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●　計画作成の背景 ●　計画作成の目的

●　計画期間と進捗管理

【措置の一覧】（下線は短期（１～３年）から 実施するもの）

第２次
総合計画

地域計画

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

前期 後期

地域計画計画期間

短期 中期 長期
見直し

※KPI（重要業績評価指標）とは事業の目的や目指す効果を各主体間で共有するための目標値のことです。

基本方針１－１　歴史文化を大切に思う「こころ」と「ひと」を育む
【全体】(1) 歴史文化遺産を活かしたふるさと学習、(2) 学習活動の支援、(3) 生

涯学習施設との連携による相談機能の充実、(4) 伝統行事交流事業、(5) 子ど
も観光大使の認定、(6) 歴史文化に関する交流の場づくり　【重点】(1) 旧原家
住宅を活かした年中行事継承事業、(2) 遺跡を拠点とした交流の場づくり

基本方針１－２　歴史文化を活かしたまちづくりの「しくみ」を整える
【全体】(7) 次世代の専門人材育成、(8) 歴史文化遺産活用支援組織の構築、

(9) 地域計画の周知・広報事業、(10) 歴史文化活用連携事業、(11) 市民との協
働による歴史文化遺産の調査、(12) 高校や大学・高専等の教育機関と連携し
た活用事業、(13) 市民協働による研究成果の活用、(14) 歴史文化遺産の活用
に関する庁内連携と文化財保存活用地域計画推進協議会の開催、(15) 事業効
果検証のためのデータ収集　【重点】(3) 重点区域歴史文化遺産活用支援人材
の育成、(4）重点区域歴史文化まちづくり連絡会の開催、(5）重点区域のお
宝探索、(6) 古代鉄文化の普及促進事業、（7）自然環境調査・活用事業

基本方針３－１　歴史文化の魅力を発信し、まちづくりに活かす
【全体】(45) 歴史文化遺産の公開事業、(46) シンポジウム・講演会の開催、

(47) 歴史文化遺産ハンドブックの作成、(48) 歴史文化を理解するための
市民講座、(49) 歴史文化遺産案内板等の設置　【重点】(16) 舟木遺跡公開
活用事業、(17) 舟木遺跡史跡整備事業、(18) 重点区域歴史文化遺産解説
書の作成、(19) 中近世から近代の海運業の歴史書の作成、(20) 重点区域
の住民講座・ワークショップ、(21) 海人の食育推進事業、(22) 重点区域
の歴史文化遺産案内板の設置

基本方針３－２　歴史文化の魅力を向上し、観光や定住につなげる
【全体】(50) 六次産業化と地域ブランドづくり、(51) 歴史文化まちづくり

事業、(52) 交通周遊ネットワークの整備、(53) 外国語解説サポーターの育成、
(54) 案内板・解説書の多言語化、(55) 文化財の保存活用拠点施設の整備、
(56) 歴史文化情報発信、(57)SNS を活用した情報発信　【重点】(23) 重点区
域「お宝」ブランド探し、(24) 重点区域歴史文化活用モデル事業、(25) 舟
木遺跡活用拠点施設整備、(26) 五斗長垣内遺跡活用拠点施設展示機能強化

基本方針２－１　淡路市の歴史文化を特徴づける歴史文化遺産を適切に守る
【全体】(16) 資料調査及び収集・整理・保存、(17) 市内埋蔵文化財調査、

(18) 古民家・歴史的建造物の把握調査、(19) 山間地の弥生集落の詳細調査、
(20) 調査・研究成果の整理と公開、(21) 文化財指定等の推進、(22) 市民
遺産制度の創設、(23) 歴史文化まちづくり支援制度の創設、(24) 顕彰制
度の創設、(25) 財源確保の仕組みづくり、(26) 遺跡台帳と遺跡分布図の
更新、(27) 歴史文化遺産カルテの整備、(28) 指定等文化財保存事業、
(29) 保存・活用に係る各種計画の作成　【重点】(8) 舟木遺跡の発掘調査、
(9) 舟木地域における歴史文化遺産の調査、(10) 古民家・歴史的建造物の
把握調査、(11) 舟木遺跡調査報告書の刊行、(12) 舟木遺跡の追加指定の
推進、(13) 祭礼・行事記録事業、(14) 舟木遺跡の保存活用計画の作成

基本方針２－２　歴史文化の広域的・空間的なつながりを大切にする
【全体】(30) 海人の調査・研究事業、(31) 広域的歴史文化まちづくり事業、

(32) 和歌の路活用事業、(33) 歴史文化 “物語” 作成事業、(34) 活断層ネッ
トワークづくり、(35) ヘリテージ・トレイル事業、(36) 歴史ウォーク

基本方針２－３　歴史文化遺産の防災・防犯を確実に進める
【全体】(37) 防災学習教材の作成、(38) 野島断層活用事業、(39) 災害資料

の調査・収集、(40) 文化財レスキュー体制の構築、(41) 地域防災計画に
おける位置付け、(42) 大規模災害に対する歴史文化遺産の防災対策、
(43) 文化財保護指導委員によるパトロール体制整備、(44) 歴史文化遺産
見守り隊事業　【重点】(15) 市民参加による防災訓練の実施

　淡路市文化財保存活用地域計画（「地域計画」といいます）は、本市の歴史文化遺産の保存・活用に関する総合的
な法定計画で、第２次淡路市総合計画の下に位置付けられるものです。地域の歴史文化を構成する多様な歴史文化遺
産を総合的・一体的に保存・活用することにより、魅力あふれる地域づくりに役立てるとともに着実な歴史文化遺産
の継承を図るものです。地域計画は、歴史文化遺産の保存・活用に関する長期的な方向性を定めるマスタープランと、
具体的な事業を計画するアクションプランとしての両方の役割を担います。

　本市では、多様で魅力的な歴史文化遺産が地域の
営みの中で育まれ、受け継がれてきました。本市では、
平成 27 年（2015）の歴史文化基本構想の策定をはじ
めとして、日本遺産事業や舟木遺跡の国史跡指定な
ど、歴史文化を活かした取組を積極的に進めてきま
した。しかしながら、人口減少や生活様式の変化な
どの社会的背景の中で、依然として多くの歴史文化
遺産が保存・継承に関する課題を抱えています。

　計画期間は令和４年（2022）度から令
和13年（2031）度までの10年間とします。
なお、第２次総合計画の最終年度（令和８
年（2026）度）に見直しを行うこととし
ています。
　地域計画では、計画期間を短期（１～３年）、中期（４・５年）、長期（６～ 10 年）に区分します。そのうち、
短期に実施を予定する事業についてのみＫＰＩ（重要業績評価指標）※を設定し、進捗状況を定量的に把握します。
中期又は長期で予定している事業については、全体の進捗状況の点検と効果検証を行った上で、事業計画の見直
しや具体化等を行います。

　歴史文化遺産が抱える課題を、多様な分野・主体
の連携により地域総がかりで解決していく事が求め
られています。そのため、地域が主体となって歴史
文化を守り伝えていくための人づくりを進めるこ
と、地域の歴史文化を着実に継承していくための持
続可能な仕組みづくりにより、歴史文化を活かした
まちづくりを効率的かつ効果的に推進していくこと
を目的として、地域計画を作成します。

　本市における歴史文化遺産の保存・活用の方向性に沿って、地域計画の計画期間（10 年）において優先的に実施す
る措置（取組）を設定しました。財源は市の単費、県の各種補助金、国の各種補助金（文化庁補助金、地方創生推進
交付金等）、団体による活動費等を想定しています。なお、措置は市全体で実施するもの（57 事業）、重点区域で実施
するもの（26 事業）があります。

　地域計画では、効果的に歴史文化を活かしたま
ちづくりを展開するために、モデル的な事業を優
先的に実施する「重点区域」を設定します。

　庁内関連部局、民間団体、研究機関などとの連携
体制の整備を進め、地域計画に基づく歴史文化を活
かしたまちづくりを推進します。そのため、令和４
年（2022）度からは、地域計画の実現に向け、事業
の効果検証や連携体制を構築する場として、「淡路市
文化財保存活用地域計画推進協議会」を設置します。
また、重点区域では、「重点区域歴史文化まちづく
り連絡会（仮称）」に向けて段階的に取り組みます。

淡路市文化財保存活用地域計画
【概要版】

●　「仁井地区・育波地区」
　国史跡であり、地域づくりの核である五斗長垣
内遺跡や舟木遺跡などの歴史文化遺産が立地す
る一方で、市内でも人口減少・少子高齢化の進
行が顕著な北淡地域の「仁井地区・育波地区」
を重点区域に設定します。

●　重点区域における取組の方向性
①「国生みの島・淡路」として広域的な視点か

ら市の歴史文化の拠点として整備を進める
②「海と陸をつむぐ営みの歴史文化」の継承モ
デルとして取組を進める

市民

専門家 行政

活 動 団 体、企 業、
研究機関、ヘリテー
ジマネージャー等

町内会（自治会）、まち
づくり協議会、公民館、
住民、通学・通勤者等

淡路市、国、
兵庫県、
近隣自治体等



●　社会的背景

●　自然的・地理的環境

●　歴史的背景

（芸能）三番叟、壇尻
の練り歌、五尺節など
（工芸技術）吹き戻し、

線香産業など

（有形）壇尻などの祭具、
力石、生活用具など
（無形）壇尻祭礼・梯子獅子・

大名行列・水かけ祭りなど
の祭礼、巨石信仰などの地
域信仰、お粥たたきなどの
年中行事、説話・信仰など

※ちょぼ汁やいかなごなどの食文化も本市を代
表する歴史文化遺産です。

※平成 27 年（2015）国勢調査より

朝廷へ塩を運んだことが
わかる木簡（平城京出土）

埋蔵文化財

埋蔵文化財

文化財の
保存技術

（点線内）   文化財保護法の対象とする文化財の範囲
（太枠内） 地域計画の対象とする歴史文化遺産の範囲

食文化

（建造物）神社、寺院、祠、
鳥居、民家、石碑、歌碑、
道標、地蔵、社日塔、灯台、
橋など
（美術工芸品）絵画、絵馬、

神像、仏像、出土遺物、
古文書、歴史資料など

瓦生産の景観、線香生産
の景観、棚田、たまねぎ
畑、果樹園、しらすの天
日干しの風景、漁港など

漁村集落、農村集
落、在郷町など

（遺跡）生産遺跡、集落
遺跡、古墳、城館跡、古
道など
（名勝地）庭園、眺めのいい

場所、岬、ため池など
（動物・植物・地質鉱物）断層、

絵島、イブキ群落、巨木など

　産業別就業者の割合は、第１次産業が 15.1％、第２次産業が 20.5％、第３次産業が 60.1％で、第１次産業の割合は
全国の 4.0％及び兵庫県の 2.1％を大きく上回っています※。また、平成２年（1990）の「淡路公園島構想」のもとに「淡
路島国際公園都市」の整備が進められ、明石海峡大橋の開通（平成 10 年（1998））と「淡路花博ジャパンフローラ
2000」の開催（平成 12年（2000））を契機に観光業は大きく展開し、現在では年間約 900万人の観光客が訪れています。
一方、本市の総人口は緩やかな減少を続けており、少子高齢化も進行しています。

　市の中央を南北に貫く北淡山地と激しい潮流の明石海峡をもって大阪湾と播
磨灘を隔てる環境や、比較的温暖な東海岸と冬季に強い季節風が吹きつける西
海岸という環境が、豊かな生態系をつくり、地域の個性となる生業、産業、生
活文化を生み出してきました。また、本市は全国有数の活断層密集地帯であり、
大地の変動により生み出された景勝地は今も昔も人々の心を魅了しています。

　淡路島は「国生み神話」の舞台となった島であり、市内には、伊弉諾神宮や絵島など神話に
まつわる伝承地がいくつかあります。また、弥生時代の鉄器生産遺跡である五斗長垣内遺跡や
舟木遺跡などが発見され、古代における重要な地であったと想定されます。中世から近世、近
代にかけても、本市は瀬戸内海の海上交通の要所として軍事的、経済的にも重要な役割を果た
しました。現代では、四国と本州を結ぶ陸上交通の結節点としても重要な役割を果たしています。
さらに、本市は、４世紀ごろから「御食国」として皇室、朝廷に海の幸を献上してきた地域であり、
現在も水産物、農産物の生産により全国各地の食を支えています。

基本方針１　歴史文化を活かしたまちづくりのための基盤をつくる
　１－１　歴史文化を大切に思う「こころ」と「ひと」を育む
　１－２　歴史文化を活かしたまちづくりの「しくみ」を整える

基本方針３　歴史文化の魅力を地域活力の向上に「活かす」
　３－１　歴史文化の魅力を発信し、まちづくりに活かす
　３－２　歴史文化の魅力を向上し、観光や定住につなげる

基本方針２　歴史文化の価値を「守り、伝える」
　２－１　淡路市の歴史文化を特徴づける歴史文化遺産を適切に守る
　２－２　歴史文化の広域的・空間的なつながりを大切にする
　２－３　歴史文化遺産の防災・防犯を確実に進める

　本市の歴史文化は、「海（うみ）」と「陸（おか）」を基盤として広がる豊かな自然環境を背景に繰り広げられる生業や産業、
海運や軍略、信仰や祭礼行事などの人々の「営み」が、有機的に関係し合いながら一体的な環境をつむぐことによって
創り上げられてきた固有の歴史文化であるといえます。このような本市の歴史文化は、「海（うみ）と陸（おか）をつ
むぐ営みの歴史文化」と表現できます。また、本市の歴史文化を紐解くと次の７つのテーマに整理されます。

　地域計画では、これまで育まれてきた全ての歴史的・文化的・自然的遺産を指定等※の有無にかかわらず「歴史文化遺産」
と定義します。さらに、これらの歴史文化遺産とその周辺環境の有機的な結びつきによって生み出される総体を「歴史
文化」といいます。淡路市では、令和３年３月現在 3，498 件の歴史文化遺産を把握しており、そのうち指定等文化財
は 55 件あります。また、伊弉諾神宮など 11 件の歴史文化遺産が、日本遺産 “『古事記』の冒頭を飾る「国生みの島・淡路」
～古代国家を支えた海人の営み～” の構成文化財として認定されています。

※指定等とは、文化財保護法令に基づく国・兵庫県・淡路市による指定・登録・選択・選定のことです。

①「記紀」と国生み神話：国生み神話をはじめとした『古事記』、『日
本書紀』にまつわり、かつての中央政権とのつながりを示す
歴史文化
②海運と軍略の要衝：瀬戸内海を介した浦や港、古
代から近代に至る軍略の要衝としての歴史文化
③景勝地への来訪：海と陸とが創り出す美しい
風景、古くから多くの人々が訪れて数多く
の詩歌が詠まれてきた歴史文化
④御食国：古くから海の幸に恵まれた古代
の「御食国」。その後も、漁業や農業を中
心とした第１次産業が人々の生活を支え
てきた歴史文化
⑤ものづくり：古くからの鉄器生産遺跡を
はじめとしたものづくりの歴史文化
⑥祈りと信仰：巨石信仰や戎信仰に係る神社、
巡礼の霊場、檀尻の出る様々な祭礼・行事な
どの歴史文化
⑦大地の胎動と防災：美しく豊かな自然風景をつくり
だす大地と大規模災害からの防災・減災に係る歴史文化

　地域計画では、「海（うみ）と陸（おか）をつむぐ営みの歴史文化光る活力あるふるさとづくり」を将来像に掲げ、「淡
路市固有の歴史文化の価値を共有し、市民、行政、専門家等が協働して守り、育み、その魅力に磨きをかけて、まちづ
くりに活かしていく」の基本理念のもとに設定した次の３つの基本方針に沿って、歴史文化遺産の保存・活用の取組を
進めます。なお、調査については「①関連文化財群ごとの把握調査」、「②地域を限定した悉皆的な把握調査」、「③市民
等との協働による把握調査」の三つの方針に基づき進めることとしています。

将来像　「海（うみ）と陸（おか）をつむぐ営みの歴史文化光る活力あるふるさとづくり」の実現


