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第２章 竹田城跡をとりまく環境

１ 自然環境
（１）位置
竹田城跡の位置する朝来市は、兵庫県のほ
ぼ中央部、但馬地域の南端に位置し、南は播
磨地域、東は丹波地域と京都府に接する。一
級河川円山川と二級河川市川の源流域にあ
たり、市南部の生野地域に分水嶺がある。
竹田城跡を有する竹田地区は朝来市の中
部に位置しており、標高 756ｍの朝来山が南
東にそびえ、その麓を円山川が流れている。
朝来市は、古くから京阪神地域や播磨地域
と但馬・山陰地域を結ぶ交通の要衝として発
展してきた。現在は、北近畿豊岡自動車道と
播但連絡自動車道が和田山インタージャン
クションで接続し、鉄道はＪＲ山陰本線、Ｊ
Ｒ播但線が和田山駅で結節している。これに
より京阪神地域から２時間圏内、姫路からは
1 時間圏内となっている。

図 2-1 朝来市位置図

（２）気象・気候
竹田城跡が所在する和田山地域は、中国山地東端に位置する中山間地域であり、日本海側気
候と内陸性気候の要素を併せ持っている。
その気象は、年平均気温が 14.0℃で、兵庫県南部に位置する神戸市の年平均気温を少し下回
る。年間降水量は 1,831 ㎜と神戸市よりも多く、年間平均風速は 1.7m/s で、神戸市と比較する
と風速は弱いが、複雑な山間部の地形により、時折非常に強い突風が吹く。また、日照時間は、
一年を通じてほぼ神戸市より短く、一年を通じて昼夜の温度差が大きい。さらに、冬季は降雪
があり、1 月から 2 月にかけて積雪量が増加する。このような気象条件に加え、円山川沿いの
盆地という地形が影響し、晩秋などの昼夜の寒暖差が大きくなる時期の早朝は濃霧が発生しや
すい環境となっている。
このように、竹田城跡は積雪や路面凍結などが冬季に発生しやすい環境にあり、整備の実施
にあたっては、計画段階から気象条件に留意して実施する必要がある。特に冬季は路面の凍結
や積雪は、工事や調査の実施に支障をきたす要素となる。平成 29 年 1 月から 2 月には、冬季の
積雪により、城跡内の整備事業として行った保護工事が当初予定より大幅に遅れるという事態
も発生した。
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気象庁(和田山・神戸：2010-2016 年の平均値)
図 2-2 気温(℃)

気象庁(和田山・神戸：2010-2016 年の平均値)
図 2-3 降水量(mm)

気象庁(和田山・神戸：2010-2016 年の平均値)
図 2-4 風速(m/s)

気象庁(和田山・神戸：2010-2016 年の平均値)
図 2-5 日照時間(h)

気象庁(和田山：2010-2016 年の平均値)
図 2-6 月累計積雪量(cm)

竹田城跡の積雪状況
（平成 27 年 12 月撮影）

※和田山：和田山地域気象観測所 神戸：神戸地方気象台の観測データより
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２ 社会環境
（１）人口・世帯
朝来市は人口 31,021 人、世帯数 12,326 世帯(平成 30 年 1 月末現在)で、昭和 60 年以降減少
傾向で、少子高齢化が進行している。竹田地区の人口は 3,278 人(平成 24 年 3 月末時点)で、昭
和 62 年以降ゆるやかな減少傾向にあり、市の人口構成と同様に少子高齢化が進行している。
兵庫県が示した朝来市の将来推計人口は平成 67 年(2055)には 19,113 人と公表されており、
今後も人口減少が進むと予測されている。そのため、地域によって支えられてきた文化財の維
持管理、継承などに影響が及ぶと考えられている。

（２）観光
竹田城跡への来訪者は、
「天空の城 竹田城跡ブーム」により、平成 23 年頃から急激な増加
傾向が続いたが、平成 26 年度以降は減少傾向に転じている。しかし、人気が落ち着いてきたも
のの、山城を訪れる来訪者数としては、依然として高い水準を維持している。そのため、適切
に史跡を保護し、次代へ守り伝えてゆくためには、適切な整備を着実に実施する必要がある。
一方、以下に示すとおり、朝来市を訪れる観光客数は、竹田城跡への来訪者の減少が影響し
ていると考えられ、平成 26 年度以降は減少傾向となっている。そのため、竹田城跡の適切な整
備の実施により、新たな魅力の発信を行うことが必要となっている。

図 2-7 竹田城跡の来訪者数の推移

図 2-8 朝来市の来訪者数 の推移

【概数 (千人)】
平成
21 年度

平成
22 年度

平成
23 年度

平成
24 年度

平成
25 年度

平成
26 年度

平成
27 年度
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896

1,024

2,594

2,617

2,450

2,298

立雲峡

14
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26
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37
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28
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13

13

13

13

13

13

13

13

あさご芸術の森美術館
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35

52

99
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（３）景観
朝来市では東西の両側には粟鹿山や須留ヶ峰などの 1,000ｍ級の山々が屹立し、その合間の
谷地を円山川が北流し、南北の景観軸が形成されている。円山川沿いに分布する平地からの景
観は、背景となる山並みが中心をなし、農地や集落と調和している。山間部は、夜久野高原や
生野高原などの高原景観が中心で、谷を流れる河川の上流にはダムによって人工湖が造られ、
湖面に四季折々の自然を映し出している。
竹田城跡の所在する古城山の麓に位置する竹田の町は、中世の城下町としての起源を持ち、
城が廃された江戸時代以降は、宿場町として発展したという歴史的経緯がある。そのため、城
下町や宿場町に見られる街道のクランクや、道に沿った短冊地割などの特徴が残されている。
また、江戸時代に整備された水路や石橋なども残されており、街道に沿った建物には、匂配を
揃えた平入り屋根、連続性のある壁面線、切妻屋根の両側に上がるうだつや、２階部分に見ら
れる虫籠窓などの特徴が数多く残されている。
このため、竹田地区は朝来市景観条例により竹田地区歴史的景観形成地区に指定されている
ほか、兵庫県の景観形成地区にも指定されており、歴史的な景観を守り伝えるまちづくりが積
極的に展開されており、今後は城跡と一体となった活用を検討することが必要である

竹田城跡からの景観
(城跡南側の生野方面を望む)

竹田の町並み
（絹屋溝とえびす橋）

竹田の町並み
(登録文化財「旧木村酒造場」)

竹田の町並み
(街道に面した建物)
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（４）法規制
竹田城跡の周辺では、朝来市和田山地域が都市計画区域(非線引き区域)に指定されている。
市内の田園の大半は農業振興地域で、市域の約４分の１が兵庫県立自然公園地域に指定されて
いる。さらに全域が緑条例に基づく緑豊かな景観形成地域に指定されている。また古城山の一
部は保安林に指定され、伐採や開発に対して制限を加えられている。
竹田城跡及び古城山、城下町などの周辺における法規制について以下に示す。
対 象

法 令

概 要

国史跡竹田城跡

文化財保護法

我が国にとって歴史上または学術上価値の
高い遺跡のうち重要なものの保護。
現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼ
す行為を行う場合には文化庁長官の許可もし
くは同意(国機関の場合)が必要である。

周知の埋蔵文化財包蔵地

文化財保護法

土地に埋蔵されている文化財の保護。

和田山都市計画区域

竹田地区歴史的景観形成
地区

兵庫県立自然公園

史跡指定地や竹田地区を含む和田山地域の一
部(4,934ha)が指定されている。

朝来市景観条例

特に朝来らしい特徴的な景観があり、景観
を活かしたまちづくりが積極的に展開されて
いる地区を対象として、地域住民の合意のも
とに指定される。

兵庫県立自然公
園条例第 9 条

史跡地を含む古城山は兵庫県立自然公園地
域に指定されている。竹田城跡は特別区域に
指定されている。そのため、工事や伐採に際
しては兵庫県知事の許可を受けなければなら
ない。
地域の骨格となるスカイラインを形成する
山、地域のランドマークとなり人々に親しま
れている山など、風景形成の観点から特に重
要な山地、森林の区域。
森林としての土地利用を通じて形成される
緑豊かな環境の保全を図る。

山を守る区域

(

南
但
馬
地
域
朝
来
市
・
養
父
市

都市計画法

山を生かす区域

緑豊かな地域環
境の形成に関す
る条例(緑条例)

山地、森林の山裾で比較的傾斜が緩やかな
まとまりのある現況森林区域。森林としての
土地利用を通じて森林が持つ経済的機能及び
公益的機能の発揮を図るとともに、自然との
ふれあいの場となるよう整備誘導を図る。

)

人々の営みにより歴史的・伝統的な特徴あ
る景観が形成されている区域。歴史的資源を
活用したまちづくりを進め、歴史文化の趣の
ある地域環境の形成を図る。

歴史的景観区域

伐採行為の届出

森林法第 10 条

伐採及び伐採後の適正な造林を図る。

現状変更の申請

農地法第 5 条

農地を農地以外のものにすることを規制す
るとともに、農地の利用関係の調整を図る。
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図 2-9 周知の埋蔵文化包蔵地財包蔵地
①史跡竹田城跡

②観音寺山砦跡

③竹田城跡周辺遺跡

④竹田城下町遺跡

⑤前期太田垣氏居館跡

⑥清水ヶ谷古墳群
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図 2-10 朝来市における法規制

図 2-11 和田山都市計画区域図

竹田城跡

竹田城跡

図 2-12 竹田地区歴史的景観形成地区

図 2-13 緑豊かな地域環境の形成に関する条例
(緑条例)

21

社会環境

第 2 章 竹田城跡をとりまく環境

３ 歴史環境
（１）古代
朝来市において、人々の生活痕跡が残っているのは縄文時代になってからである。竹田地区
においても、古城山山麓に立地するムクノ木遺跡などで、縄文時代や弥生時代と推定される遺
物が出土している。
古墳時代に入ると、尾根上に築かれた小規模な古墳群が和田山町から山東町で多く築かれて
いる。一方でそれらとは大きな格差を持つ､史跡茶すり山古墳をはじめとした大規模古墳が存
在しており、その形態や出土品から大和政権と深いつながりがあったことが想定される。その
ため、この地は有力者が統治する古代但馬の国の政治的中心地であったと考えられる。
市域の北部は、畿内と山陰を結ぶ古代官道・山陰道と、竹田城跡に近い加都遺跡で発見され
た但馬と播磨を結ぶ古代官道が通る交通の要衝であった。

（２）中世
室町時代になると、但馬国は山名氏が守護となり支配した。山名氏は室町時代初期には「六
分の一殿」と呼ばれ多くの領国を有していたが、明徳 2 年（1391）に起こった「明徳の乱」に
敗北し、所領を因幡と伯耆、但馬の 3 カ国まで領国を減らした。しかし、山名持豊が家督を継
ぐころには、一族で 10 カ国の守護職を持つまでに勢力を拡大しており、応仁・文明の乱(1467
かげちか

～77)では、当時竹田城主であった太田垣景近と長男新左衛門宗朝が、山名持豊に従って京都で
戦った。
その後、永禄 12 年(1569)８月１日に木下藤吉(秀吉)ら２万の軍勢が但馬を攻撃し、生野銀山
のほか、此隅山城・垣屋城など 18 城を短期間のうちに攻略し、13 日には京都に引き上げた
ますだけじゅうしょ

(『益田家什書』)。さらに、天正５年(1577)10 月、信長から中国地方の平定を命じられた秀吉
は、弟秀長に但馬を攻略させた。毛利勢の制圧に加えて、生野銀山の確保も目的と考えられる。
秀長軍は真弓峠から但馬に侵入し竹田城を攻略した。朝来郡と養父郡を平定した秀長は、城代
として竹田城に入り但馬支配の拠点として整備(「普請申付け」)した。石垣による改修をこの
時期と考える説もある。その後但馬は毛利勢と織田勢の境目となり、争いが繰り返された。但
馬の国人は、織田勢の山名祐豊・垣屋光成(楽々前城主)・垣屋孝続(宵田城主)などと、毛利勢
の垣屋豊続(轟城主)・八木豊信(八木城主)・太田垣輝延(竹田城主)に分かれて争った。
天正７年(1579)頃には、但馬における毛利勢が弱体化、天正８年(1580)正月 17 日に三木城を
陥落させた秀吉は、因幡の鳥取城への進攻を開始した。同年４月に秀長に但馬攻めを命じ(『信
長公記』)、５月までに竹田城・有子山城・八木城・轟城など毛利勢の主要な拠点を攻め落とし
た。これにより但馬は完全に織田の勢力下におかれた。
竹田城跡周辺の山東町と和田山町には、数多くの中世城郭の存在が確認されており、安井城
跡、比治城跡、筒江城跡、市御堂城跡などの竹田城跡の近隣の城郭は、いずれも改修を受けた
痕跡が残り、戦乱に対応して防備を固めた様子が見て取れる。
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（３）近世
天正 13 年(1585)７月、天下統一を果たし関白となった秀吉は、支配強化を図って大名の配置
換えを行い、竹田城に赤松広秀が播磨から配置された。現在の石垣に囲まれた竹田城跡は、広
秀によって本格的に整備されたと考えられる。文禄元年(1592)の「文禄の役」では、広秀も朝
鮮に出兵した。
赤松広秀は、円山川の氾濫に対して水害対策を進めるとともに、養蚕や漆器産業を奨励した。
せいか

かんはん

さらに、近世儒学の祖である藤原惺窩や朝鮮の儒学者姜沆と交流を持ち、儒学の普及振興に努
め、民に「仁政の主君」として慕われていたと伝えられている。
慶長５年(1600)の関ヶ原の合戦で広秀は西軍に属し、その後徳川方として鳥取城を攻めたが、
城下に火を放ったことの責めを受け鳥取の真教寺で自刃した。赤松氏の廃絶以降、竹田城に大
名が配置されることはなく、竹田は江戸時代を通じて、生野銀山を管理する生野奉行所(1716 年
からは生野代官所)の支配にあった。
また、近世の街道整備とともに、姫路から生野を経由して和田山に至る交通路沿いに位置す
る竹田は、城下町から宿場町に変化した。
（４）近・現代
但馬地域は古くから全国有数の鉱山地域として知
られ、特に明延(養父市)・神子畑・生野の各鉱山は、
日本の歴史に深く関わりながら発展してきた。
生野鉱山は、近世に銀、後に銅の産出が最盛期を迎
え、明治時代には政府直轄鉱山として新技術が導入さ
れるなど、目覚ましい近代化が進められた。この３鉱
山エリアは、平成 16 年に「鉱石の道」と命名され、
平成 19 年 11 月 30 日には、経済産業省の近代化産業
遺産群に認定された。また生野の 400 年以上にわたる
鉱業と鉱山町の発展に伴い形成された「生野鉱山及び
鉱山町の文化的景観」が、平成 26 年３月 18 日に国の
重要文化的景観に選定された。
また、生野鉱山を中心とする南但馬の鉱山群と飾磨
港をつなぐ道をめぐる歴史物語が、
「播但貫く、銀の
馬車道 鉱石の道

～資源大国日本の記憶をたどる

73km の轍～」として、平成 29 年４月 28 日に日本遺
産の認定を受けた。

図 2-14 銀の馬車道と鉱石の道

現在、竹田城跡が位置する朝来市和田山町周辺は、
北近畿自動車道、播但連絡自動車道や、ＪＲ山陰本線、ＪＲ播但線の結節点として、交通の要
衝となっている。また、和田山インターチェンジ周辺には工業団地が立地し、和田山地域及び
国道９号沿道では都市的土地利用が進められるなど、南但馬地域の政治・経済・産業の拠点と
なっている。
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