
 

               

 

 

「和歌山市歴史的風致維持向上計画（案）」について 
 

和歌山市では、「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）」第５条に基づき、「和歌山市歴史的風致維持向上計画」を策定します。 

 この計画は、地域固有の歴史・文化・自然、そしてそれらが織りなす歴史的風致を

維持向上し、将来世代へ引き継いでいくことを目的とした計画です。 

  

 

 

１．市全域で１０の歴史的風致を設定 

①景勝地和歌の浦にみる歴史的風致    ②紀三井寺にみる歴史的風致 

③和歌浦湾の漁業集落にみる歴史的風致  ④城下町和歌山にみる歴史的風致 

⑤加太春日神社の海老祭にみる歴史的風致 ⑥葛城修験道にみる歴史的風致 

⑦熊野古道にみる歴史的風致       ⑧三社詣にみる歴史的風致 

⑨木ノ本の獅子舞にみる歴史的風致    ⑩団七踊にみる歴史的風致 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．重点区域の設定 

 和歌の浦・紀三井寺の魅力向上・活性化を

目指し、重点区域に位置付け、歴史・文化を

生かしたまちづくりを積極的に推進します。 

 

 

 
 

和歌山市歴史的風致維持向上計画（案）を作成しましたので、市民の皆様のご意見を

募集します。 

募集期間：平成２９年１１月２０日（月）から平成２９年１２月１９日（火）まで 

 市のホームページ及び都市再生課・総務課資料コーナーで閲覧が可能です。 

  ※詳しくは市ホームページをご覧ください。（ＩＤ：１０１７８１８） 

担 当 課 都市再生課 

担 当 者 尼岡 

電    話 （073）435－1048 

内  線 2997 

計画（案）について“パブリックコメント”を実施します！ 

資 料 提 供 

平成２９年１１月２０日 

歴史的風致とは：歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地と、歴史と伝統を反映した

人々の営み、生活、活動が一体となって形成する、良好な市街地環境。 

【事業例】 

○歴史的建造物の維持管理・活用 

○街並みの修景整備（道路美装化 等） 

○交流拠点整備（ガイダンス施設 等） 

○普及啓発イベント等の開催  など 



和 歌 山 市 

和歌山市歴史的風致維持向上計画（案）概要 

平成２９年１１月２０日現在 
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計画の構成 
序章 計画策定にあたって       
 １．計画策定の背景と目的  ２．計画期間  ３．計画の策定体制  ４．計画策定の経緯 

第１章 和歌山市の歴史的風致形成の背景     
 １．自然的環境  ２．社会的環境  ３．歴史的環境   ４．文化財等の分布状況 

第２章 和歌山市の維持・向上すべき歴史的風致 
 １．和歌山市の維持・向上すべき歴史的風致  ２．維持・向上すべき歴史的風致の内容 

第３章 歴史的風致の維持及び向上に関する方針 
 １．歴史的風致の維持及び向上に関する課題  ２．既存計画との関係性  
 ３．歴史的風致の維持及び向上に関する方針  ４．歴史的風致維持向上計画の推進体制 

第４章 重点区域の位置及び区域  
 １．歴史的風致の分布  ２．重点区域の位置  ３．重点区域の区域・名称・面積 
 ４．重点区域における歴史的風致の維持向上による効果  ５．良好な景観の形成に関する施策との連携  

第５章 文化財の保存又は活用に関する事項     
 １．市全体に関する事項  ２．重点区域に関する事項      

第６章 歴史的風致維持向上施設の整備又は管理等に関する事項  
 １．歴史的風致維持向上施設の整備又は管理等についての方針  
 ２．歴史的風致の維持・向上に資する事業   

第７章 歴史的風致形成建造物の指定の方針     
 １．歴史的風致形成建造物の指定の方針  ２．歴史的風致形成建造物の指定要件  
 ３．歴史的風致形成建造物の候補   

第８章 歴史的風致形成建造物の管理の指針となるべき事項     
 １．歴史的風致形成建造物の管理の基本的な考え方  ２．歴史的風致形成建造物の管理の指針 
 ３．届出が不要の行為 

第９章 歴史的風致を生かしたまちづくりの展開        
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序章 

計画策定の背景と目的 

計画期間 

計画の策定体制 

豊かな風致景観や歴史・文化遺産を守り、育て、
継承し、さらに個性豊かな地域づくりへとつなげ
ていく「歴史まちづくり」を目指し、歴史まちづくり
法に基づく歴史的風致の維持向上を目的として
「和歌山市歴史的風致維持向上計画」を策定す
る 

平成30年（2018）度から平成39年（2027）度 

和歌山市歴史的風致維持向上計画策定 

協議会 
 ・学識経験者 

・和歌山県：都市政策課長 

      文化遺産課長 

      海草振興局地域振興部長 

      海草振興局建設部長 

・和歌山市：都市計画部長 

      生涯学習部長 

      観光国際部長 

      農林水産部長 

      道路部長 

      建設総務部長 

助 言 

和歌山市歴史的風致維持向上計画の策定体制 

作業部会 
・都市再生課（事務局） 

・文化振興課 

・市立博物館 

策定庁内委員会 
・都市再生課長 

 ・文化振興課長 

 ・市立博物館長 

 ・観光課長 

 ・農林水産課長 

 ・道路政策課長 

 ・公園緑地課長 

提 案 

・徳川御三家ゆかりの城下町、名勝和歌
の浦等の固有の歴史的・文化的資産が
ある 

・歴史的建造物等の維持の困難、伝統行
事の担い手の不足 
→脈々とつづく「まちなみ」、「いとなみ」を
守ることが課題 
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第１章 歴史的風致形成の背景 

自然的環境 

社会的環境 

歴史的環境 

・北部と東南部を山地・丘陵地に囲まれ、紀の川流域の沖積地に市街地が形成 
・紀の川の豊富な水量を灌漑用水、水運、漁業等に利用し、沿岸地域の発展に寄与 

・伝統的な地場産業（繊維、捺染、皮革、化学、木工等）、「ぶらくり丁」に代表される商業環境、鉄
鋼、化学の重化学工業 
・農業、漁業が盛んだが、高齢化や生産高の減少が進行 
・和歌山城、和歌の浦、雑賀崎等、歴史・文化資産や豊かな自然に恵まれ、観光客は近年増加 

原始時代 

古代 

中世 

近世 

近・現代 

・旧石器時代からの歴史、全国屈指の規模の岩橋千塚古墳群が形成 

・『日本書紀』や『古事記』の神話に登場、代表するものは日前宮 

・多くの荘園が形成、土豪や農民らが「雑賀一揆」として地縁的な組織を結成 

・浅野氏が和歌山城を築城、その後、徳川頼宣が入国し城と城下町を拡張 

・廃藩置県より和歌山県に、明治22年に和歌山市が発足、第二次世界大戦に
より市街地が被害を受ける 
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第１章 歴史的風致形成の背景 

平成29年5月時点で国指定文化財50件、国登録有形文化財県82件、県指定文化財66件、市
指定文化財61件の計259件 

文化財等の分布状況 

平成29年5月時点 

和歌山市内の文化財の分布図 

種別 
国指
定 

国登
録 

県指
定 

市指
定 

計 備考 

有
形
文
化
財 

建 造 物 12 82 8 11 113 
和歌山城岡口門，護国院多宝塔，東
照宮社殿，阿弥陀寺本堂他 

絵 画 3 - 3 12 18 
絹本著色十六羅漢像，絹本著色釈
迦三尊像，絹本著色鳥羽天皇像他 

彫 刻 5 - 1 7 13 
木像千手観音立像，木像十一面観
音立像他 

工 芸 19 - 17 6 42 
金銅造丸鞘太刀，南蛮胴具足，白地
葵紋綾小袖他 

書 籍 1 - 3 4 8 
久我通具筆二首懐紙，紙本墨書慈
円僧正願文他 

考 古 1 - 5 2 8 
車駕之古址古墳出土品，男子立像
埴輪，太田・黒田遺跡出土銅鐸他 

歴史資料 0 - 0 6 6 
仁井田好古撰文碑，紀伊国名所図
会板木 

無形文化財 0 - 1 0 1 関口新心流 

民
俗
文
化
財 

有形民俗 0 - 2 0 2 
日高地域の地引網漁用具及び和船、
保田紙製作用具 

無形民俗 0 - 3 0 3 
団七踊，岩倉流泳法，木ノ本の獅子
舞 

史
跡
名
勝
天
然
記
念
物 

史 跡 6 - 12 8 26 
特別史跡岩橋千塚古墳群，和歌山
城，大谷古墳，車駕之古址古墳他 

名 勝 3 - 0 1 4 
和歌山城紅葉渓庭園，養翠園，和歌
の浦，紀三井寺の三井水 

天然記念
物 

0 - 11 4 15 
友ヶ島深蛇池湿地帯植物群落，紀三
井寺の樟樹他 

計 50 82 66 61 259 
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・徳川家時代からの茶道や和菓子、伝統産業で
ある箪笥製品、ニット  製品、皮革製品、海に
面した環境から豊富な海産物等がある 
●紀州てまり 
●綿ネル・ニット製品 
●皮革製品 
●紀州箪笥 
●加太の真鯛 
●アシアカエビ 
●わかしらす 
●茶道 
●和菓子 

和歌山市の特産品、工芸品、食等 

日本遺産の認定 

平成29年（2017）4月28日に和歌の浦が 
「日本遺産」として認定 

第１章 歴史的風致形成の背景 
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第２章 和歌山市の維持・向上すべき歴史的風致 

 紀州東照宮の和歌祭は、和歌の浦の景勝をあ
らわす要素が随所に盛り込まれ、古来からの景
勝地である和歌の浦ならではの祭礼であるとい
える。また、和歌浦天満神社の天神祭は、地域
に密着し風物詩として人々に親しまれてきた。
さらに、和歌の浦は、時代ごとに保全のための
活動が行われ、景観や自然の恵みは、人々の生
活の一部となっている。 
 和歌の浦は、自然環境と歴史的重層性を示す
建造物が一体となった特有の景勝地であること
が誇りとされ、保全活動や祭礼が根付き、歴史
的風致を形成している。 
 

１）景勝地和歌の浦にみる歴史的風致 

渡御行列の巡行 

 雑賀崎・田野・和歌浦では、現在も漁業が生
業として続けられるとともに、漁業に結びつく
伝統行事が継承され、地域に根付いた行事とし
て大切にされている。 
 雑賀崎・田野・和歌浦での暮らしは漁業とと
もにあり続け、漁業という生業が集落に息づい
た地域として歴史的風致を形成している。 

３）和歌浦湾の漁業集落にみる歴史的風致 

 和歌山市では、初詣には日前宮、伊太祁曽神社、竈
山神社の三社に参詣することが当然のことのように行
われている。古くより三社をお参りする人が多く、こ
の三社を結ぶことを目的に和歌山電鐵貴志川線が通っ
た。 
 三社詣は和歌山市の風習として根付いており、三社
は、地域に限らず市民全体の歴史遺産となり、後世に
守りたい歴史的風致を形成している。 

８）三社詣にみる歴史的風致  木本八幡宮の例大祭は約500年継承されてい
る伝統行事であり、笛や太鼓の音に合わせた豪
快な舞いは、木ノ本地区の人々にとっての誇り
であり、子どもの頃から教えられることで、次
の世代へと受け継がれてきた。 
 木本八幡宮を背景として獅子舞が舞う風景、
そして獅子舞を守る人々の活動、これらは将来
にわたって受け継いでいきたい歴史的風致であ
る。 
 

９）木ノ本の獅子舞にみる歴史的風致  団七踊は江戸時代から続く郷土芸能であり、
毎年西熊野神社では団七踊が上演され、地域に
音頭や太鼓の賑やかな音が響きわたる。 
 子どもから大人まで踊る風景は、地域の人々
にとって馴染み深い風景であり、一体感を感じ
させる行事として大切に受け継がれ、歴史的風
致を形成している。 

１０）団七踊にみる歴史的風致 

 和歌山城は、和歌山公園として一般開放されて
以来、四季折々の風景を見せる公園として、多く
の人々に親しまれてきた。また、外堀の一部は残
り、城下町和歌山の特徴として保全しようという
住民により活動が行われている。これらの活動の
もと、茶道や西の丸を中心とした紅葉、山吹、桜
の鑑賞等、文化に親しむ人々の活動が息づいてい
るといえる。 
 このような活動が行われることにより、和歌山
城とその周辺は今も多くの人々を惹き付ける場で
あり続け、歴史的風致を形成している。 

４）城下町和歌山にみる歴史的風致 

 平安時代末期から続く葛城修験において、修
験の形式は一部変容しているものの、自然を信
仰の対象とし、自然から力を得るという人々の
目的は変わらず受け継がれている。今も春の峰
入りの際には必ず向井家を訪れ、護摩行を行い、
友ヶ島で修行を行うことが慣習となっている。 
 加太・友ヶ島には、修験の歴史を今に伝える
建物や遺跡が、修験の活動とともに残り、歴史
的風致を形成している。 

６）葛城修験道にみる歴史的風致 

 加太春日神社の海老祭において、まちなかや
加太浦に沿いながら地区一帯を巡行する祭礼を
通じて、加太の人々の暮らしや生業の営みを感
じることができる。また、加太の人々にとって
海老祭を行うことは、伝統文化の継承とともに
地区全体で取り組むことで一体感を醸成する場
ともなっている。 
加太春日神社の海老祭は、暮らしの場、生業の
場と一体となり、歴史的風致を形成している。 
 
 

５）加太春日神社の海老祭にみる歴史的風致 

 熊野参詣の歴史は古代にまで遡り、現在も
人々の往来は続き、熊野古道の顕彰や追体験と
して王子社を順次訪れるという作法も受け継が
れている。王子社跡は熊野古道の歴史を伝える
貴重な文化遺産であり、地域の人々の誇りとし
て大切に守られている。 
 熊野古道は、古くからの参詣道の顕彰として
現在も人々の往来は絶えず続き、地域住民に
とって特別な存在として継承され歴史的風致を
形成している。 

７）熊野古道にみる歴史的風致 

吉祥水感謝例祭 
幟揚げ（神木） 

市民茶会 

神輿の巡行 

春の峰入り 

王子跡の案内板 

駅前に掲げられたのぼり 

宮ノ原で行われる 
獅子舞 

団七踊 

計画期間：平成30年（2018）度から 
平成39年（2027）度までの10年間 

和歌山市は、紀伊半島の北西部に位置し、豊かな海に恵まれ、風光明媚な景勝の地として広く知られた。中世末には、「和歌山城」が築城、徳川御三家の城下町として繁栄を極めた。徳川家ゆかりの城
下町や名勝和歌の浦等固有の歴史的・文化的遺産が各所に残り、和歌祭等の伝統を有する活動が脈々と継承され、歴史的風致を形成している。 

 三井水は、古来より紀三井寺の名所として、
地域住民や寺の住職らにより守られ、今もこの
水を汲むために訪れる参拝者がいる。また、紀
三井寺の年中行事は、地域住民自身の関わりで
今日まで継続されているといえる。さらに、布
引に広がる畑地で生産される農産物は、この地
の特色となるとともに、対岸の和歌の浦までの
景観の一部となっている。 
 紀三井寺と三井水、布引の畑地から名草山ま
での景観は、地域住民の活動により、今も多く
の人々を惹きつける名所となり、歴史的風致を
形成している。 

２）紀三井寺にみる歴史的風致 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLzNKGqqPTAhXIfrwKHX-KDMkQjRwIBw&url=http://www.wakayamakanko.com/information/?p%3D5240&psig=AFQjCNFFb7wlx4x-JK1UArPMDXk_WupBMQ&ust=1492238039353973
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第２章 ①景勝地和歌の浦にみる歴史的風致 

●和歌祭（元和8年（1622）） 
・東照宮創建以来続けられている例大祭で
あり、和歌の浦の景勝の要素を取り入れ
た渡御行列が和歌の浦のまちを練り歩く 

●天神祭（江戸時代） 
・和歌の浦の地域一円で親しまれる祭礼で
あり、夏越の祓も合わせて行われる 

●和歌の浦の景観に親しむ人々の活
動（江戸時代） 
・観海閣を中心とし、干潟景観を眺めて楽し
む人々の活動が続いている 

・玉津島神社 
・塩竈神社 
・和歌浦天満神社 
・御手洗池 
・紀州東照宮 
・不老橋 
・妹背山多宝塔・観海閣・三断橋・あしべ屋妹背別荘 
・多田家住宅・和田家住宅・梅本家住宅・朝間邸 

人々の活動 

歴史上価値の高い建造物 

歴史的風致のエリア 
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第２章 ②紀三井寺にみる歴史的風致 

●三井水の利用と保全活動（江戸時代） 
・地域住民が三井水の清掃等維持管理を行い、水質を保全

している 

・毎年吉祥水感謝例祭を実施している 

 ●紀三井寺の年中行事と十一人衆の活動（世話役の 
 制度は昭和20年（1945）代頃） 
・紀三井寺の年中行事の準備等を十一人衆という地域住民

の世話役が協力して執り行う 

●布引の砂地農耕（江戸時代） 
・砂地を生かした農業が行われ、特に大根は布引を象徴す

る農産物として、紀三井寺の行事「しまい観音」で大根が炊

かれふるまわれる 

・紀三井寺護国院 
・三井水 
・布引の農地 

人々の活動 

歴史上価値の高い建造物 

歴史的風致のエリア 
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第２章 ③和歌浦湾の漁業集落にみる歴史的風致 

●雑賀崎の旧正月（江戸時代中頃） 
・旧正月の時期に、初詣を行った後、船に乗り安全と大漁を

祈願する 

 ●魚供養・海難犠牲者供養の行事（明治時代） 
・極楽寺にて、日々の糧となる魚に感謝し、海難犠牲者の
霊を慰める行事が親鸞聖人の降誕会と合わせて行われ
る 

 ●田野の幟あげ（明治時代頃） 
・神社でのお祓い及び漁師による幟揚げの祭礼が行われ
る 

 ●和歌浦蛭子神社の潮祭（近世～近代） 
・神社でお祓いを受けた後、漁港から船で沖に出て、船上で

神事を行い、大漁を祈願する 

・雑賀崎衣美須神社 
・極楽寺 
・田野衣美須神社 
・和歌浦蛭子神社 

人々の活動 歴史上価値の高い建造物 

歴史的風致のエリア 
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第２章 ④城下町和歌山にみる歴史的風致 

●城下町の再建と保全活動 

・市民からの寄付により、戦災から和歌山城天

守閣が復興する（昭和31年（1956）頃） 

・毎年松のこも巻き（昭和33年（1958）頃より前）、石

垣の清掃等、和歌山城の環境の保全活動が行

われる 

・内川に人々の営みを感じる水辺の環境を取り

戻そうと、水質改善等の活動が行われる（昭

和42年（1967）） 

 ●徳川家時代の文化に親しむ人々の活動 
・江戸時代より庭園に咲く椿と山吹、紅葉渓庭園に
おける紅葉が観賞（明治34年（1901）に和歌山城
公園として一般開放）され親しまれている 

・徳川家の時代からの茶道文化が息づき、茶会や
茶、和菓子に親しむ機会がある（江戸時代） 

・和歌山城 
・内川 
・岡山の時鐘堂 
・夜雨荘・芦鶴庵・岡陽軒・加田家住宅・山本家住宅 

人々の活動 歴史上価値の高い建造物 

歴史的風致のエリア 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLzNKGqqPTAhXIfrwKHX-KDMkQjRwIBw&url=http://www.wakayamakanko.com/information/?p%3D5240&psig=AFQjCNFFb7wlx4x-JK1UArPMDXk_WupBMQ&ust=1492238039353973
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第２章 ⑤加太春日神社の海老祭にみる歴史的風致 

●海老祭（慶長2年(1597)より前） 
・加太春日神社の例大祭であり、神輿渡御が加太のまち
一体を巡行する 

・加太春日神社 
・稱念寺 
・向井家住宅 
・旧加太警察署 
・宮崎家住宅・麻殖生邸 

人々の活動 

歴史上価値の高い建造物 

歴史的風致のエリア 
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第２章 ⑥葛城修験にみる歴史的風致 

●本山派修験道・春の峰入り（平安時代末期） 
・葛城修験は、加太及び友ヶ島を出発点として、葛城山脈

を修行する 

・毎年4月の峰入りの際には、加太の向井家や行者堂、
友ヶ島を訪れる 

・向井家住宅 
・行者堂 
・閼伽井 
・序品窟 
・観念窟 
・深虵池 
・剱之池 
・阿振利賀不動 

人々の活動 

歴史上価値の高い建造物 

歴史的風致のエリア 
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第２章 ⑦熊野古道にみる歴史的風致 

●熊野参詣の顕彰 

・古代の貴族から熊野三山への参詣が始まり、庶民へも広が
った。王子を順次参詣することが重要な作法とされている 

・地域住民を中心に、案内板の設置、語り部による案内等

、熊野古道の歴史を伝える取組がされている 

・紀伊路の王子社 
・平松家住宅・宇藤家住宅・長多家住宅・旧中筋家住宅・
中筋家住宅 
・大屋都姫神社・高積神社・歓喜寺・伝法院・都麻都姫神
社・満願寺社・熊野神社・小栗判官伝承の関連遺構 

 

歴史的風致のエリア 人々の活動 

歴史上価値の高い建造物 
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第２章 ⑧三社詣にみる歴史的風致 

●三社詣（大正初期より前） 
・初詣に日前宮、伊太祁曽神社、竈山神社の三社にお参り
する 

●三社のお祭り 
・三社は和歌山市の中でも特に由緒深く、地域の人々に親し
まれている祭礼がある 

・日前国懸神社 
・伊太祁曽神社 
・竈山神社 

・和歌山電鐵鉄貴志川線伊太祁曽駅プラットフォー
ム及び上屋 
・和歌山電鐵貴志川線伊太祁曽駅検査場 
・和歌山電鐵貴志川線西第二橋梁 

歴史的風致のエリア 人々の活動 

歴史上価値の高い建造物 
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第２章 ⑨木ノ本の獅子舞にみる歴史的風致 

 ●例大祭（約500年前） 
・木本八幡宮の例大祭であり、五穀豊穣を祝い、祭礼では
獅子舞が奉納される 

・木本八幡神社 

歴史的風致のエリア 人々の活動 

歴史上価値の高い建造物 
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第２章 ⑩団七踊にみる歴史的風致 

●岡崎団七踊（江戸時代後期） 
・江戸時代中ごろから岡崎西地区で受け継がれている伝統

の踊りである 

歴史的風致のエリア 人々の活動 

歴史上価値の高い建造物 

・西熊野神社 
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第３章 歴史的風致の維持及び向上に関する方針 

歴史的風致の維持及び向上に関する課題 歴史的風致の維持及び向上に関する方針 

・所有者の高齢化、後継者不在、費用負担の問題か
ら維持管理が行われず老朽化が進行 
・所有者に保存・活用を依存する状況、滅失や改変
等によりその価値が失われたものも 
・登録文化財等の指定・登録、保存・維持管理に順次
取り組むも活用方策まで手が届いていない 
・文化財以外の歴史的建造物手立てが講じられてい
ないため滅失や改変の可能性も 

 （１）歴史的建造物の保存・活用に関する課題 

・少子高齢化や若年層の減少、価値観の多様化等の
影響により、伝統文化活動の担い手の減少、担い
手の固定化に伴う負担感の増大が問題に 
・文化財への認識は十分に浸透しておらず、全市に
わたる取り組みとして広げられていない 
・歴史的風致が有する価値、素晴らしさを語り伝えて
いくことが課題 

 （２）伝統文化を反映した活動の継承に関する
課題 

●指定文化財の保存・活用 
●指定文化財以外の建造物の文化財指定、歴史的風
致形成建造物指定 

●建造物の積極的な活用 
●所有者等の修理への支援 
●市所有・管理の歴史的建造物の耐震診断、耐震工
事、公開や活用のためのユニバーサルデザイン化
等 

 （１）歴史的建造物の保存・活用に関する方針 

●歴史文化資源の保全や伝統文化を反映した活動に
関わる人々や各種団体等への支援の充実 

●市民が伝統文化活動に触れることのできる機会づく
りやイベント等の実施や、市民活動団体等が主体と
なった取り組みの継続のための支援による、活動へ
の積極的な参加と、担い手の育成 

 （２）伝統文化を反映した活動の継承に関する方針 
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第３章 歴史的風致の維持及び向上に関する方針 
歴史的風致の維持及び向上に関する課題 歴史的風致の維持及び向上に関する方針 

・歴史的風致を構成する建造物周囲に位置する建
築物・工作物で景観にそぐわないもの、空き地・
空き家のまま放置され維持管理がされていないも
のが存在 
・散策しにくい環境（整備不足、動線が不十分） 
・文化財へのアクセス環境も整っていない 
・一体となって特色ある歴史的風致を形成する自
然環境が適切に維持管理されていない 

 （３）歴史的建造物の周辺環境の保全に関す
る課題 

・市民や来訪者に歴史的風致の情報が適切に提
供できておらず、価値が認識されていない 
・来訪を観光行動にとどめることなく、歴史的風致
をより広く、深く理解する機会を提供するための
活動団体と市の連携が十分ではない 
・和歌祭をはじめとした歴史的風致にまつわる伝
統文化活動の価値や情報を展示・発信する拠点、
活動の拠点となる施設の不足 

 （４）歴史的風致の情報発信と認識向上に関
する課題 

●法制度の活用、事業の実施、景観計画等による環境の
保全 

●周辺環境の価値に対する認識が高まって場所の実態調
査、記録の保存、情報発信 

●建造物の外観修景、道路美装化、電柱電線類の地中化
や移設の推進 

●周辺部におけるアクセス環境の改善 
●空き家に関する情報共有や対策の検討 
●自然環境の適切な維持管理（和歌の浦の自然環境の計
画的保全） 

●眺望スポットとなる公園やアクセスルート・視点場となる遊
歩道の整備 

 （３）歴史的建造物の周辺環境の保全に関する方針 

●歴史的建造物付近や交通結節点等での説明版や誘導サ
イン等の設置、観光マップ等の作成 

●協働によるイベント等の開催等、各種団体と連携した情報
発信により、歴史的風致の認識向上 

●歴史的風致に関係する文化財等の調査成果の発信 
●パンフレットや冊子等を通じた認識の向上 

 （４）歴史的風致の情報発信と認識向上に関する方針 
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重点区域の位置及び区域 和歌浦湾を囲む形で形成され、相互に関連性を有する「景勝地和歌の浦
にみる歴史的風致」「紀三井寺にみる歴史的風致」「和歌浦湾の漁業集落
にみる歴史的風致」を包括する範囲を重点区域として設定（約384ha） 

重点区域の設定の考え方 

・価値の高い歴史的建造物や重要文化
財・名勝等の指定が集積しており、それ
らが人々の生活や活動の中で長きにわ
たり継承されている区域 

・海浜、湾や山等の自然環境と一体と
なって歴史的風致が形成されており、
その価値が広く認められた区域 

・複数の歴史的風致が相互に関連性を
有している区域 

第４章 重点区域の位置及び区域 
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重点区域に関する事項 

第５章 文化財の保存又は活用に関する事項 

・指定文化財は計画に基づく適切な保存管理 
・歴史的建造物の公開等の活用や情報発信 
・調査で価値が認められたものは、各種制度を活用し、計
画的に修理・整備等を実施 

 （１）文化財の保存・活用の現況と今後の具体的な
計画 

・東照宮、不老橋、三断橋等の文化財の保存修理、修復の
取り組みを順次推進 
・観海閣や玉津島神社の鳥居等の復元 
・未指定の有形文化財は、所有者等と協議を行い指定の上、
修理や活用等の費用を支援 

 （２）文化財の修理（整備）に関する具体的な計画 

・展示・情報発信を強化、ガイダンス施設の整備 
・公園施設の再整備、アクセス環境の整備等 
・文化財の説明板等の整備等 

市全体に関する事項 

 （１）文化財の保存・活用の現況と今後の方針 
・法令に基づき、適切な保存管理を推進 
・歴史的建造物の公開等の活用や情報発信 
・調査で価値が認められたものは、各種制度を活用
し、計画的に修理・整備等を実施 

 （２）文化財の修理（整備）に関する方針 
・適切な維持管理と日常的な点検、適切な助言 
・専門家等と連携のもと詳細な調査を実施 
・文化財保護法や県・市の文化財保護条例に基づい
て適切に実施 
・各種補助制度を積極的に活用 

・市民への文化財への理解と保存又は活用に向け
た気運の醸成 

・あしべ通り沿道、大門通り沿道等の修景整備、景観を阻
害する要因の改善 
・建築物の修景整備への支援 
・啓発等の取り組みを展開 

 （４）文化財の周辺環境の保全に関する具体的な計
画 

 （４）文化財の周辺環境の保全に関する方針 
・関連法令と連動した保全 
・整備事業等の文化財や周辺環境との調和の配慮 
・文化財周辺の景観を阻害する要素の改善 
・ルールづくり等の取り組みの支援 

 （３）文化財の保存・活用を行うための施設に関する
具体的な計画 

 （３）文化財の保存・活用を行うための施設に
関する方針 
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第５章 文化財の保存又は活用に関する事項 
重点区域に関する事項 

・日頃からの備えの実施の促進 
・日頃から所有者や管理者による予防対策を徹底 
・防火設備の設置促進、地震対策への支援 

 （５）文化財の防災に関する具体的な計画 

・学習イベントの実施 
・文化財の保存・活用に向けた普及・啓発 

 （６）文化財の保存及び活用の普及・啓発に関
する具体的な計画 

市全体に関する事項 

 （５）文化財の防災に関する方針 
・日頃から所有者等による予防対策、備えの徹底 
・防災面での啓発活動、消防訓練等の実施 
・防火設備の設置の促進、地震対策への支援 
・将来的な復元に資する史料等の整備 

 （６）文化財の保存及び活用の普及・啓発に関する
方針 

・既存事業の継続、講演会・シンポジウム等の開催等によ
る普及・啓発 
・学校等とも連携した歴史学習事業の展開 
・歴史的風致を生かしたまちづくり活動への支援 
・文化財を広く情報発信、公共サインの設置 

・届出等の徹底、指導のもと保護を徹底 

 （７）埋蔵文化財の取扱いに関する方針 
・既存事業の継続、届出等の徹底、指導のもと保護の徹底 

 （８）教育委員会の体制と今後の方針 
・関係部局と連携、調整を図りながら、文化財の保存・活用 
・引き続き和歌山市文化財保護委員会の意見を文化財保
護施策等に反映 

・担い手育成を視野に入れた活動団体への支援 
・将来的な歴史的風致維持向上支援法人の認定を視
野に入れた育成、協働事業 
・重点地区全体での活動の連携、交流 

 （９）各種団体の状況及び今後の体制整備の方針 
・必要な情報提供や広報、人材交流、人材育成等の積極
的な支援 
・伝統文化の担い手の後継者の育成を図るための組織強
化等の支援 

 （８）各種団体の状況及び今後の体制整備の具
体的な計画 

 （７）埋蔵文化財の取扱いに関する具体的な計
画 
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第６章 歴史的風致維持向上施設の整備又は管理等に関する事項 

【整備の方針】 

・歴史的風致を構成する建造物の保存や整備、歴史的風致の維持向上に資する環境の維持・形

成、歴史的風致の認識を向上させる事業等を実施する 

・事業の実施に際しては、施設やその周辺の歴史的背景を十分に調査するとともに周辺の景観

に配慮した整備を行うこととし、関係機関と十分な協議調整をした上で整備をとともに、国や県

の補助を有効に活用していくよう検討していくものとする 

・整備を行った施設は、積極的な公開・活用を行い歴史的風致の維持向上を図る 

歴史的風致維持向上施設の整備又は管理等についての方針 

【維持管理の方針】 

・施設の所有者や関係課等と十分な協議・調整の上、今後も適切な維持管理に努める 

・地域住民や関連団体等との連携による維持管理にも取り組むこととし、必要に応じて、所有者等

に対して指導・助言を行うこととする 
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第６章 歴史的風致維持向上施設の整備は管理等に関する事項 

重点区域においては、文化財や歴史的な建造物等とそれらに結びついた人々の活動の維持や発展に重点的に取り組み、当該区域の歴史的風致の維持向上を効
果的に推進する。また、これを通じて、その他の歴史的風致の維持向上にも効果を波及させ、ひいては本市全域の歴史的・文化的魅力の向上を目指す。 

美装化のイメージ 

重点区域の名称：和歌の浦区域 重点区域の面積：384ha 

（１）歴史的建造物の保存・活用に関する事業 

3.文化財の保存、修復と活用 
4.市域の文化財調査 
5.歴史的建造物等の公開・活用 
6.和歌山城の整備・活用 
8.次世代の担い手育成事業 
7.歴史的風致維持向上支援法人への活動支援 
9.歴史・文化に関する意識醸成・担い手拡大のソフト事業 
10.歴史・文化に着目したまちづくり支援事業 
12.無形民俗文化財の継承 
22.博物館歴史展示・講座の実施 
25.歴史・文化のプロモーション事業 
26.遺跡の普及・啓発 

１.紀州東照宮境内修景整備・建造物美装化 
２.玉津島神社境内修景整備 

 重点区域内の核となる寺社境内地（参道等）
の歴史的建造物の修景整備を行い、景観の向上、
来訪者回遊の増加をめざす。 

紀州東照宮境内 玉津島神社鳥居 

（３）歴史的建造物の周辺環境の保全に関する事業 

13.街なみ調査（整備方針・事業計画策定） 

14.住宅等沿道建物の外観修景 

 紀州東照宮や紀三井寺等を結ぶ主要なルート
で歴史的建造物も残るまちなみを調査、保全の
計画を策定し、助成等を通じて修景整備を行う。 

あしべ通り 

15.無電柱化の推進／16. 道路美装化、修景の推進 
／17.公園整備／18.観光遊歩道整備／19.駐車場 
整備／20.周遊バス事業 

 和歌の浦の景観の向上を図り、回遊性を高めるための
周辺整備を行う。 

無電柱化のイメージ 明光通り 

（２）伝統文化を反映した活動の継承に 
関する事業 

7.歴史的風致維持向上支援法人の活動支援 

 和歌祭保存会等、歴史・
文化に携わる活動団体を歴
史的風致維持向上支援法人
に指定、各種事業に対する
助成等の支援を実施する。 

和歌祭保存会の活動 

11.和歌祭の展示設置や祭礼衣装等の新
調・修繕 

 劣化が進み保存が難し
くなっている和歌祭で使
用する祭礼用具や衣装等
の復元を行うとともに、
紀州東照宮での展示設置
を行う。 

和歌祭渡御行列の衣装 

（４）歴史的風致の情報発信と認識向上に
関する事業 

21.「和歌の浦」ガイダンス施設整備 

 歴史的風致、日本遺産の価値やその成り立ち
等の情報発信と市民団体の交流・情報発信の場
となるガイダンス施設・駐車場を整備する。 

ガイダンス施設のイメージ 

23.和歌の浦の文化財説明板、まち歩き
案内板設置／24.日本遺産の魅力発信 

 和歌の浦の歴史的価
値に加え、歴史的建造
物や自然景観を楽しめ
る魅力を発信する案内
版の設置やPR事業を展
開する。 

日本遺産PR動画 

市全域を対象とした事業 
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重点区域内において歴史的風致を形成している建造物のうち、歴史的風致の維持向上のため
に保護を図る必要があると認められる建造物を、歴史的風致形成建造物として指定 

【指定対象の要件】 
① 和歌山県文化財保護条例に基づく指定
文化財 

② 和歌山市文化財保護条例に基づく指定
文化財 

③ 文化財保護法第57 条第１項の規定に基
づく登録有形文化財（建造物） 

④ 景観法（平成16年法律第110条）第19条
第1項に基づく景観重要建造物 

⑤ その他、本市の歴史的風致の維持向上
を図る上で重要なもので、市長が必要と
認めたもの 

【指定基準】 
① 建造物の形態・意匠又は技術上の工夫
が優れている建造物 

② 地域の歴史を把握するうえで重要な建造
物 

③ 歴史的な町並みの構成要素として重要な
建造物 

ただし、以下の条件を満たすことが必要 
 ・概ね築 50 年程度経過しているもの 
 ・所有者又は管理者等により適切な維持管
理が見込まれるもの 

 ・所有者の同意が得られているもの 

第７章 歴史的風致形成建造物の指定の方針 

歴史的風致形成建造物の指定の方針 

歴史的風致形成建造物の指定要件 

建造物の所有者と協議のうえ、同意が得られたものを前提として、歴史的風致の維持及び向上の
ために保全を図る必要があると認められるものを対象とする 
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第８章 歴史的風致形成建造物の管理の指針となるべき事項 

歴史的風致形成建造物の管理の基本的な考え方 

歴史的風致形成建造物の管理の指針 

（１）県及び市指定文化財  
・県及び市の文化財保護条例に基づき保護 
・建造物の外観及び内部を対象に、調査に基づく修復・復原を基本 
 （２）登録有形文化財 
・文化財保護法に基づき、適切に維持・管理 
・建造物の外観を主対象に、調査に基づく修復・復原を基本 
・建造物の内部において歴史的価値の高いものは、所有者との協議のうえ、保存に努める 
 （３）その他保全の措置が必要な建造物 
・登録有形文化財や市指定文化財として登録・指定するよう努める 
・建造物の外観を主対象に、現状の維持及び保護を基本 

・民間が所有する建造物の修理等は、補助制度を活用して所有者の負担軽減に努めるとともに、
必要な技術的指導を踏まえて実施 
（４）県、市指定の史跡名勝天然記念物及び登録記念物 
・現状保存を基本 

・所有者等による維持・管理を基本とし、増築、改築、移転又は除却に係る市長への届出及び勧告
等を活用する 
・修理が必要な場合、往時の姿に修復・復原することを基本とする 
・歴史的風致形成建造物の積極的な公開・活用を図る 


