での活用に関
する取組の具体例】

滝壺の整備を主とした
第１期の整備後に整備
前と整備後では約３倍
なる観光客が訪れた。
滝壺内も展望場所も増
えたことから混雑せず
スムーズな見学となっ
ている。景観面の評価
は上がっている。

【観光面での広域連携
の取組の具体例】

・当市に建設される世
界遺産センターを中心
に富士山と関係する市
町と一緒に他の構成遺
産を巡るルートをつく
り、多くの来訪者を招
くようにしていく。

整備前の白糸の滝周辺 整備後の白糸の滝周辺

－４９－



【観光面での活用に関する取組の具体例】

世界遺産富士山の構成資産でもある史跡富士山の保全活用のため「史跡富士山整備基本計画」に基づき整備しているところです。まず先にト
イレ及び案内所を整備した。現在、史跡内の文化財整備を実施している。※白糸の滝もトイレ整備を完了している

世界遺産名：富士山-信仰の対象と芸術の源泉

（富士山山域、富士山本宮浅間大社、村山浅間神社、山宮浅間神社、人穴富士講遺跡、白糸の滝）

富士宮市

整備前トイレ及び案内所 整備後トイレ及び案内所

※案内所の内部 一例

（白糸の滝）

（山宮浅間神社）

（人穴富士講遺跡）

（村山浅間神社）

整備前トイレ及び案内所 整備後トイレ及び案内所
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富士市

平成25年6月に世界遺産に登録。信仰の対象と芸術の源泉という価値を構成する

富士山域を含む25の資産を、世界遺産として後世に引き継ぐため、自然環境や景観

などの保全を図っていく。

【課題】

・富士山の景観及び山麓の自然環境の保全

【取組状況・取組結果】

１ 富士市景観計画に基づく取組

①富士市煙突撤去モデル事業

・不要な煙突を撤去し、富士山の景観向上に努める。

・平成14年度～25年度 38本撤去

②工業地・工場施設の景観形成

・工場施設の色彩誘導など、良好な景観形成

【課題】

・富士山の南の玄関口である富士市の知名度ＵＰ

・富士山周辺自治体の中で、唯一海に面している特長を活かし、海抜0ｍから山頂を目指す観光ルートの開拓

【取組状況・取組結果】

・道の駅富士川楽座（東名高速道路SAと併設）への富士山情報発信ステーションの設置（静岡県との共同事業）

・facebook「ふじ氏」などのSNSや、高速バス（車体へのラッピング）を活用した富士市のPR

・海からの登山ルート「ルート3776」整備のための調査を開始。来年夏までにルート公表する予定

・市内に存在する、富士山信仰に関係の深い文化財等の整備、保存、活用

・「富士山カンパイ」

※ビールの泡を山頂の雪に見立て、両手で稜線を描くように富士山を形作り、乾杯するスタイル

世界遺産名：富士山-信仰の対象と芸術の源泉（富士山域）

３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要

２ 山麓の自然環境保全の取組

①富士・愛鷹山麓地域環境管理計画に基づき、自然環境を保全

②富士山麓への大規模太陽光発電設備設置の抑制

⇒山梨県側とも連携し、国関係機関への要望活動を実施

富士市 駿河湾と富士山
【航空写真】
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【保全に関する取組の具体例】

◆不要となった煙突の撤去例

【観光などに関する取組の具体例】

【観光面での広域連携の取組】

静岡県側富士山周辺市町（４市３町）による取組

・合同観光キャンペーン（首都圏・中京圏など）

・富士山写真展

・スマートフォンアプリケーション「ふらっと案内」を

活用した、各市町の観光情報の発信 など

市民による「富士山カンパイ」
H26.6.22登録1周年記念イベントにて

富士市内－東京駅間高速バス

世界遺産名：富士山-信仰の対象と芸術の源泉（富士山域） 富士市
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御殿場市

日本の最高峰である富士山は、「信仰の対象」「芸術の源泉」として価値が評価され、
平成２５年６月に世界遺産に登録されました。富士山の山体そのもの（富士山山域）を中
心に、山麓の神社や溶岩洞窟、湖沼など２５の構成資産からなる世界文化遺産です。御殿
場市域に所在する構成資産は、概ね標高１，５００ｍから山頂直下までの富士山山域と旧
須山口登山道（現在の御殿場口登山道、須山口下山歩道）です。

【課題】

・山内の実態把握

・登山者のマナー向上

・他の登山口と比較して標高差が大きく

行程が長いという、御殿場口登山道の特徴

・世界遺産を抱える街としての市民意識の向上

【取組状況・取組結果】

・御殿場市は、世界文化遺産富士山の価値を国指定文化財として担保している「史跡富士山」の管理団
体となっている自治体の１つであり、静岡山梨両県と環富士山の市町村、国関係機関によって組織さ
れる富士山世界文化遺産協議会の一員である。協議会の下に設置された作業部会については、担当課
である企画課、社会教育課が出席し、県や他市町との意見交換や情報共有を行っている。

・商工観光課、社会教育課合同で登下山道等の山内パトロール

・県庁関係課（富士山世界遺産課、文化財保護課、自然保護課）と環境省、市文化財所管課合同の山小
屋現況調査の実施

・御殿場口新５合目に設置したトレイルステーション（商工観光課所管）における情報発信、マナー向
上や安全な登山を行うための啓発

・世界遺産登録以前からの歴史を持つ、富士山をいつまでも美しくする会による富士山一斉清掃実施

・世界遺産登録以前からの歴史を持つ、富士山豆博士事業の実施

・世界文化遺産富士山について、多くの市民に知ってもらい知識を深めるための活動をする市民団体の
支援

【課題】

・登山口が４つある中で、御殿場口は他の登山口よりも

標高が低く、登山道の距離も長いため、利用する人が

富士登山者全体の約５％。新五合目にはトイレと売店

１件のみ。

【取組状況・取組結果】

・登山口である御殿場口新五合目に、開山期間中の２カ月間、「マウントフジトレイルステーション」
を開設。御殿場ならではの富士山の魅力を生かしたスポーツツーリズム等による観光誘客と、登山客
及び観光客へのおもてなしを充実させ、富士山麓エリアでの新たな観光施策を展開。

・山頂を目指す登山が厳しいため、下山道の大砂走りや、宝永山・双子山へのプチ登山、富士山自然休
養林ハイキングコースなど、「山頂だけがゴールじゃない」富士山の楽しみ方を提案。

３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要

世界遺産名：富士山-信仰の対象と芸術の源泉（富士山山域、旧須山口登山道）
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【保全に関する取組の具体例】

① 従前は夏山シーズン前に県土木事務所と商工観光課が
行っていた登下山道の残雪調査に社会教育課も同
行。また、下山道・ハイキングコースのパトロール
を商工観光課と社会教育課が共同で実施。文化財
（史跡・特別名勝）としての富士山の保全と、観光
資源としての富士山の節度ある活用について、共に
現地を確認しながら情報を共有。

【観光面での活用に関する取組の具体例】

・マウントフジトレイルステーションの開設

→ 登山やハイキングの「安全啓発」、富士山の自然の
「環境保全」、子どもたちや学生たちへの「教育活
動」、御殿場観光の「情報発信」の４つを柱とし
て、交流・休憩のためのコミュニケーションスペー
ス。

② 世界文化遺産富士山の保全や研究を目的とする市民
団体が、市民協働型まちづくり事業を活用して実施
しているパンフレット作成を社会教育課が支援（創
刊号作成中）。

御殿場市世界遺産名：富士山-信仰の対象と芸術の源泉（富士山山域、旧須山口登山道）
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３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要

平成25年6月に世界文化遺産として世界遺産登録。小山町に
は、富士山体の構成要素である須走口登山道と構成資産である、
その起点の冨士浅間神社が登録されています。毎年8月には、地
元住民と町内企業による富士山一斉清掃を実施しています。

【課題】

・温室効果ガス排出量の削減

・屋外排泄物への対応

【取組状況・取組結果】

・五合目までのマイカー規制の実施、規制日数の拡大

※7月12日～9月1日（37日間）→ 7月11日～9月7日（40日間）

・五合目施設の電化

・須走口五合目公衆トイレの２４時間開場（開山期間の7/10～9/10）

・富士登山パンフレット等での啓発活動

【課題】

・五合目駐車場収容能力の不足

・マイカー規制日数の増加に

よる登山者数の減少

・ガイダンス機能の強化

【取組状況・取組結果】

・駐車場の再整備及びガイダンスや安全対策などの機能を集約した

便益施設の整備の計画

・マイカー規制実施日について検討

・観光協会による世界遺産ガイドの育成

富士山-信仰の対象と芸術の源泉（須走口五合目、冨士浅間神社） 小山町
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【保全に関する取組の具体例】

・須走口五合目の電化

CO2の排出量の削減及び自家発電機の騒音をなく

すため、須走口五合目を電化

・既設駐車場の整備

【観光面での活用に関する取組の具体例】

・公衆トイレ便器数の増設等の改修工事

・須走口五合目の電化

・多言語パンフレットの作成

【観光面での広域連携の取組の具体例】

・近隣市町（御殿場市・裾野市・小山町の２市１
町）による観光キャンペーンの実施

・近隣市町（御殿場市・裾野市・小山町の２市１
町）による富士山世界遺産まつりの実施

・広域市町等による海外誘客キャンペーンの実施

富士山-信仰の対象と芸術の源泉（須走口五合目、冨士浅間神社） 小山町

観光案内所、公衆トイレ、民間の山小屋２件整備
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３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要

・世界の絹産業の発展、絹の大衆化をもたらした「技術交流」と「技術革新」

・フランスの技術を導入した日本初の本格的製糸工場、構成資産が連携し良質な繭を開発・普及

【課題】

・保存管理と整備活用

【取組状況・取組結果】

・片倉工業㈱から譲渡、市による管理・公開（平成17年10月～）

・保存管理計画（平成20年）、整備活用計画（平成24年）策定

・製糸工程の動態展示

現存する製糸機械を再生し、ものづくりの場を再現する。

・見学範囲の拡大

生産工程を辿る見学ルートを整備し、来場者の理解の向上を図る。

・建造物の活用公開

社宅を体験学習活動の場、ボランティアの活動拠点として利用。

・便益施設の整備

高齢者や子育て世代のための使いやすく清潔なトイレや休憩施設

【課題】

①来場者の急増に対応した受入れ体制の整備

②富岡製糸場の周辺整備

③産業・観光振興

④地域活性化・人材育成

【取組状況・取組結果】

①314,516人（平成25年度）→704,215人（今年度9月末現在）

②まちなかに点在する歴史的建造物の活用など

③富岡シルクのブランド化、絹産業の維持存続など

④地域リーダーの育成、株式会社まちづくり富岡の発足など

世界遺産名：富岡製糸場と絹産業遺産群（富岡製糸場） 富岡市
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富岡市

【保全に関する取組の具体例】 【観光面での活用に関する取組の具体例】

「ぐんまシルクロードの旅」の実施

富岡製糸場と養蚕農家、

碓氷製糸工場をめぐるツアー

催行日／５月～９月のカイコ飼育期間

旅行造成／

群馬県旅行業センター

企画協力／株式会社全旅

【観光面での広域連携の取組の具体例】

○構成資産所在市町（伊勢崎市、藤岡市、下仁田
町）との連携

○富岡市・安中市・軽井沢町（2市1町）観光連携

・シャトルバスの運行

○長野県岡谷市（姉妹都市）、埼玉県深谷市（友
好都市）との連携

・ガイダンス施設での岡谷紹介コーナーの設置

・パンフレット

「富岡製糸場と深谷の偉人たち」の共同発行

西繭倉庫の保存修理工事

・修理方針

屋根葺替、部分修理、塗装替、耐震補強

・事業期間

平成２６年９月～平成３２年３月

世界遺産名：富岡製糸場と絹産業遺産群（富岡製糸場）
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世界遺産名：富岡製糸場と絹産業遺産群（田島弥平旧宅） 伊勢崎市

「田島弥平旧宅」は、屋根の上に換気システムとしての

やぐらを有する近代養蚕農家の原型です。

【課題】

（１）史跡内の建造物の老朽化

（２）個人所有のため、活用管理全ての面において協議が必要である

【取組状況・取組結果】

（１）平成25年度に調査整備委員会を設置し、修理方法及び整備活用計画の検討を行っている

（２）所有者と密に連絡をとり、文化財保護への理解を得るための説明を行っている

【課題】

（１）地元住民及び来訪者の安全な環境を確保する

（２）来訪者に対して、世界遺産としての価値を伝える

（３）大量の来訪者の受け入れに備える必要がある

（４）来訪者の交通アクセスの向上を図る必要がある

【取組状況・取組結果】

（１）市職員及び警備員を配置し、来訪者の安全確保を行っている

（２）案内所の解説ガイドを増員し、定時ガイドを行っている

（３）案内標識の充実、駐車場の整備などの周辺環境整備を行っている

（４）市内の最寄り駅と駐車場を結ぶ「境島村観光シャトルバス」を運行している

３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要
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世界遺産名：富岡製糸場と絹産業遺産群（田島弥平旧宅） 伊勢崎市

【保全に関する取組の具体例】 【観光面での活用に関する取組の具体例】

【観光面での広域連携の取組の具体例】

・「富岡製糸場と絹産業遺産群」の関連資産を
有する埼玉県本庄市及び深谷市と連携し、パン
フレット、マップ、モデルコース、総合案内板
の作成等を行っている。

▲境島村まちづくり推進会議

・地元区長や団体役員で
構成された「境島村ま
ちづくり推進会議」を
設置し、田島弥平旧宅
を活用したまちづくり
の検討を行っている。

・今年度は、「境島村ま
ちづくりビジョン」を
策定する予定です。

・群馬県伊勢崎行政県税
事務所が事務局となり、
伊勢崎市、本庄市及び
深谷市の三市が連携し
て、交通アクセスや道
路案内標識の検討など
を行っている。 ▲三市の連携会議

▲種蔵

▲別荘（北側）

・建築から約150年を経
た老朽化と平成26年2
月の大雪被害のため、
付属屋の別荘と種蔵に
ついて応急修繕を行っ
ている。

・建物内部の見学は、整
備実施等の条件が整う
まで制限している（見
学可能範囲は、庭まで
としている）。

▲別荘（南側）
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３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要

高山社跡は養蚕教育機関高山社の創始者高山長五郎が、全国標準養蚕飼育法「清温育」を編み

出し、多くの生徒、社員を育てて養蚕指導員として派遣を行い、養蚕技術の普及に努めまし
た。

【課題】

・建築物の老朽化に伴い、保存修理が必要

・高山社の歴史の掘り下げと地域に残る

絹文化を継承による世界遺産の保全に

向けたソフト的取り組み

【取組状況・取組結果】

・母屋兼蚕室と附属建屋の保存修理工事を

進めている

耐震補強についても外観や内観に配慮

している

・小中学校対象に「高山社学」を実施

【課題】

・公共交通利用者の利便性向上

・案内看板を市内各所に設置しているが、

それに気付かず通り過ぎてしまう見学者

が少なくない

・他資産との距離があるため、1日で全資産

を見学するのは困難

【取組状況・取組結果】

・路線バスの停留所に高山社跡を加え、広

域バスの乗り入れを実施し、電車利用見

学者にも対応。

・案内看板を増設し、誘導情報を充実化

・Wi-Fi環境整備やスマートホン対応他言語

ガイドを構築中で、その一環として観光

情報の提供を準備中

世界遺産名：富岡製糸場と絹産業遺産群（高山社跡） 藤岡市
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【保全に関する取組の具体例】

○高山社跡の建物の保存修復予定

平成26年度より付属建物の保存修復を開始平成
28年度より母屋兼蚕室の保存修復に着手予定。
母屋の蚕室は養蚕飼育法「清温育」に適した構造
であり、換気の

工夫のため強度

的な不安がある。

２階の見学につ

いては人数制限

を実施しており、

カメラを設置して２階の様子を１階でも見られる
ようにしている。

・小中学校で「高山社学」を実施。

民間団体「高山社を考える会」による高山社の
歴史の掘り下げと

講演会等普及事業

実施。

【観光面での活用に関する取組の具体例】

○JR八高線群馬藤岡駅から観光タクシーを運行。

○高山社跡の他、市内観光を含む４コースを設
定。

○JR高崎線新町駅からの路線バスに高山社跡経由

便が運航された。

【観光面での広域連携の取組の具体例】

他の３資産のほか、高山社と関連深い競進社模
範蚕室を管理する埼玉県本庄市、神川町など周辺
自治体との連携を行っている。

世界遺産名：富岡製糸場と絹産業遺産群（高山社跡） 藤岡市
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世界自然遺産

World natural heritage



３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要

【課題】

○山岳部におけるし尿対策

○利用施設の維持管理財源の確保

○登山口の混雑

○登山マナーの低下

世界遺産名：屋久島 屋久島町

屋久島は北緯30度付近では稀な高山を含む島嶼生態系を有し、海岸部の暖温帯から冷
温帯に及ぶ多様な植生の垂直分布が顕著に見られ、多くの固有種や希少種、南限種等を
含む1,900種以上の植物が分布する。また、樹齢3,000年におよぶスギを含む原生的な天
然林が織りなす景観など優れた自然美を有している。屋久島の21％にあたる10,747haが
平成５年（1993年）12月に白神山地とともに日本で最初の世界自然遺産に登録された。

【課題】

○ヤクシカの食害の影響

○踏圧による裸地化の進行

【取組状況・取組結果】

○2008年から避難小屋に付帯するトイレのし尿処理は、現地埋設から人力による里地への搬出
に変更するとともに、携帯トイレの利用を推進している。

○し尿の搬出経費の他、広く環境保全を図るため、１口500円の屋久島山岳部保全募金の協力
を呼びかけている。しかし、十分に確保できないため、入島税など強制力のある徴収方法等
を検討している。

○2010年から、毎年３月～11月に縄文杉登山のアクセス道路である町道荒川線の通行規制を行
い、規制区間は登山バスを運行している。

○個人ガイド等にお願いし、利用者に対してマナーを徹底するよう働きかけを行っている。

【取組状況・取組結果】

○ヤクシカの個体数管理

関係行政機関が連携し、生息頭数や密度等のモニタリングと効果的な捕獲方法を検討してい
る。

○縄文杉に向かうルートの利用の適正化

1日あたりの利用数の規制を検討したが、観光産業へ影響が懸念され、実施に至っていない。
マイカーの乗り入れ規制やマナーブックの配布などで利用ルールの定着を目指している。
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屋久島山岳部保全募金

実施主体：屋久島山岳部利用対策協議会

2008年から避難小屋に付帯するトイレのし尿処理は、
周辺の衛生と生態系に配慮し、現地での埋設から人力に
よって里地の処理施設に搬出している。

このし尿の人力搬出のほか、携帯トイレの利用促進等
の取り組みのために、屋久島に訪れる方々に１口500円
の屋久島山岳部保全募金を呼びかけている。

募金の受け入れは、各登山口や港、観光施設などに募
金箱を設置しているほか、縄文杉登山のメインアクセス
である荒川登山口では業務員を配置し趣旨の呼びかけを
行っている。しかし、募金率は4割を下回っている。

屋久島山岳部保全募金事業の推移

【収入】

金額 割合 金額 割合 金額 割合 金額 割合 金額 割合

収入総額　    a 24,326,444 100.00 17,078,918 100.00 17,394,736 100.00 19,832,400 100.00 21,091,836 100.00

荒川登山口 4,160,974 17.11 12,876,928 75.40 14,705,185 84.54 14,349,111 72.35 16,369,032 77.61
淀川登山口 693,292 2.85 431,172 2.52 539,179 3.10 544,318 2.75 710,683 3.37
企業等募金 17,162,872 70.55 2,573,930 15.07 1,421,000 8.17 4,092,092 20.63 3,214,697 15.24
その他 2,309,306 9.49 1,196,888 7.01 729,372 4.19 846,879 4.27 797,424 3.78

（注）　平成22年度から荒川登山口に募金呼びかけの人員を配置

【支出】

金額 割合 金額 割合 金額 割合 金額 割合 金額 割合

支出経費      b 7,892,517 100.00 34,695,566 100.00 19,980,934 100.00 22,794,101 100.00 19,045,264 100.00

し尿搬出経費 2,670,500 33.84 17,359,964 50.04 17,481,328 87.49 19,777,936 86.77 15,861,486 83.28
その他の経費 5,222,017 66.16 17,335,602 49.96 2,499,606 12.51 3,016,165 13.23 3,183,778 16.72

（注）　平成21年度のその他の経費に登山道崩落事故に伴う迂回路工事（4,000千円）を含む。
（注）　平成22年度のその他の経費に淀川登山口トイレ改修工事（12,330千円）を含む。

【収支】

（注）　平成23年度の累計に迂回路工事及び淀川登山口トイレの執行後の不用額（2,672,300円）を積み戻し

【し尿搬出実績】

搬出量 割合 搬出量 割合 搬出量 割合 搬出量 割合 搬出量 割合
2,000 100.00 14,155 100.00 14,580 100.00 12,660 100.00 10,260 100.00

高塚小屋 1,100 55.00 3,740 26.42 4,200 28.81 3,320 26.22 2,180 21.25
新高塚小屋 60 3.00 2,625 18.55 2,320 15.91 1,220 9.64 1,980 19.30
淀川小屋 840 42.00 6,785 47.93 7,040 48.28 6,320 49.92 4,600 44.83
鹿之沢小屋 0.00 555 3.92 740 5.08 1,280 10.11 1,020 9.94
石塚小屋 0.00 450 3.18 280 1.92 520 4.11 480 4.68

（注）　平成21年度は、表記分のほか、交付金事業で7,220Ｌを搬出

2,046,572 

5,982,793 

（単位：Ｌ％）
平成25年度
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平成25年度
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△ 2,961,701 

3,936,221 

区        分

区        分

区        分 平成21年度 平成22年度

区        分

当年度　　　a-b

累   計　

小計

平成21年度

徴収方法や体制の課題利用と保全のバランスをどう図るかが課題

【保全に関する取組の具体例】

世界遺産名：屋久島 屋久島町
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３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要

「神々の住む森」といわれる白神山地は、青森県南西部から秋田県北西部にまたがる１３万ヘク
タールに及ぶ広大な山地帯の総称で、このうち原生的なブナ林で占められている約１万７千ヘク
タールが世界自然遺産に登録されている。
その麓に連なる「国定公園十二湖」は、大小３３の湖沼と、ブナを始めとした白神山地を構成する
多様な動植物による豊かな生態系をあわせ持つ白神山地を代表する森であり、白神の豊かな自
然に手軽に親しむことのできる津軽を代表する景勝地として、多くの人々に愛されている。

【課題】

・白神山地巡視員の高齢化による

核心地域を知る人材の減少

・生息範囲が拡大するニホンジカ

による森林生態系の変化

・河川に流出する流倒木の処分

【取組状況・取組結果】

・白神山地世界遺産地域連絡会議が関係市町村等の意見を聴取し、核心地域の保全を強化す

るため、核心地域内を含めた遺産地域を案内・巡視できる人材の育成に向け具体策を検討

している。

・世界遺産地域の顕著で普遍的な価値が損なわれることなく森林生態系を健全な状態で維持

することを目標として、予防的な観点から、遺産地域内外において監視体制（自動撮影カ

メラの設置、巡視員やガイド・入山者等からの目撃情報の収集等）を整備している。

・地元高校生らが、遺産地域周辺から流出した流倒木をウッドチップに加工し、森林セラピー

基地の遊歩道のクッション材として敷設。厄介者とされる流倒木を有効利用している。

【課題】

・平成19年をピークに半減する

十二湖公園の観光入込

・白神岳や十二湖を知る地元

ガイドの高齢化

【取組状況・取組結果】

・「健康」「自然」「食」を連携するプロジェクト「森林セラピー」事業に着手し、『滞在

型健康増進観光』の推進による交流人口の増加、誘客の促進に取り組んでいる。

・森林セラピー基地「十二湖の森」の認定を機に、複数存在する地元ガイド組織を「十二湖

森の会」に一本化し、白神・十二湖に関する知識と健康に関する知識を兼ね備えたガイド

の育成に取り組んでいる。

世界遺産名：白神山地 深浦町
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【保全に関する取組の具体例】

白神山地を源流とする河川から下流に流れ着き
邪魔になっている流倒木をウッドチップに加工
し、森林セラピー基地「十二湖の森」の遊歩道に
敷設し、道路を崩壊させたり、川をせき止め洪水
の原因となる“厄介者”を有効活用しようという
取組である。

この事業は、地元高校生、自然観察会及び町の
三者による取組で、高校生に対する環境・防災教
育も兼ね、趣旨を理解し協力する県道路河川事業
所や地元企業などの支援を得て行われるもので、
チップは徐々に土に戻るため、今後の定期的に補
充などの取組を継続していくこととしている。

【観光面での活用に関する取組の具体例】

十二湖森林セラピー事業は、白神山麓に広がる原生
的なブナ林を主とする津軽国定公園「十二湖」を森林
セラピー基地として整備し、森林浴がもたらす癒しの
効果を活用することによって、観光に「健康増進」を
付加し、当該地域の魅力向上と交流人口の増進を目指
す｢滞在型健康増進観光｣を推進するものである。

森林セラピー基地「十二湖の森」は、平成25年3月
にNPO法人森林セラピーソサエティの認定を受け、平
成25年度中に「森林浴効果を意識した森歩き」の散策
コース４本の整備、セラピーガイドの育成講習を実施
し、平成26年5月15日のグランドオープンを迎えた。

平成26年度以降は、セラピーロードの整備とガイド
育成講習を引き続き実施するとともに、「森の癒し」
と「宿の癒し」を融合させた「癒しの宿認定制

度」の構築や

地元高校生と

の連携による

流倒木を加工

したウドチッ

プのセラピー

ロードへの敷

設作業に取り

組むこととて

いる。

世界遺産名：白神山地 深浦町

粉砕したチップを袋詰めする地元高校生
セラピーロードを散策し、森林浴によって

癒し効果を得る
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世界遺産名：白神山地 西目屋村

３．観光面での活用に関する課題と取組

白神山地は、青森県南西部から秋田県北西部にまたがる130,000haに及ぶ
広大な山地帯の総称です。このうち原生的なブナ林で占められている区域
16,971haが1993年12月に世界遺産として登録されました。

【課題】

・不法伐採

・ニホンジカの侵入による影響が懸念

・歩道整備の財政負担の増加

【取組状況・取組結果】

・巡視活動とマナー向上の指導を実施

・遺産地域内において監視体制の整備

・歩道入口において協力金を仰ぎ、歩道の維持補修、安全管理等を実施

【課題】

・来訪者数の減少

・ツアープログラムの不足

【取組状況・取組結果】

・ツアープログラムを充実させ、オリジナリティのある世界自然遺産という名にふさわしい観光振興を図って
いく。

・近隣市町村との広域連携

３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要
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【保全に関する取組の具体例】

歩道入口において、自主的な協力を得て森林環
境整備推進協力金を仰ぎ、歩道の維持補修、利用
者の安全管理、情報提供等を実施している。（平
成15年度より）

≪実施主体≫

「白神山地・暗門の滝」森林環境整備推進協議会

会長：西目屋村長

副会長：目屋観光協会副会長

委員：環境省、林野庁、県、地元観光事業者

事務局：西目屋村、林野庁

≪取り組み内容≫

・仮設歩道の設置、修繕、撤去

・危険木の調査・撤去

・危険箇所の見回り

・協力金の収受業務

など

【観光面での活用に関する取組の具体例】

・新たなツアープログラムの造成

【観光面での広域連携の取組の具体例】

・白神山地の玄関口となる弘前市をはじめ、近隣
市町村との共同プロモーション等の事業を実
施。

星空のたき火バー ご来光モーニング

世界遺産名：白神山地 西目屋村
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世界遺産名：知床 斜里町・羅臼町

北半球の南限に形成される流氷に大きく影響を受けた生産性の高い生態系と、海と陸の生態系の
相互作用を示すとともに、多くの絶滅危惧種や固有種が生息する。年間約200万人の観光客が訪れ
る。

【課題】

（１）生態系の維持回復

・気象変動、エゾシカの増加等

（２）野生生物の保護管理及び人との共存

・観光客等によるヒグマへの餌やり、地域住民等

との軋轢等

（３）陸・海の生態系を繋ぐ河川環境保全

・サケ科魚類の遡上障害

（４）保護と利用の両立

・利用集中地区の歩道の荒廃、植生の踏みつけ等

【取組状況・取組結果】

（１）生態系の維持回復
・エゾシカ個体数調整事業による捕獲推進
・100平方メートル運動の森・トラスト（森林再生事業）の推進

（２）野生生物の保護管理及び人との共存
・ヒグマ保護管理対策の実施
・官民協働によるヒグマえさやり禁止キャンペーンの展開

（３）陸・海の生態系をつなぐ河川環境保全
・河畔林再生、河川工作物の改良

（４）保護と利用の両立
・知床五湖利用調整地区制度の導入
・海鳥の生息環境保全と海域利用の両立に向けた取り組み
・利用混雑期の自動車乗り入れ規制の実施

（５）その他
・科学委員会と地域連絡会議による合意決定プロセスの形成
・野生動物、自然環境の保全・管理に携わる財団組織の機能強化

【課題】

（１）滞在・体験・学習型観光の推進

・旅行形態や目的の多様化、景勝地観光への過度

依存、外国人観光客、個人型観光への対応等

（２）季節的な繁閑ギャップの解消

・夏季集中型の入込み

・冬季の利用場所の不足（積雪による利用拠点の

アクセス網制限等）

（３）情報発信機能の強化

・外国人観光客の受け入れ体制の

・ビジターセンターの点在

【取組状況・取組結果】

（１）滞在・体験・学習型観光の推進

・エコツーリズム戦略の策定と運用

・旅行商品の付加価値化

・体験観光メニュー数の増加・定着

・体験学習推進協議会による受入れ体制の充実

（２）季節的な繁閑ギャップの解消

・冬季集客イベント等の実施

（３）情報発信機能の強化（外国人対応など）

・各利用地域における利用ルールの構築と普及啓発

・知床観光圏による相互案内、情報共有システムの構築検討

・地元観光協会への情報集約、職員派遣などによる支援体制の強化

３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要

エゾシカによる食害

ヒグマとの軋轢
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【保全に関する取組の具体例】

○エゾシカの保護管理（環境省）

・「知床半島エゾシカ保護管理計画」を策定
・H19～25 遺産地域内で約2,000頭を捕獲

○ヒグマの保護管理
（環境省、林野庁、北海道、斜里町、羅臼町ほか）

・「知床半島ヒグマ保護管理方針」を策定
・個体群水準の維持のための人為的死亡数の

上限の目安を設定し、地域特性やクマの有
害性に応じた対策を展開

○河川工作物の改良（林野庁、北海道）

・サケ科魚類の移動を阻害しているダム13基
の改良工事を実施（H18～H24）

・改良後の効果を検証するための遡上等モニタ
リングを実施

○しれとこ100㎡運動地での自然復元事業（斜里町）

・全国からの寄付金で保全した土地に開拓前の森と生き物たちの営みを
復元させる取り組みを展開（H9～）

○知床五湖利用調整地区制度の導入（斜里町）

・遺産地域最大の利用拠点である「知床五湖」に
おいて、植生の荒廃とヒグマ出没による不安定
な利用を解消するため、自然公園法による利用
調整地区制度を柱とした運用を展開（H23～）

○遺産地域の一体的、一元的な保護管理対策の推進（斜里町、羅臼町）

・1988年に斜里町が設立した「知床財団」に羅臼町も参画し、遺産地域
の一体的な保護管理体制を構築

・専門性の高いスタッフによる知床の野生鳥獣等の保護管理対策を展開

【観光面での活用に関する取組の具体例】

○エコツーリズム戦略の策定と運用
・知床の自然を活用する主体が自発的にエコツアーやルールを提案でき
る「知床エコツーリズム戦略」を策定（H23）

・この戦略に基づく新しいルール、観光利用の議論と実践を開始
【H26：知床五湖厳冬期エコツアー、知床岬地区昆布ツアー】

○海鳥の生息環境保全と海域利用の両立に向けた取り組み（斜里町）

・ケイマフリをはじめとする海鳥の生息環境の保全を図りつつ、観光
資源としても着目する取り組みの実施

・研究データを活用した乗船客への案内、解説ハンドブック共同作成等
を通じて、保全側と利用側がwin-winの関係を構築

○体験をより深め、高度にする商品開発
・ガイド付き原生林散策（斜里町）

・流氷ダイビング、流氷ウォーク（斜里、羅臼）

・産業活動と連携したプログラム（羅臼町）

・観光船からの野生動物ウォッチング（斜里・羅臼）

【観光面での広域連携の取組の具体例】

○知床観光圏の取り組み
（斜里町、羅臼町ほか近隣２町）

・町界を超えての相互案内
・情報共有システムの構築

○国際チャーター便誘致
（斜里町ほか4市町、観光協会、女満別空港会社）

・アジア圏からのチャーター便誘致の共同化

○知床ヒグマえさやり禁止キャンペーンの展開
（斜里町、羅臼町、観光協会、地元関係団体等）

・観光客等への周知啓発活動の実施

○国立公園50周年・世界遺産10周年記念事業の実施
（斜里町、羅臼町、環境省、北海道森林管理局、北海道）

・シンポジウム、パネル展、広報活動など

○教育旅行誘致促進検討会の運営（羅臼町ほか根室管内市町）

・広域連携による、受入体制の拡充や各種プログラムの開発及び充実

流し猟式シャープシューティング
よるエゾシカの捕獲

魚道の設置を行った河川工作物

森林再生事業 生物相復元事業

知床五湖全景

ホエールウォッチング（羅臼町）

世界遺産名：知床 斜里町・羅臼町
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【課題】

○様々な外来種の繁殖

海洋島の脆弱な生態系は人間入植し、その後持ち込

まれた外来種に対し、非常に弱くこれらの固有種へ与

える影響を排除しなければ小笠原の生態系は維持でき

ない。

世界遺産名：小笠原諸島 小笠原村

登録基準は「生態系」である。大陸と一度も陸続きになったことがない海洋島であ
る小笠原諸島は、小さな島の中に、陸産貝類や植物をはじめとした独特の進化を遂げ
ている生物が凝縮されており、生物進化の過程の貴重な証拠を提供している。

【取組状況・取組結果】

○代表的な外来種対策

野ヤギ ：父島以外の島は銃器及び罠により根絶した。

ニューギニアヤリガタリクウズムシ ：固有陸産貝類（カタツムリ）を保護するため父島以外の島への

侵入阻止を図るため、靴底の洗浄を行っている。

外来植物 ：伐採・抜根後固有植物植樹により在来植物相を復活

ノネコ ：山域のノネコについて、島外搬出により根絶を目指している。

また、条例による飼猫の適正飼養を推進。

ネズミ類 ：無人島の根絶・有人島の低密度化を目指している。

【課題】

○エコツアー等の参加者の踏圧による影響や

外来種の拡散

【対策】

○外来種未進入地域への持ち込み・既侵入地域における

更なる拡散防止対策

・ルール遵守の徹底と生態系に対する理解を深め、

環境への負荷を最小限に抑えたツアーの催行するため、

ツアーガイドの質的向上を図る

【取組状況・取組結果】

○山域歩道入口における外来種除去対策

山域歩道入口において、衣類等に付着した外来植物の種子を粘着テープで取り除き、靴裏には
食酢をスプレーすることにより外来プラナリアの持ち込みを防止している。

○属島利用時における外来種除去対策

ツアー船乗船時に手荷物や衣類に付着した外来動植物の除去を確認し、靴裏を海水で洗浄する
ことにより、靴に付着した泥に紛れ込む外来プラナリアや種子等の持ち込みを防止している。

○観光利用ルートの限定

観光利用可能な区域・ルートを限定することにより生態系への影響を最小限に抑えている。

○小笠原陸域ガイド登録制度の運用

ガイドの質の向上を図るため、小笠原エコツーリズム協議会が実施する講習を受講し、その他
登録要件を満たした陸域のガイドを登録する制度を平成24年度から運用している。

３．観光面での活用に関する課題と取組

２．保全に関する課題と取組

１．世界遺産の概要
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【保全に関する取組の具体例】 【観光面での活用に関する取組の具体例】

○南島の適正な利用のルール

ルートの限定と利用ルールの遵守により、世界遺産登録後、
観光客数が増加したにも関わらず植生等が回復している。

１．ルートの指定と適正な利用のルール（抜粋）

遺遺産産管理遺産
機関

遺産地域管理機関
環境省・林野庁・東京都
小笠原村・〈文化庁）

地域連絡会議
地元関係団体との
連絡調整の場

科学委員会
科学的な観点からの

検討と助言

個別分野検討
・森林生態系保護
委地域管理委員会
・エコツーリズム協議会

連携協力

アカギ ノネコ グリーンアノール
ニューギニア
ヤリガタリクウズムシ

ノヤギ クマネズミ

〇代表的な外来種
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〇ノネコ対策の例（鳥類・コウモリの最大の捕食者）
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２．植生の回復の状況

70％増

平成23年６月
世界遺産登録

［人］

世界遺産登録の前後における
観光客数の推移(6～5月)

世界遺産名：小笠原諸島 小笠原村
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