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 １ 視察期間    自 平成 23 年 10 月 18 日 

           至 平成 23 年 10 月 20 日     3 日間 

 ２ 視察都市   (1)長崎県 長崎市   

さるく観光について 

          (2)佐賀県 伊万里市   

窯元を活かした観光振興について  

          (3)福岡県 太宰府市 

            歴史的風致の維持向上について 

  

３ 参加者   経済建設常任委員会 委員長  岩 﨑  和 則  

                  副委員長 高 桑  藤 雄 

                       大久保  協 城 

橋 本  新 一 

渡 辺  徳 治 

佐 藤  淳 

冬 木  一 俊 

                        

 

 



 

４ 視察事項 

（１）さるく観光について 

長崎県 長崎市  

        【横断的観光行政、効率的・有効的地域活性化】 

 

（２）窯元を活かし観光振興について 

                          佐賀県 伊万里市 

       【歴史ある だるま窯の利活用・地場産業の観光ブランド化】 

       

（３）歴史的風致の維持向上について  

福岡県 太宰府市 

        【歴史的風致維持向上計画等の策定】 

  

 

５ 報告事項 別紙の通り 

 

 

 

 

 

 

 

 



（１）さるく観光について   長崎県 長崎市  

①市の概要 

長崎市は日本の最西端、九州の西北部に位置している。 

特に朝鮮半島や中国大陸に近く、日本における中国を始めとするアジア諸国との窓口的存

在になっている。平成 17年香焼町・伊王島町・高島町・野母崎町・三和町・外海町を編入

する。平成 18年 琴海町を編入する。 

 

人口  438694人 男 200640人 女 238054 人（2011年 4 月 1日現在）。 

人工密度 1,085人/１ｋ㎡    

面積  406．43平方キロメートル。 

平成 23 年度予算 3772 億円 一般会計 2143 億円 特別会計 1060 億円 企業会計 569

億円 

世界に平和を発信する都市

として、工業、水産業都市とし

て、また、国際観光都市として

さらなる発展を目指している。 

 長崎自動車道の延伸と出島

バイパスの完成で市街地まで

のアクセスが格段に便利にな

った。長崎市は、出島を含む長

崎港の再開発、長崎の歴史を一

同に展示し、紹介する「長崎歴

史文化博物館」や長崎港の新し

いシンボル「女神大橋」の建設

など魅力あふれる新しい長崎

市へと生まれ変わっている。古

くから海外文化と交流を持つ長崎の街は、異国情緒豊かと称されるように、様々な国の文

化が通り抜けた面影が今も多数残っている。周囲を海に囲まれた土地ならではの美しい海

や景観、高台からの夜景など見所を多数有する世界的にも著名な観光地である。 

そして忘れてはならないのが、キリスト教禁教下の弾圧や、原爆投下による哀しい歴史

である。 

古くからポルトガル貿易港として栄えた長崎の町は、全国でもいち早くキリスト教の布教

がなされた所。 しかし、豊臣秀吉が 1587 年に禁教令を発布すると、西坂の丘で二十六聖

人の処刑が行なわれる。彼らは、京都・大坂・堺の市中を大八車でひきまわされた後、陸

路長崎に送られ西坂の丘で処刑された。この事件は、日本における最初の大きな殉教事件

であると共に、その後続く壮絶な迫害と殉教の歴史的幕開けでもあった。 

  しかし、その時代を乗り越えた後には奇跡とも呼べる感動的出来事が起こる。国宝・大

浦天主堂の正式名は「日本二十六聖殉教者天主堂」。殉教した二十六聖人へ祈りを捧げるた

めにフランス人神父によって建てられた。そしてこの教会は浦上地区に潜伏していたキリ

シタンの子孫が、1865年、約 300年ぶりに名乗りをあげた信徒発見の地でもある。この出

来事は世界宗教史上類い稀な奇跡だと全世界に伝えられたのだった。 



1945 年 8 月 9 日、午前 11 時 2 分、広島についで 2 発目の原子爆弾が長崎市北部へ投下

された。浦上地区の上空約 490mで爆発し、数千度の熱線、すさまじい爆風や放射線などに

よって、一瞬にして市街地は廃墟と化した。７万４千人もの尊い生命を奪い、７万５千人

にも及ぶ人々を傷つけ、罹災者 12 万人、罹災戸数は 1 万 8000 余戸にも及んだ。現在でも

多くの被爆者が苦しんでいる状況だ。しかし、世界では未だ核兵器の開発がやまず、人類

は依然として核兵器の恐怖にさらされていることに変わりはない。被爆の悲惨さを忘れず、

後世に語り伝えて世界恒久平和を念願する日とするために、長崎市では 1995年（被爆５０

周年）に８月９日を「ながさき平和の日」と定めた。 

 

② 『長崎さるく』街歩き観光プロジェクト概要 

長崎市には全国的に著名なグラバー園や大浦

天主堂、平和公園など、観光ガイドブックに紹

介されているもの以外にも魅力的な観光名所

や旧跡がたくさんある。あの坂本龍馬、勝海舟、

福沢諭吉など多くの偉人も長崎で学び、日本の

近代化に大きく貢献した。 

また、愛八の『ぶらぶら節』に歌われている

ように、ハタあげ や 長崎くんちなど長崎な

らではの季節感あふれる暮らしや風情が今も

受け継がれている。それらの魅力をたっぷり味

わってもらうには、長崎のまちを歩くのが一番

である。このようなコンセプトで長崎市は、平

成 18 年４月から「まち歩き」をテーマとした日本ではじめての博覧会である、「長崎さ

るく博’06」を 212日間にわたり開催した。観光客の多くの要望もあり 平成 19年 4月 1

日から再スタートした。 

長崎市においては、基幹産業の衰退、及び、国土の最西端に位置するという地理的なハ

ンデにより都市としての活力が停滞気味であり、今後の都市の活性化は他の地域とのビジ

ター拡大を抜きにしては考えられない状況にあるものの、観光都市として著名であるがゆ

えに、新たな観光施策を講じても既存

のイメージに埋没し、必ずしも投資に

見合う効果が得られるとは限らず、ま

た、現下の財政状況からは、交流人口

の拡大に向けての大規模な投資も難し

いことから、長崎市のいわば日常的な

生活空間に別の角度から光をあて、観

光資源としての魅力を付加し、そこを

「歩く」ということを主要テーマに一

大イベントに仕立てようという国内初

の斬新な試みである。 

年間観光客数 ２８９０万人 

 



③視察研修の目的 

さるく博の研修により得られる

ノウハウは従来の一過性の観光イ

ベントから得られるものとは異な

るものが多く、一般の行政施策とも

連動しやすいものが多いと考えら

れる。そこで、視察研修においては、

「まち歩き」によるビジター拡大・

受け入れのための方策を軸として、

これらの方策と観光関連をはじめ

とする各種行政施策との連携を図

り、関係部課のみならず横断的な行

政と民間の観光関連産業、地域住民等が協働して参画することがこれからの施策には必須

であると考える。国内のみならず古くから長崎と縁のある中国、韓国をはじめとする東ア

ジア地域からの観光客拡大も視野に入れたリピーター的な観光客拡大のための方策を、従

来の施設設置型の観光事業とは異なる維持管理費が軽減できるものを調査・研究すること

で、この長崎さるくという斬新的な事業を構築した。 

藤岡市はもとより 観光客誘致の拡大にあたり、厳しい財政状況のもとで最小の投資に

よる最大の効果を得なければならない自治体にとって必須なものであると考えるとともに、

類似の課題を抱える大小様々な自治体にとっても、効率的かつ有効的な地域活性化策策定

の一助になるものと考える。 

観光客にとって市域はまったく関係なく、市卖独での取り組みだけでは、魅力的な観光

地として対外的に強くPRすることは困難であることから、周辺の市町村との積極的な連携

が必要である。 

さらに多様化する観光ニーズへの的確な対応を図り、すべての住民、地域住民のボラン

ティアの協働で、観光客に対して、安全安心で快適な「住んでよし、訪れてよし」の観光

地域づくりに取り組んでいく必要があると考える・ 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）窯元を活かした観光振興について    佐賀県 伊万里市                     

① 市の概要 

伊万里市は、北部九州の西部に位置し、天然の良港伊万里湾を抱く人口約６万人、面積 

255.02平方キロメートルの市域を有している。 

 古くは「古伊万里」の積出港として、また、石炭産業全盛期は石炭の積出港として栄え、

近年では伊万里湾総合開発を軸に大規模な臨海工業団地を造成し、造船、ＩＣ関連産業、

木材関連産業等の集積により近代的な工業港として発展している。 

 また、「古伊万里文化」の香りが漂う焼き物などを市内の随所で見ることができ、四季折々

に往時の面影がしのばれる。 

 平成２１年６月に策定した第

５次伊万里市総合計画において

は、「市民との協働による安心と

豊かさの創造」を基本理念とし、

将来都市像である「活力あふれひ

とが輝く安らぎのまち伊万里」の

実現に努めている。平成２３年度

は、長引く地域経済の停滞に伴い

市税等の増加が期待できず、一方

では扶助費など義務的経費の増

大が見込まれるなど依然厳しい

財政状況が予測される。 

 このため、行財政改革の一層の推進により経費縮減と歳入確保を図るなど、限られた財

源の中で堅実な予算編成に努めている。 

 歳入については、普通交付税の伸びが見込まれることから基金繰入の抑制に努める一方、

歳出については、都市計画道路大坪木須線の整備に取り組むとともに、新統合病院建設や

休日・夜間急患医療センターの新築移転、二里小学校の校舎改築に向けた基本設計の経費

などに重点的な投資を行いつつ、地域福祉の充実や保健活動の推進、農林業及び商業の振

興、学校教育の推進、消防・救急体制の充実等のために限られた財源を効果的に配分する 

など、緊急性及び必要性を考慮した予算の編成を行っている。 

伊万里焼は、遡ること遠く江戸時代、鍋島藩の御用窯として、その卓越した技法を守る

ため、大川内山に優秀な細工人や画工を集め、色鍋島など当時としては技術の粋を結集さ

せて製陶にあたらせたのが始まりである。ここには明治の廃藩に至るまで鍋島の御用窯が

置かれていたが、陶技の秘法を漏らさないよう、大川内山の入口に関所を設け人の出入り

を厳しく規制するとともに、焼成された焼物についても市販されることなく将軍家、諸大

名への献上贈答品、藩庁用品として用いられ珍重された。 

 

人口 58263人  男 27847人女 30416人  世帯数 21915世帯 平成 21年 

面積 255,02ｋ㎡ 

平成 23年度予算 363億円 一般会計 210億円 特別会計 153億円  



 

②秘窯の里 大川内山を活かしたまちづくり概要 

大川内山は、江戸時代佐賀鍋島藩の御用窯がおかれ、朝廷や将軍家などへ献上する高品

位な焼物が焼かれたところで、この献上品が、世界の至宝「鍋島」と呼ばれている。現在

の窯元は、藩窯で培われた高度な技法を受け継ぎながら新たな技術を取り入れるなど、３

００有余年の歴史を誇る伊万里焼の中心となっている。 

 ここは、３０数軒の窯元が密集しているため散策に都合が良い上に、山水画のような奇

岩と窯場の煙突の煙が「秘窯の里」を演出しており、景色や石畳の町並みを楽しむことが

出来る。春と秋には窯元市が開催される。 

 また、周辺一帯は鍋島藩窯公園として整備され、「めおとしの塔」が澄んだ音を響かせて

おり、「日本の音百選」にも選ばれている。平成１５年９月には、「鍋島窯跡」が「国の史

跡」の指定を受けるなど、歴史的・文化的な遺産としても認められている。 

海外でもオールド・イマリとしてヨーロッパの王侯・貴族に愛好され名声をはせていた

「古伊万里」は、江戸時代には有田、伊万里、唐津の地で焼かれたものが、伊万里港に集

められて海を渡って行ったものです。 

伊万里港は当時は「伊萬里津」と言っていたようで、『津』とは港のことで、今の伊万里町

にある相生橋の下流にあったようです。そこが日本とヨーロッパを結ぶセラミック・ロー

ドの出発点で、当時はたくさんの船が出入りし賑わっていたところです。今も相生橋には

伊万里焼の壷などが欄干の上にあり、伊万里らしいムードを醸しだしています。 

観光地としての集客力を高めるため、昭和５６年 歴史自然を活かした憩いの場所の整

備事業として自治省地域経

済振興対策事業を活用し「大

川内山藩窯公園整備事業」を

実施した。この事業を契機と

して、観光客も徐々に増加し、

その後も環境備事業を進め

た結果、今日では年間 観光

客数 平成 22 年度 １，３

１９，０００人（伊万里市） 

うち 大川内山５４７，００

０人が訪れている。 

整備に当たっての工夫で

は大川内山周辺は自然環境

に恵まれた景勝地でありそ

の景観を壊さないように材料、色彩について最新の注意をはらい事業行ってきた。地区周

辺は道路が狭く観光客は危険な通行を余儀なくされたが、側溝を埋設するなどバリアフリ

ー化した。道路沿いの民家、店舗の新築、増築改築には大川内山藩窯公園整備事業の整備

方針に沿って大川内山特有の自然環境と焼き物文化にマッチした施工がなされるなど 地

元住民や窯元の協力が基になっている。今年 4 月からは、伊万里を愛する地元観光ボラン

ティアガイドの熱心な案内が展開されている。 

伊万里焼モニュメントが設置については当初盗難、破損等心配されたが事故は起こって

いない。 



 

 

寛永２０年 (1643) ごろに日本初の赤絵磁器を

完成させた初代酒井田柿右衛門は「夕日にかがや

く柿を見て赤絵を工夫した」という伝説は有名です。

白色の素地に繊細な赤絵との見事な調和はすばら

しいもので、世界の模倣の対象となり、技法は国指

定の重要無形文化財です。この「柿右衛門様式」の

焼物の白は真っ白ではなく、薄いベージュ色した

「米のとぎ汁」色をしているのが特色です。たしか

に、真っ白に赤より、こちらの方が品を感じます。 

 

 

大川内山の主な整備事業 

１鍋島藩窯公園整備事業   総事業費 5億 2500万円 

２大川内山藩窯公園整備事業 総事業費 1億 600万円 

３秘窯の里環境整備事業   総事業費 1億 8000万円 

 

 

③ 視察研修の目的 

地場産業の観光ブランド化 

粘土瓦の需要は、1985 年頃以降から安定的に推移しているが当需要と関連性が強い一

般住宅の新増設数は同期間において急増しており、増加分は軽量でカラフルな各種新生

屋根材が対応した結果で、屋根材とし

ての粘土瓦のシェアーは急速に低下

していると言える。 

背景に、首都圏を中心として経済的

な制約の多い分譲住宅等の増加や、

1960 年以降急速に進展した戸建て住

宅の洋風化ニーズの高まり等、粘土瓦

が市場の変化に対応できなかったも

のである。また、粘土瓦製造業を取り

巻く環境は良質な原土の枯渇、屋根 

葺き職人の減少・高齢化等課題が山積

する厳しい状況下におかれている。こ

のような状況下 藤岡市に於いても廃業していく窯業所が増加した。 

 藤岡市の瓦窯業は天平時代からある伝統あるものである。現在は日本でも数少ない鬼瓦

を製造している産地である。この鬼瓦を観光戦略として、窯業の種類は異なるものの、「秘

窯の里 大川内山を活かしたまちづくり」にヒントがあるのではないかと視察研修を行っ

た。 

 藤岡市に現存する、歴史ある 『だるま窯』の利活用、鬼瓦、粘土瓦を基本とする製作

体験等、市民の方々には瓦文化にふれていただき、瓦作りをとおしての技術伝承、同時に



観光客ニーズに合わせた観光戦略の構築、時代の潮流にあわせた藤岡観光ブランドの制作

をする。地場産業・地域活性化につなげていくことを提案する。 

 

① 鬼瓦、粘土瓦を基本とする製作体験工房設置 

② 鬼瓦モニュメントの街中設置（公園等に設置されている） 

③ かわらの街歩き案内ボランティア育成 

④ 観光客ニーズに合わせた土産品の開発 

⑤ だるま窯見学会実施 

⑥ ふれあい陶芸教室 

⑦ 飾り瓦コンクールイベント 

群馬県  藤岡瓦   (釉薬瓦・いぶし瓦) 

藤岡市周辺と特に甘楽町が中心とされ天平時代からある瓦。堅牢で耐寒性に優れている。

群馬瓦とも呼ばれます。中でも藤岡市の鬼瓦は有名で、昔ながらの手彫りでつくられる。 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

① 様々な鬼のランプシェード       ②鬼瓦手形 

 

                          

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

   ③鬼瓦車止め           ④ 玄関に鬼瓦 

                   

         参考作品 『若鬼士会』三州鬼瓦製造組合 

 



 

（３）歴史的風致の維持向上について       福岡県 太宰府市 

市の概要 

 福岡県の中部、福岡市から单東約 16kmの場所に位置している。市域北部に四王寺山、市

域東部に宝満山、市域西单部に天拝山（筑紫野市）があり、市の中央部を御笠川が横断し

て流れている。市域中央部は中心市街地が発達しており、約 1300年前、当時の太宰府には、

九州全体を治める「大宰府」（オオ

ミコトモチノツカサ）という大きな

役所が置かれ、約 500 年の長い間、

その役割を果たしていた。今もその

歴史をしのばせる大宰府跡、水城跡、

観世音寺、太宰府天満宮など市内に

数多くの史跡や名所が存在し、年間

約 600万人の観光客が訪れている。 

 西部・单部は「史跡や緑にめぐま

れた福岡都市圏の住宅都市」として

住宅開発が進んで発展している。ま

た太宰府市には大学、短期大学、高等学校等の学校が数多く存在していることから、県内

でも北九州市折尾地区と並び、学生の街として有名である。教育施設が集中しているのは、

同市太宰府天満宮に祀られている菅原道真が「学問の神」と崇められるようになったため、

その地にあやかっていると見られる。 

昭和 30 年に太宰府町と水城村が合併して太宰府町となった当時は、人口が 13,264 人で

したが、その後福岡都市圏の膨張、大規模開発による住宅化の進行、大学の立地、交通網

の整備などにより人口は急増し、昭和 57 年に全国では 651 番目（県内では 21 番目）の市

制を施行した。 

 天満宮、観世音寺、榎社などの境内に、千数百年の歴史を語り、広く強く根をおろして

いるくすの木。見上げるような大木や新緑の若

葉は、これからの市勢の生命力、発展と力強さ

を表しています。また、国や県指定の天然記念

物にもなっています。 

万葉集にも歌われた太宰府の梅は、菅原道真

公が愛された伝承の飛梅とともに、全国的にも

有名です。梅の花びらは、太宰府の「太」の字

を思わせ、気品のある色と香は、みなさんに賞

美されています。 

第 3 次産業人口が増加が顕著で第 3 次産業人口 34722 人のうち 22958 人（66，1%）が

県外へ通勤 通学となっている。 第１次産業人口が 166戸 173人と（0,6％）と極端に少

ない。   観光客数 約 600 万人（資料参照） 

人口 70128人 男 33498人 女 36630人（2011年 9 月 30日現在）。 

世帯数 29421世帯 人口密度 2370人/１ｋ㎡    



面積 29.58平方キロメートル。 

平成 23年度予算 一般会計 207億円  

 

 

九州国立博物館（きゅうしゅうこくりつはくぶつか

ん）は、福岡県太宰府市にある歴史系の博物館。独

立行政法人国立文化財機構が運営する博物館の 1つ

で、2005 年 10 月 16 日に開館。太宰府天満宮裏で、

同宮所有の丘陵地に建設された。100 年以上の歴史

を誇る東京・京都・奈良の 3つの国立博物館が美術

系博物館であるのに対して、九州国立博物館は歴史

系博物館として設立された。九州が日本におけるア

ジア文化との交流の重要な窓口であった歴史的か

つ地理的背景を踏まえ「日本文化の形成をアジア史

的観点から捉える博物館」を基本理念に、旧石器時代から近世末期（開国）までの日本の

文化の形成について展示している。 

 

② 歴史的風致維持向上計画の概要 

 太宰府市では、平成

20年 11月 4日に施行さ

れた「地域における歴史

的風致の維持及び向上

に関する法律（通称：歴

史まちづくり法）」に基

づき、「太宰府市歴史的

風致維持向上計画」を策

定した。 

 本計画を平成 22年 10

月 14 日に文部科学省、

農林水産省、国土交通省

の 3省に認定申請し、平

成 22年 11月 22日に認定を受けた。 

歴史的風致とは、歴史まちづくり法第 1条において、「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」と定義されている。 

 太宰府市は、大陸への門戸である玄界灘の近くながら、山々に囲まれた盆地状の地に、

大宰府が設置されて以来 1300年以上の歴史のなかで、宝満山や四王寺山などの自然環境や

大宰府関連史跡、太宰府天満宮とその門前町などの歴史的環境が伝えられてきている。こ

れらの環境と一体となって「太宰府天満宮神幸式」や「さいふまいり」など伝統を引き継

いだ人々の営みが展開され、太宰府の歴史的風致を形成している。 

 太宰府市歴史的風致維持向上計画は、これらの太宰府の歴史的建造物などの保全・活用



や伝統的活動の継承のためのソフト事業などを一体的に実施し、太宰府の歴史的風致を将

来に伝えるまちづくりを推進する計画である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 視察研修の目的 

太宰府市歴史的風致維持向上計画は、歴史的建造物などの保全・活用や伝統的活動の継

承のためのソフト事業などを一体的に実施し、太宰府の歴史的風致を将来に伝えるまちづ

くりを推進する計画である。この計画の中、歴史的建造物などの保全・活用や伝統的活動

の継承のためのソフト事業の現況の課題について考察してみる。 

 天満宮門前には、江戸後期から昭和前期にかけての歴史的建造物が残っており、そこで

商売や日々の生活が営まれている。しかし、所有者の高齢化や後継者不足、また維持管理

にかかる費用負担などの問題により維持が困難になっている。太宰府市文化財保存活用計

画の策定時に実施された調査で平成14 年に93 棟確認された伝統家屋は、平成21 年には72 

棟と23％減少している。 

門前の伝統家屋の他にも、観世音寺金堂や戒壇院山門など傷みが目立ち始めている歴史

的建造物もあり、これらの適切な保存、修

理を講じていく必要がある。加えて、門前

の境内地と町場の境界を示していた小鳥

居小路の水路が暗渠化されるなど存在や

意味を認識しづらい環境となっているほ

か、水城跡や大野城跡なども風雨による長

年の傷みが進んでおり、これら歴史的風致

を構成する建造物の適切な修理修復と維

持管理を行っていく必要がある。    

 

また太宰府には平安時代より続けられている神幸式をはじめとして、その歴史や伝統を

反映した行事や伝統文化が今も息づいており、神幸式と鬼すべ、竹の曲は福岡県の無形民

俗文化財に指定され保護が図られている。 

一方で、天満宮のお祭りや地域に根付く祭礼行事を支えてきた担い手の高齢化や減少が



進行しており、氏子会や地域の組織といった伝統行事を支える地域コミュニティの脆弱化

が見られる。これらの行事の他、地域の伝統文化も地域社会や教育内容の変化などで担い

手の不足が進んでいるものもあり、担い手の育成をはじめ、詳細な記録作成や文化財指定

など維持継承のための措置が求められる。 

 

太宰府市が平成17年に行った市民アンケートでは、伝統文化に触れる機会がほとんどな

いと回答した市民が５割以上に上っており、市民が日常的に伝統文化や歴史的風致に接す

る機会が少ないことがわかる。市民の伝統文化や歴史的風致への理解が深まるよう、歴史

的風致の普及活動や伝統文化に触れる機会を提供することにより、少しでも多くの人の関

心を高めていく必要がある。 

 

 

 藤岡市においても、歴史的風致、各地区の祭事などの活動については、少子高齢化が進

む中、実態調査を実施し、維持継承のために国、県、市、必要な支援を見い出し検討する

必要がある。また、条件が整ったものについては文化財の指定等も検討して、特に伝統芸

能や伝統工芸などの継承のために、行政区やNPO など伝統文化の保存継承に取り組む団体

と連携協力し、後継者の発掘、育成を早急に進めることが重要である。 

特に地区住民一人一人に、歴史的風致が古代より積み重ねられてきた歴史により築かれ

たものであることを認識、理解してもらうことが必要である。さらには住民が主役である

ことを自覚し、積極的に参加、活動することが期待される。また、地域の活動やNPO など

によるまちづくり活動にも積極的に関わり、歴史的風致の維持向上に取り組んでいくこと

が望まれる。 

 行政は、歴史的風致を構成する歴史的建造物の保護措置を講じ、またその周辺の環境整

備を推進し、歴史的風致の維持向上を図ることを推進し、さらには歴史的建造物の保存修

理を実施する文化財所有者などに対し、必要な情報提供や支援を行う必要がある。 

 また、伝統文化や地域の行事などの活動を保存継承していくために、後継者育成や普及

啓発の機会を設けるとともに、歴史的風致の維持向上に関わる市民や団体などを支援する

ことが重要と考える。本藤岡市にも歴史的風致維持向上計画等の早期策定を提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 以上の通り報告いたします。 

 

  

平成 23 年 11 月 14 日 

 

               経済建設常任委員会  

                  委員長  岩 﨑  和 則  

                  副委員長 高 桑  藤 雄 

                  委 員  大久保  協 城 

委 員  橋 本  新 一 

委 員  渡 辺  徳 治 

委 員  佐 藤  淳 

委 員  冬 木  一 俊 

 


