第1章
１

保存活用計画策定の経緯と目的

計画策定の経緯・目的

史跡竹田城跡は、兵庫県朝来市和田山町竹田字古城山（標高約 353ｍ）の山頂部に築
かれた山城である。古城山の地形を巧みに利用した縄張りの規模は、南北約 400ｍ、東
西約 100ｍで、完存する石垣遺構としては全国屈指のもので、昭和 18 年９月８日に国
史跡に指定された。当時の史跡範囲は主郭部の石垣周辺のみであり、昭和 45 年度の主
郭石垣全域調査に基づき、昭和 46 年度から昭和 55 年度にかけて石垣修理事業が実施さ
れた。また昭和 52 年度には「竹田城跡保存管理計画書」
（以下：旧計画書）が策定され
るなどの保護措置が図られた。
その後、古城山における分布調査などにより、主郭部周辺で中世城郭遺構や、大竪堀・
登り石垣などの近世城郭遺構が確認され、平成 21 年度には、主郭部周辺の山地と赤松
氏居館跡推定地の一部が追加指定されている。
旧計画書の策定から 40 年近くが経過し、城跡の新たな歴史的価値が明らかになると
ともに、竹田城跡をとり巻く環境は大きく変化している。近年は、社会情勢の変化など
に加え、とりわけ見学者が急増して史跡に影響を与えている。多くの来訪を一気に受け、
覆土の流出による石敷遺構や石垣遺構への損壊など、史跡の保護に好ましくない事態も
顕在化している。また、平成 25 年 10 月からは史跡及び施設の維持管理などの目的で観
覧料を徴収し、一部で見学者の立ち入りを制限して保護の措置を実施している。
このような状況を踏まえ、適切な保護を図るための要件を見直し、先人が残してくれ
た貴重な文化遺産である竹田城跡の次世代への継承や、市内及び周辺地域の歴史文化資
産や城下町と合わせた保存管理の方針、整備活用のあり方を包括的に検討するために、
旧計画書を見直し、新たな「竹田城跡保存活用計画」を策定するものである。

＜計画策定の目的＞
●史跡竹田城跡が有する多様な価値を分析し、次世代へ確実に継承する
ための方向性を明示する。
●史跡竹田城跡の保護を確実に果たし、地域への誇りと愛情を寄せるに
ふさわしい、保存・整備・活用のあり方を明示する。
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■計画策定の経緯
年

月

内

昭和 18 年(1943)

9月8日

容

国史跡の指定を受ける。【 文部省告示第 742 号】

昭和 45 年度(1970)

主郭石垣調査（石垣崩壊箇所の調査）を実施する。

昭和 46～55 年度(1971～1980)

石垣修理事業を実施する。

昭和 52 年度(1977)

「竹田城跡保存管理計画」を策定する。

昭和 62～63 年度(1987～1988)

古城山全山の分布調査を実施する。

平成 6～15 年度(1994～2003)

主郭周辺の用地公有地化。公有地化後に樹木伐採事業を実施する。

平成 16 年(2004)

台風 23 号により山麓居館跡推定地部分が被災する。

10 月 19 日

平成 18～20 年度(2006～2008)

山麓部分の赤松氏居館推定地の発掘調査を実施する。

平成 19 年(2007)

3月

第１次朝来市総合計画を策定する。

平成 21 年(2009)

7 月 23 日

国史跡の追加指定を受ける。【 文部科学省告示第 119 号】

平成 22 年(2010)

6月7日

朝来市が「竹田城跡」の管理団体となる。【文化庁告示第 23 号】

平成 24 年(2012)

2 月 25 日

朝来市が「景観行政団体」となる。

平成 24 年(2012)

3月

第 1 次朝来市総合計画後期基本計画を策定する。

平成 24 年度(2012)

「竹田城跡と城下町の保存活用方針」を策定する。

平成 25(2013)年

3月

朝来市都市計画マスタープランを策定する。

平成 25(2013)年

4月

朝来市景観計画を策定する。

平成 25(2013)年

9月

第２次朝来市総合計画を策定する。

平成 25(2013)年

10 月

観覧料の徴収を実施する。

平成 25(2013)年

11 月

たけだ城下町交流館が開館。内部に情報館「天空の城」を設置する。

平成 25 年度(2013)
平成 26 年度(2014)

赤松氏居館跡推定地の石垣被災部の整備工事と天守台下部石垣の修
復工事を実施する。
赤松氏居館跡推定地の石垣被災部の整備工事を実施する。
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図 1-1 史跡竹田城跡の位置
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２

保存活用計画の構成

史跡竹田城跡を適切に保存し、次世代へと確実に伝えていくためには、史跡の本質的
価値と構成要素を明確化し、それらを適切に保存管理するための基本方針、方法、現状
変更などの取扱い基準などが必要である。
以下に史跡竹田城跡における保存活用計画の基本的な構成を示す。
【保存活用計画の構造】
①保存管理
史跡などの本質的価値を次世代へ確実に伝えるための「保存管理」に関する内容。
②整備活用
①の確実な実施を前提として、適切な保存管理に対する地域住民の合意を形成して
いく上で必要となる当該史跡などの将来像の概要を示した「整備活用」に関する内
容。
③運営及び体制
①及び②を一体として確実に進めていく上で必要となる「運営方法」や、それを円
滑に進めるための「体制整備」に関する内容。

保存活用計画

図 1-2 保存活用計画の構造
「史跡など整備のてびき
文化庁文化財部記念物課」より

【保存活用計画で定める事項】
①保存管理の基本方針
・個別の史跡などを構成する諸要素を特定し、その本質的価値を明確に把握すること。
・特定された個別の諸要素について、適切な保存管理の方法を示すこと。
・史跡などの周辺環境を含め、一体的な保全の方策を講ずること。
・確実な保存管理を行うために、適切な整備活用に関する施策を進めること。
・地域に根ざした包括的な保存管理を進めるために、運営の方法及びそれらを進める
上で必要となる体制の整備を行うこと。
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②史跡などを構成する諸要素の特定と本質的価値の明確化
史跡竹田城跡の本質的価値を明確にし、構成する諸要素について特定する。また史
跡指定地内には、史跡の本質的価値と直接または間接に関わる諸要素があり、一体と
なって史跡などを構成しているため、保存管理にあたりその関連を把握する。

図 1-3 史跡などの構成要素モデル
「史跡など整備のてびき
文化庁文化財部記念物課」より

③保存管理の方法
特定された諸要素の規模・形態及び性質などを踏まえ、諸要素ごとに適切な保存管
理の方法を定める。
史跡竹田城跡では、石垣などの地上にあらわれている部分のみならず、埋蔵されて
いる遺構・遺物についても、保存管理の方法を示す必要がある。
史跡指定地内にすでに存在し、史跡などの保存に影響を与え、又は与える可能性の
ある要素については、史跡などに直接関係しない構造物や樹木などを移転や撤去する
ことも視野に入れつつ、取扱いの方針を定める。
④現状変更などの許可に関する取扱い基準
史跡指定地内において現状変更などを行う場合には、文化庁長官の許可が必要とな
る。（文化財保護法第 125 条）
保存管理の方法に基づき、構成要素ごとの特性を踏まえ、指定地内で予想される工
作物の新設、地形の変更、木竹の伐採などの各種の現状変更などの行為における具体
的な取扱い基準を定める。
⑤公有化、整備、公開、追加指定などに関する将来像の提示
史跡を保存する上で、将来には追加指定などの措置を講じ、公有化・整備すること
が望ましいと判断される箇所について、公有化と整備の方針を示す。
⑥運営方法及び体制整備
適切な保存管理と持続的な整備活用を実現するためには、円滑に運営する方法と体
制の整備が求められる。史跡などの保存と活用に関わる適切な方法と体制整備のあり
方について方向性を示す。

5

３

計画策定の体制
本計画の策定にあたっては、朝来市産業振興部竹田城課を事務局とし、関連する業

務を㈱都市景観設計に委託した。また検討にあたって学識経験者、地元住民代表、行
政関係者からなる「竹田城跡保存管理計画策定委員会」を設置して意見を受けるとも
に、文化庁記念物課ならびに兵庫県教育委員会文化財課の指導助言を得た。
竹田城跡保存管理計画策定委員会
役職
委員長
副委員長

委員

指導助言

名簿

氏名

職名など

坂井 秀弥

奈良大学文学部文化財学科

青田 昌

朝来市文化財保護審議会

中井 均

滋賀県立大学人間文化学部

中島 義晴

独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所

八木 雅夫

独立行政法人国立高等専門学校機構

西尾 孝昌

朝来市文化財保護審議会

委員

宮田 和男

朝来市文化財保護審議会

委員

安福 進

和田山町観光協会

太田 則之

観光ボランティアガイド代表

山下 信一郎

文化庁文化財部記念物課文化財調査官

山下 史朗

兵庫県教育委員会文化財課副課長兼文化財班長

垣尾 幸博

教育長

鴨谷 譲

教育委員会教育部部長 (平成 25 年度)

菊地 幸雄

教育委員会教育部部長 (平成 26、27 年度)

松原 敏典

産業経済部部長 (平成 26 年度)

田中 直喜

産業振興部部長 (平成 27 年度)

小谷 則彰

産業振興部次長兼竹田城課課長 (平成 27 年度)

田畑 基

教授
会長
教授
主任研究員

明石工業高等専門学校

教授

会長

教育委員会社会教育課課長 (平成 25 年度)
教育委員会次長兼埋蔵文化財センター館長 (平成 26 年度)
教育委員会事務局次長兼文化財課課長兼埋蔵文化財センター館長
(平成 27 年度)

黒田 隆雄
事務局
柏原 正民

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

産業経済部次長兼竹田城課課長兼教育委員会事務局次長兼社会教育課
付課長 (平成 26 年度)
産業振興部竹田城課竹田城跡保存管理担当課課長兼文化財課参事
(平成 27 年度)

住吉 茂樹

教育委員会社会教育課参事兼埋蔵文化財センター副館長 (平成 25 年度)

竹村 洋二

教育委員会社会教育課課長 (平成 26 年度)

中島 雄二

教育委員会社会教育課上席主幹 （平成 25 年度）
教育委員会社会教育課副課長 (平成 26 年度)

足立 智義

産業経済部竹田城課副主幹兼教育委員会社会教育課副主幹 (平成 26 年度)
産業振興部竹田城課上席主査兼文化財課上席主査 (平成 27 年度)

松本 健作

教育委員会社会教育課副主幹 (平成 26 年度)

池野 祐季

教育委員会文化財課主任 (平成 27 年度)

中川 京太郎

産業振興部竹田城課主事兼教育委員会文化財課主事 (平成 27 年度)

㈱都市景観設計
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竹田城跡保存管理計画策定委員会要綱

平成 25 年 7 月 19 日

（設置）
第１条

竹田城跡の保存管理計画を策定することを目的として、竹田城跡保存管理計画策定委

員会（以下「委員会」という。）を設置する。
（所掌事務）
第２条

委員会の事務は、次に掲げるとおりとする。

（１）竹田城跡保存管理計画の策定に関すること
（２）前号に掲げるもののほか、竹田城跡保存管理計画に関し必要な事項に関すること。
（組織）
第３条

委員会は、１０人以内で組織し、次の各号に定める者のうちから教育長が委嘱する。

（１）学識経験を有する者
（２）市民を代表する者
（３）前２号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
（任期）
第４条

委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。
２

委員は、再任されることができる。

（委員長及び副委員長）
第５条

委員会に、委員長及び副委員長各１人を置く。

２

委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

３

委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

４

副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、そ
の職務を代理する。
（委員会）

第６条

委員会は、委員長が招集し、委員長が議長になる。

２

委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

３

委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴く

ことができる。
（庶務）
第７条

委員会の事務局は、教育委員会事務局社会教育課に置く。

（委任）
第８条
附

この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
則

（施行期日）
１

この告示は、平成 25 年 7 月 19 日から施行する。

（招集の特例）
２

第３条の規定による委員の委嘱後最初に開かれる会議は、第６条第１項の規定にかかわら
ず、教育長が招集する。

（この告示の失効）

３

この告示は、第２条に掲げる事務が終了した日をもってその効力を失う。
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竹田城跡保存管理計画策定委員会の開催経過
委員会
第１回委員会

開催日
平成 25 年
9 月 25 日

第２回委員会

平成 26 年
2 月 26 日

第３回委員会

平成 26 年
8月7日

第４回委員会

平成 26 年
11 月 21 日

第５回委員会

平成 27 年
3 月 18 日

主な報告・協議事項
●委員長、副委員長の選任
【報告】
●委員会要綱の制定について
●竹田城跡に関する現在までの経過について
●竹田城跡の現状について
●平成 25 年度における竹田城跡に関する事業について
【協議】
●今後の委員会の進め方について
●今後の委員会の協議内容について
【報告】
●竹田城跡における現状と今後の保存管理について
●平成 25 年度における竹田城跡に関する事業について
【協議】
●今後の委員会の協議事項について
【報告】
●平成 25 年度における竹田城跡に関する事業について
【協議】
●保存管理計画書の改訂について
・策定フロー(案)について
・保存管理計画策定の目的と経緯について
・朝来市の概要について
・竹田城跡の概要について
・竹田城下町の概要について
・特徴と課題について
●竹田城跡内整備工事のコンセプト(案)について
【報告】
●竹田城跡の無断現状変更行為について
●第３回委員会における意見などの整理について
●竹田城跡を取り巻く近況と今後の事業予定などについて
【協議】
●保存管理計画書の改訂について
・竹田城跡の本質的価値の明確化と課題の抽出
・保存管理方針
【報告】
●無断現状変更行為の原状復旧について
●平成 26 年度竹田城跡周辺で冬期休山期間中に行った整備工事
などについて
●竹田城跡石垣修復検討委員会からの「報告書」について
●委員の任期及び委嘱について
【協議】
●第４回委員会における意見などの整理について
●保存管理計画書の改訂について
・史跡竹田城跡の保存管理
●平成 27 年度委員会運営及び竹田城跡内整備・検討スケジュー
ル(案)について
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委員会
第６回委員会

開催日
平成 27 年
6 月 18 日

第７回委員会

平成 27 年
8 月 31 日

主な報告・協議事項
【報告】
●事務局組織及び職員の変更
●駅裏登山道の現状変更及び南千畳下見学通路の保護工事
●南千畳内見学通路「試験舗装」におけるアンケート調査の実施
状況
●史跡竹田城跡内における樹木管理事業
●竹田城跡 2015 ヘリテージ講座・親子見学会の開催
●城内の定期的な調査
●竹田地域ビジョン会議の開催
●庁内関連部局の連携、文化財保護に係る研修
【協議】
●第５回委員会における意見などの整理について
●保存管理計画書の改訂について
・史跡竹田城跡の整備活用
・管理、運営の体制整備と今後の課題
【報告】
●史跡竹田城跡における樹木管理事業
●南千畳内見学通路「試験舗装」におけるアンケート調査の実施
状況
●竹田地域ビジョン会議の結果
●竹田城跡 2015 ヘリテージ講座(第１回目)・親子見学会の開催
●城内の定期的調査状況
●本丸・天守台の保護対策
【協議】
●第６回委員会における意見などの整理について
●保存管理計画書の内容について

委員会の様子（第６回委員会）

現地視察の様子（第３回委員会）
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４

保存活用計画検討の流れ

史跡竹田城跡保存活用計画

策定フロー

委員会
内

容

第
１
回

第
２
回

第
３
回

第
４
回

1. 現状の確認・現在までの経緯の確認
2. 現状の確認・保存管理の検討
3. 策定の目的・経緯の確認
4. 計画条件の整理
5. 本質的価値の明確化と課題の抽出
6. 保存管理方針の設定
7. 保存管理計画の検討
8. 現状変更基準の検討
9. 保存と活用のあり方の検討
10. 将来に向けた体制整備の検討

史跡竹田城跡保存活用計画策定
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第
５
回

第
６
回

第
７
回

５

上位・関連計画

本計画に関する上位・関連計画は次のとおり。
上位・関連計画
竹田城跡

・竹田城跡保存管理計画書（昭和 52 年度）
・竹田城跡と城下町の保存活用方針（平成 24 年度）

朝来市

・第１次朝来市総合計画（平成 19 年 3 月）
・第 1 次朝来市総合計画後期基本計画（平成 24 年 3 月 ）
・第２次朝来市総合計画（平成 25 年 9 月）
・朝来市都市計画マスタープラン （平成 25 年 3 月）
・朝来市景観計画（平成 25 年 4 月）
・第２次朝来市環境基本計画(平成 27 年 3 月)
・竹田地域まちづくり計画

兵庫県

・南但馬歴史・文化ミュージアム構想(平成 16 年 3 月)
・南但馬歴史・文化ミュージアム推進計画(平成 17 年 3 月)
・但馬地域ビジョン[バージョン２](平成 23 年 9 月)
・ひょうごツーリズム戦略(平成 26 年 3 月)
・緑条例～緑豊かな地域環境の形成に関する条例（平成 17 年 11 月）

国史跡の指定(昭和 18 年)

竹田城跡保存管理計画書
(昭和 52 年度)
国史跡の追加指定

(平成 21 年)

保存管理団体の指定(平成 22 年)

竹田城跡と城下町の保存活用方針
(平成 24 年度)

朝来市の関連計画など

史跡竹田城跡保存活用計画

兵庫県の関連計画など
整合・連携
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■竹田城跡における計画
策定計画

概

要

竹 田 城 跡 保 存 管 理 竹田城跡をいかに保存していくかについて、大きく以下の方針が示された。
計画書
(昭和 52 年度)

（１）主郭石垣と周辺遺構の保存と管理
・石垣で囲われ精緻な縄張り技術を示している主郭と、竪堀や削平地遺構
が主郭を包囲するように配置されており、成立時期の異なると考えられ
る郭が重なり合い、かつ遺構が残存する例は全国的にも貴重であり、主
郭と竪堀や削平地遺構を含めた部分の保存と指定地範囲の拡大が必要で
ある。
（２）学術調査などによる保存整備
・竹田城跡が城郭史上または学術的に評価される点は、主郭を囲む石垣遺
構に求められる。その意味で削平地遺構や井戸跡調査、遊歩道の設置、
遺構周辺部の立木伐採を含めての保存・整備を図る必要がある。
・遺構主郭部の山麓部に、かつて存在していたと考えられる城主館跡と家
臣団屋敷の調査を含めた学術的調査や保護措置が必要である。
（３）指定地の拡大と民有地の買い上げ
・城郭の縄張りの全容が塁状削平地や井戸跡などの検出により明らかにな
ったので、これらの広域的な保存のため、指定地の拡大と指定地内の民
有地の公有化が最大の課題である。
・今後の保存修理事業や環境整備事業の実現後は、広く地域住民が親しみ、
かつ身近なものとして活用できる状態に環境整備しなければいけない。
（４）現状変更行為に対する制限
・現状変更の取り扱い基準を以下のとおり定め、指定地内の整備及び将来
構想に基づく諸事業を実施する。
①城郭内の建造物は原則として認めない。
②開墾、土砂採取については認めない。
③植樹については原則として認めない。
④遊歩道については山道を整備し、新設は避ける。
⑤駐車場は中腹に１箇所設けるほかは、設置は認めない。
⑥山容（城域のすべて）の景観をはばむ行為は一切認めない。
⑦城郭周辺の立木伐採については、山崩れ、落石防止の立場から 30cm
程度の切株を残す。
（５）史跡整備の目指すべき点
・史跡「竹田城跡」を保存するとともに、地域住民その他多くの人たちが
地方歴史に親しみ、史跡に対する愛着心を抱き、保護への熱意が高まる
ことを期待し、将来構想を確立する。
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策定計画
竹田城跡と城下町の
保存活用方針
(平成 24 年度)

概

要

「竹田城跡保存管理計画書 (昭和 52 年度)」策定以後、地域振興と観光
振興が一体となった文化財保護活用が求められるようになった。一方竹
田城跡では近年の見学者増加に伴い、遺跡などの保存活用が問われるよ
うになり、今後の円滑な保存・整備活用の推進を目的として、本計画が
策定された。
○歴史文化遺産の保存活用方針
①史跡竹田城跡が持つ多様な価値を適切に保存管理し、次世代へ確実に
継承する。
②史跡竹田城跡の保存活用を推進することで、地域の誇りの醸成、観光
振興や地域の活性化に寄与する。
③竹田に残る伝統的な町並みや建造物などの保存と利活用を図る。
④竹田に残る民俗文化はじめとする保存と歴史文化遺産の利活用と将
来への継承に努める。
○史跡竹田城跡保存活用の基本方針
①樹木（桜など）の取り扱い及び植栽・看板設置などの検討。
②史跡内での観光客などの見学には、制限を設けない。
③新たな駐車場・トイレの増設及び関連工事については、史跡地内は認
めない。ただし周辺に設ける場合は、景観などに配慮して行う。
④短、中、長期に区分して、史跡保存活用計画を立てる。
・短期(継続的)⇒緊急性のある石垣修理、植栽、雑木、草刈りなどの
環境整備の実施。
・中期⇒石垣の修復など。表面遺跡の保護と調査。
・長期⇒史跡指定範囲の拡大、史跡内の埋蔵文化財調査。
⑤指定地以外の調査研究。(平成 25,26 年)
⑥登山道整備の検討。(観光客増加及び通行止め箇所の解消など)
○史跡竹田城跡の保存活用の目的
①史跡竹田城跡の現在に至る歴史的経緯や、また多様な価値を踏まえた
上で、適切な保存管理計画を策定する。（昭和 52 年度策定版の改訂）
②周辺地域を含めて埋蔵文化財包蔵地の調査研究を継続して行い、竹田
城跡の全容を明らかにするとともに、調査に基づいた保存・整備・活
用の促進を図る。
③関係諸機関との連携を図りながら、史跡の円滑な管理を行う。
④市民(竹田区)の参画・協力を得ながら、協働して保存管理を実施する。
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■朝来市の関連計画など
策定計画

景観・文化財などに関する方針
第 １ 次 朝 来 市 総 ＜将来像とキャッチフレーズ＞
－人と緑 心ふれあう 交流のまち 朝来市－
合計画
＜文化財などに関する施策目標＞
(平成 19 年 3 月)
・朝来市の地域資源を活かした観光・交流事業の育成
・地域の歴史文化遺産の保存、活用、継承
・朝来市のイメージをつくり、高める
第 １ 次 朝 来 市 総 ○良好な景観を活かしたまちづくりの推進
合 計 画 後 期 基 本 ・地域自治協議会や地域住民などとの連携を図り、「竹田城跡と城下町の景観
を活用したまちづくり」を進め、回遊性確保により来訪者の滞在時間を拡
計画
（平成 24 年 3 月） 大させながら、賑わいのあるまちづくりを推進する。
第 ２ 次 朝 来 市 総 ○朝来市の強みを活かした観光振興
・竹田城跡や生野銀山などの拠点観光施設を活かして、多種多様な観光資源
合計画
をＰＲする。
（平成 25 年 9 月）
・観光施設、商工会、観光協会、地域自治協議会などの関係団体と連携を強
化し、市内の豊かな自然、貴重な歴史・文化遺産などの多様な観光資源の
ネットワーク化を推進する。
・銀の馬車道、鉱石の道など、関係市町との連携を図り、広域的な観光地づ
くりを推進する。
○後世に残したい歴史文化遺産の保存活用
・貴重な史跡や建造物、近代化遺産、天然記念物、民俗芸能など様々な歴史
文化遺産について、価値評価や調査を行い、文化財への登録や指定を推進
する。
・歴史文化遺産のうち、保存整備の必要なものは整備を行いながら後世に引
き継ぐ。
・市民が歴史文化遺産の価値を再認識できるように、学習機会の提供や周知
活動に取り組み、朝来市に対する誇りや愛着心を高める。
・朝来市の歴史文化遺産のネットワーク化を進め、強力に情報発信すること
により、国内外からの来訪者の増加を促す。
朝来市都市計画
マスタープラン
(平成 25 年 3 月)

「朝来市総合計画」を基本に、地域の将来像ならびに都市づくりの基本的
な方向性を示している。
「地域資源を活かした魅力的な都市づくり」のため、竹田城跡を始めとす
る歴史資源などについての基本方針は、以下のとおりである。
○来訪者や企業などを惹きつける魅力あふれる都市づくり
・竹田城跡や生野銀山、古墳群など、朝来市を特徴づける観光資源をネット
ワーク化し、新たな観光ルートとしてＰＲするなど、全市的な観光・交流
まちづくりを推進する。
・竹田城跡や生野銀山だけでなくその他の資源と組み合わせた多面的な観
光・交流拠点の情報発信などのために、必要な景観保護や景観形成の取り
組みを推進する。
・地域や地区の固有の資源（歴史・文化、祭り、魅力的な風景など）を掘り
起こし、「地域や地区の宝」として市民参加による都市づくりを推進する。
○豊かな環境や景観の恵みを暮らしに活かす都市づくり
・豊かな自然環境を土台とした個性的な歴史・文化的景観や美しい農村風景、
賑わい景観などを守り、磨きをかけることで、朝来市らしい景観を将来世
代へ継承する。
・基本となる景観構造や景観資源の価値を守りつつ、それを市の魅力として
広く発信し、市のイメージ向上、市民のふるさと意識の醸成などに活かす。
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策定計画

景観・文化財などに関する方針

朝来市景観計画

朝来市全域を対象に、市民、事業者、行政などの協働による景観まちづく
りを展開していくことを目的としている。
竹田城跡については、
「中近世の朝来の歴史を色濃く残しており、朝来市の
代表的な景観の 1 つとなっている。」と捉え、竹田や生野に見られる歴史文化
的景観を、さらなる観光交流、経済振興、にぎわいづくりなど地域再生の資
源として、より一層の活用を課題としている。
景観まちづくりの方針の１つに、雲海に浮かぶ美しい竹田城跡や歴史的な
町並みといった竹田の景観や、生野に残る鉱山町独特の文化的な景観など、
「朝来市の特徴ある景観の保全・継承」をあげている。
そして竹田地区を「景観形成地区」に指定し、景観形成の方針と景観形成
基準を設定している。

(平成 25 年 4 月)

○竹田景観形成地区の景観形成の方針
◇竹田城跡景観形成ゾーン
・市街地の背景となる竹田城跡が位置する古城山の緑豊かな東斜面の景観を
保全するとともに、それらと調和した市街地景観の形成を図る。
◇寺町景観形成ゾーン
・古城山の麓に連なる寺社
とそれに沿って流れる水
路によって形成される町
並みを保全しつつ、歴史
性を感じさせる景観形成
を図るとともに、寺町景
観通りを設定して魅力あ
る通り景観の形成を進め
る。
◇一般市街地町家景観形成
ゾーン
・伝統的な町家が連なって
形成される町並みや、円
山川との調和に基調をお
いた景観形成を図るとと
もに、町家景観通り及び
ふるさとの川景観通りを
設定して、魅力ある通り
景観の形成を進める。
◇家具のまち景観形成ゾー
ン
・歴史的地場産業としての
家具工場があるゾーン
で、竹田らしさの創出に
配慮しつつ、円山川沿岸
や竹田城跡から見ても魅
力のある景観の形成を図
るとともに、ふるさとの川景観通りを設定して、魅力ある通り景観の形成
を進める。
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策定計画
第２次朝来市環境
基本計画
(平成 27 年 3 月)

景観・文化財などに関する方針
朝来市の現状に即して国の環境基本計画の理念の実現を図るための計画
で、市の環境政策の方向性を示している。
環境施策の展開の 1 つに、「歴史と文化を守り、うるおいとやすらぎのあ
る社会の実現をめざす」があり、施策や取組みの方向として、史跡・文化財
の保全と活用、歴史景観などの保全と創出を掲げている。

竹 田 地 域 ま ち づ く ＜地域の課題＞
竹田城跡と城下町の町並みを市の観光の拠点として、また地域の資源とし
り計画
て磨いていく必要がある。
＜まちづくりの方針＞
①日本屈指の山城・竹田城跡の観光をより魅力的にしていきましょう。
・本市を代表する観光スポットとして、全市的な観光をけん引するため、行
政と役割分担し、より充実した観光地となるようボランティアガイドなど
の取り組みを進めていく。
・拠点整備施設をはじめ、竹田城跡観光を地域の活性化につなげる取り組み
を、生活環境の保全に努めつつ、市と地域の協働で進める。
②地区ごとの特色を活かしたコミュニティづくりを行いましょう。
・豊かな自然に包まれた山間部、暮らしやすい生活環境のある農村集落部、
文化があり賑わいのある竹田の城下町の町並みなど、各地区がそれぞれの
個性を認識し、身近な伝統文化なども活かしながら住民が愛着を持てるま
ちづくりを行う。
③歴史ある町並みや集落と自然とが調和した景観を継承しましょう。
・立雲峡が立地する朝来山や円山川が織りなす、山城と調和した豊かな景観
を保全する。
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■兵庫県の関連計画など
策定計画

概

要

合併前の旧朝来郡４
町
(和田山町・山東町・朝
ミュージアム構想
来町・生野町)を基本的に
(平成 16 年３月)
対 象 と し 、「 茶 す り 山
兵庫県但馬県民局
古墳」の史跡指定を契
機に、古墳を中心とし
たエリア一帯を南但馬
地域の歴史・文化の中
核的交流拠点として位
置付け、周辺の歴史文
化資源とのネットワー
ク化などを通じて、地
域の活性化や地域内外
との交流促進を目的と
している。
対象地域内を、「古代
歴史資源エリア」・「中
世・近世歴史資源エリ
ア」・「近世・近代歴史
エリア」・「自然資源エ
リア」に分類し、竹田
城跡は、「中世・近世歴史資源エリア」内の歴史・文化資源に位置付けられて
いる。
南但馬地域（養父市・朝来市）において、緑を軸とした広域的な見地から
緑条例～緑豊かな
土地利用を考え、自然に配慮した開発誘導により、自然に調和した地域環境
地域環境の形成に
の形成を図ることを目的に、７つの環境形成
関する条例
区域を設定し、開発行為を行う際の基準（地
(平成 17 年 11 月)
域環境形成基準）を設定している。
竹田城跡の位置する古城山は、１号区域
（山を守る区域）または２号区域（山を生か
す区域）、山麓及び城下町は２項区域（歴史
的景観区域）に指定されている。
南但馬歴史・文化

■１号区域（山を守る区域）
風景形成の観点から特に重要な土地の区
域で、森林としての土地利用を通じて形成さ
れる緑豊かな環境保全を図る区域。
■２号区域（山を生かす区域）
現況の森林を主体とする区域であり、今後
とも森林としての土地利用を通じて、森林が
持つ多面的な機能の発揮を図るとともに、多
様な交流を生かして森林などと建築物が調
和した緑豊かな環境形成を図る区域。
■２項区域（歴史的景観区域）
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おり、歴史・
伝統を継承した趣のある市街地などの環境の形成を図る区域。
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