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（１）篠山伝建地区の概要 



平成11年4月、旧多紀郡４町合併 
面積３７７ｋｍ2 
人口４４，４３１人（H24.4末） 
 

篠山市 

篠山市について 
篠山市篠山伝統的
建造物群保存地区 

篠山市福住伝統的建造物群
保存地区（仮称：協議中） 



 慶長１４年（１６０９）徳川家康の命による天下普請に
よって笹山に篠山城が築城される。 

 慶長１５年（１６１０）から城下町の整備開始 

 篠山城を中心に方格基調で縄張り 

まちの 

成り立ち 

春日神社祭礼画帖) 
 

 廃藩後、行政・教育・経済の中心地として発展。鉄道が
敷設されず、大規模開発とは無縁であったため、城下町
の構成要素である城跡・旧武家町・旧商家町が大きく壊
されることなく残った。 



 

篠山城下町における計画・制度等 



篠山城下町における計画・制度等 

文化財保護法・伝建条例 

     伝建地区 



篠山城下町における計画・制度等 

文化財保護法 

史跡篠山城跡 



篠山城下町における計画・制度等 

景観法・景観条例 

歴史地区（城下町地区） 



篠山城下町における計画・制度等 

歴史文化基本構想 

篠山地区（城下町） 



篠山市篠山伝統的建造物群保存地区 

旧商家町 

旧武家町 
城跡 



城跡 
（史跡篠山城跡） 

旧武家町 
（西新町・南新町・東新町） 

旧商家町 
（小川町・河原町） 

  篠山城跡を核とし、武家地や町人地の町割りを残す
など、近世の城下町の基本的構造を良く残すと共に、近
世から近代にかけて建てられた武家屋敷や商家及び寺
院など、城下町の要素を全体として良く残し、その歴史
的風致を良く今日に伝え、我が国にとって価値が高い。 

重要伝統的建造物群保存地区選定理由 

種別：城下町     面積：４０．２ha 
 
重伝建選定年月日：平成１６年(2004)１２月１０日選定 

特定物件数 
 建築物 ：１９８件 
 工作物 ：  ６３件 
 環境物件：７２件 
 合計：    ３３３件 
 （平成２３年(2011) 
         １２月現在） 

篠山市篠山伝統的建造物群保存地区 



（２）まちづくりの経過・推進体制 



昭和46年 町並み調査（兵庫県） 

昭和50年 伝建保存対策調査（文化庁） 

昭和51年～ 伝建指定への取り組み 

昭和62年～ 伝建指定への取り組み再開 

平成５年 景観形成地区に指定（兵庫県） 

平成７年～ 街なみ環境整備事業の実施 

平成12年～ 伝建指定への取り組み再開 

平成13年～ 伝建保存対策再調査の実施 

平成15年 伝建保存条例施行 

平成16年 地区都市計画決定・重伝建選定 

平成17年～ 伝建事業開始 

 神戸新聞（S50.5.12) 
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 神戸新聞（S56.2.4) 



昭和46年 町並み調査（兵庫県） 

昭和50年 伝建保存対策調査（文化庁） 
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平成15年 伝建保存条例施行 

平成16年 地区都市計画決定・重伝建選定 

平成17年～ 伝建事業開始 

 神戸新聞（S50.5.12) 

 神戸新聞（S56.2.4) 

 毎日新聞（H15.5.20) 

神戸新聞（H16.12.27) 



保存問題検討委員会の地元委員を中心に地元
の合意形成を図り、特定物件の同意についても
積極的に支援をいただいた。 

地元委員の献身的努力・支援が、今回の重伝
建選定の大きな力になった。 

 



地域の方々 

    調査・重伝建選定時→大きな力 

         →重伝建選定後が本当のスタート 

    今後も同じように一緒に進めていきたい 

修理やまちづくりの専門家 

    市役所に建築の専門家がいない 

    兵庫県で身近な専門家（ヘリテージ 

    マネージャー）を養成→タイミングが合う 

 

伝建地区のまちづくりを進めるには・・・ 

継続して連携していく仕組みづくり 

常に話し合える環境づくり 



まちづくりの推進体制 

住民・行政・専門家の三者が連携して 

       伝建地区のまちづくりを推進   



まちづくりの推進体制 
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まちづくりの推進体制 

住民・行政・専門家の三者が連携して 

       伝建地区のまちづくりを推進   



まちづくりの推進体制 

住民・行政・専門家の三者が連携して 

       伝建地区のまちづくりを推進   



 

 毎月１回定例役員会の開催（通算93回開催） 

   各町役員１２名と保存会登録建築士・教委担当
者が出席し、保存地区内の諸問題等について協議 

  ●現状変更行為に関する審査、協議 

  ●補助事業実施候補物件の選定 

  ●イベントの開催（修理現場見学会など） 

  ●自主事業（視察研修・勉強会など）の実施 

  ●視察対応 

  ●その他地区内の諸問題について意見交換   

篠山まちなみ保存会の活動 



  保存会活動への支援、連携 

  現状変更行為に関する相談業務・調査 

  篠山スタンダード・オリジナルの調査研究 

  古材バンクの実施（瓦・建具など） 

  まちの活性化に関する事業の企画・実施 

町並みスケッチ大会・展示 

専門家等の活動 

修理候補物件の調査 



（３）伝建地区での取り組み 



平成１７年度(2005)から伝建事業がスタート 

  平成17年度(2005)から文化庁などの補助を受け、
伝建地区の整備事業を実施 

 

 保存修理事業の実施（修理・修景 H17から継続） 

 保存修理事業報告書の発行（H17から継続） 

 説明板の設置（H18） 

 観光パンフレットの発行（H18） 

 防災計画の策定（H19） 

 防災対策事業の実施（H21～） 

 保存会活動の支援（H16～） 

   



7年間で50箇所75棟の修理修景を実施（H17-23) 

            



町並み整備が進むにつれて、保存会・住民から
「町を活性化する取り組み」をしようという意見が
増え、多くの活動が行われるようになる。 

 



 「町を活性化する取り組み」の実施にあたっては 

         自己資金や各種支援事業などを活用 

 

・NPOによる文化財建造物活用モデル事業（国） 

・文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業（国） 

・地域商業活性化事業（国） 

・地域づくり活動応援（ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ）事業（県） 

・丹波篠山築城４００年祭に伴う助成事業（市） 

・ふるさと篠山へ帰ろう住もう運動推進助成金事業（市） 

・財団の各種助成 

 



○Ｈ２Oたんば（ﾍﾘﾃｰｼﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰの団体）＋自治会 

  ・竹林整備、竹灯篭・竹民具・竹玩具づくり 

竹林整備 
平成19年度（2007）～ 

 



○ＮＰＯ法人 町なみ屋なみ研究所 

  ・ボランティアによる建物修理、売却、転貸、管理運営 

市民による古民家再生プロジェクト 
平成17年度（2005）～ 

（伝建地区は平成20年度～） 

平成20年11月24日   
神戸新聞 

平成22年6月11日 神戸新聞 



丹波篠山まちなみアートフェスティバル 
平成20年度（2008）～ 



丹波篠山ひなまつり 
平成20年度（2008）～ 

 



ササヤマルシェ 
平成22年度（2010）～ 



平成20年10月21日 神戸新聞 

伝統的建造物を店舗等として活用する事例や 
空き家に新たな住人が入る事例が徐々に増加 

 

平成18年7月23日 丹波新聞 

平成22年10月8日 神戸新聞 平成23年4月1日 神戸新聞 

平成22年8月12日 丹波新聞 



 福住の町並み（約25.2ha）             平成23年度 伝建審へ保存計画を諮問 

 旧街道沿いに形成された東西約３．５ｋｍにおよぶ宿場町と農村集落の町並み  

篠山地区 

大
阪 

京都 

籾井川 

住吉神社 

脇本陣跡 

本陣跡 

御蔵所跡 

禅昌寺 

弥陀寺 

清泰寺 

観音寺 

如来寺 

籾井城跡 

安口西砦跡 

安口城跡 

関所跡（推定） 

仁木城跡 

安田の大杉 

一里塚跡 

福住における町並みの保存と活用 

旧京街道（旧西京街道） 

旧八幡谷池 



平成22年6月6日 丹波新聞 

平成24年3月29日 丹波新聞 

平成21年2月22日 神戸新聞 



 伝建事業の積極的な推進 

   市民・観光客とも「町並みが美しくなってきた」 
   →意識の変化に 

    次は自分たちが何かをすべき時・・・ 
    →住民、有志、団体が「何かをやろう」と実行 

     →「すごく町が（良い方向に）変化している」と評価 

       

 多くの方々による支援・連携・実行 

   この町が好き、さらに良くしたい、元気にしたい 

   という強く熱い想いを多くの方々・団体が共有。 

   →保存会活動で情報を共有。それぞれが連携   

    しながら実行に・・・ 
    →たくさんの人の輪、人に恵まれている 

 

 

おわりに・・・ 



 少子化・後継者の問題 

 空き家、空き地の問題 

 修理・修景要望への対応 

 まちの活性化 

 防災対策 

 

 

様々な課題は 

      ありますが・・・ 

まちの活性化 空き家、空き地の問題 

修理・修景要望への対応（丹波新聞記事） 



  

 

  

篠山伝建地区の事例報告を終わります。  

ありがとうございました。 


