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第３章 歴史的風致の維持向上に関する方針 

 

3-1 磐梯町の歴史的風致の維持向上への課題 

 

磐梯町は古くは山岳信仰の拠点として、強固なアイデンティティを有してきた。特に、

磐梯町中心部の市街地は、徳一が開基した慧日寺の門前町を起源とし、古くから大寺とい

う地名で呼ばれており、慧日寺が地域にとって大きな存在であったことが窺われる。 

このことは、廃仏毀釈が行われたにも関わらず、再興の声があがり、大正２年（1913）

に寺号復活祭が執り行われたこと、昭和に入って文化財としての保存の動きがあり、平成

に金堂・中門の復元が行われたこと、この地区の大字名は「磐梯」であるが、現在でも「大

寺」という通称で呼ばれることが多いこと等にもみてとれる。現在でも慧日寺参道は、本

寺地区のメインストリートであり、舟引き祭り、巫女舞といった伝統的な民俗芸能が行わ

れている磐梯神社へと人々をいざなう。 

また、山岳信仰の拠点として慧日寺の門前に発展した磐梯町には、慧日寺を背景に広が

る二本松街道沿いの宿場町として良好な歴史的風致が形成されている。 

ただし、国の史跡としての慧日寺跡の発掘、整備は継続的に行われているものの、まち

に存在する歴史的風致を形成する建造物・遺構の保存・公開、周辺地域における景観形成、

内外への情報発信などについては、まだ改善すべき点が多い。また、磐梯町は、人口が約

4,000人であり、人口減少、高齢化に直面している。歴史的風致の維持・向上に当たっては、

歴史的な資源の保全を進めるとともに、こうした資源の利活用を推進することにより、定

住意識を高め、地域活性化を推進する必要があるが、まだ途上の段階である。 

こうした状況も踏まえ、磐梯町における歴史的風致の維持向上への課題として、「歴史

的建造物・遺構に関する課題」「歴史的風致に係る活動に関する課題」「歴史的風致の周

辺環境に関する課題」「歴史的風致の認識、周知に関する課題」をとりまとめた。 
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（１）歴史的建造物・遺構に関する課題 

①十分に発掘・整備が進んでいない慧日寺跡 

慧日寺跡は昭和45年（1970）に国の史跡に指定され、平成３年（1991）に策定された

「史跡慧日寺跡保存管理計画」に基づき、維持管理がなされてきた。これらの史跡は、

町と住民が一体となって発掘や保全活動を続けてきた結果、一部分については、遺構が

発見されるなど、その歴史的価値が顕現している。しかし、こうした発掘・整備の取り

組みは中心伽藍部に集中して行われているだけで、全体的な歴史的価値を把握するため

の十分な成果を得るには至らず、継承・復元活動の場として整備が行き届いていない。 

 

整備が進んでいない史跡 

 

②門前町を形成する歴史的建造物の老朽化 

かつて門前町を形成していた本寺地区には、慧日寺に関わる歴史的価値の高い建造物

が点在しているものの、歴史的建造物の指定など文化財として指定されているのは一部

に限られている。また、実態が十分に把握されておらず、所有者の高齢化や修繕費用の

負担が大きいため、旧来の形態での保持が難しく、文化財としての価値から離れ、新し

い建材や手法によっての修繕が進行し、時代の流れとともに老朽化している建造物が多

い。同様に、古い民家や歴史的価値の高い石垣があっても、適切に維持管理されていな

い。 

 

一部コンクリートで固められた石垣 
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（２）歴史的風致に係る活動に関する課題 

①十分に組織されていない慧日寺保全活動の担い手 

徳一を起源とする会津仏教文化発祥の地として、史跡慧日寺跡の保全・整備が積極的

に取り組まれてきたが、こうした町民の自主的な活動に対して、町としての支援が十分

とは言えない。また、町の歴史的風致の中核を成す史跡慧日寺跡の保全活動を担ってい

た慧日寺史跡保存会が解散したため、活動を続ける団体や後継者が育成されていない。 

 

②地域の民俗芸能の担い手となる後継者の不足 

赤枝彼岸獅子舞、舟引き祭りと巫女舞をはじめとした各地区に受け継がれている祭礼

等の民俗芸能については、過疎化や少子高齢化、若年層の流出等に伴い、中核的な担い

手となる後継者不足が懸念されている。また、火伏せの火渡り等、現在では行われず、

簡素化が進んでいる祭礼もあり、本来の活動の継承が危惧される状況にある。 
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（３）歴史的風致の周辺環境に関する課題 

①文化財と自然の一体的な景観形成を行うための方針が未確立 

慧日寺が、磐梯山の山岳信仰と密接な結びつきのもとで現在の地点に開基したことを

踏まえ、史跡慧日寺跡の復元にあたっては、磐梯山との一体的な景観形成が重要である。

しかし、史跡慧日寺跡も含めた文化財と自然の一体的な景観形成を行うための方針が確

立していないため、磐梯山の眺望を阻害する看板や電線類により景観が阻害されている

箇所もある。 

磐梯町の一部が対象になっている「福島県景観計画」においても、史跡慧日寺跡周辺

地域が景観形成重点地域に定められておらず、磐梯町景観環境要綱においても史跡慧日

寺跡は対象となっていない。 

 

②整備・景観形成が遅れている慧日寺参道 

慧日寺跡へ延びる参道は、中世には整備されており、今も町民の生活道路として機能

している。しかし、当時の狭隘な道を画一的な構造により施工しているため、歴史的価

値が損なわれ、地区全体として歴史的風致が感じにくく、その価値が町民に意識されず、

史跡景観の形成を阻害している。参道沿いに広がる本寺集落は、往時には門前町として

のたたずまいを見せていた。しかし、今日では、景観の価値が共有されておらず、慧日

寺参道や周辺地域の整備・修景が遅れている。町民の誇りとして存在している史跡慧日

寺跡周辺であっても、民家や電線類は、往時の姿とは似つかわしくない整備となってお

り、統一感がなく景観の大きな阻害要因となっている。 

また、明治以前の面影を残す良好な民家、歴史的価値の高い石垣があっても、その価

値が十分に認知されていないため、取り壊され、歴史的風致とは異質な近代的建築手法

に基づく建物が建設されている。 

さらに、本寺集落が門前町として多くの往来があったことにちなみ、現在史跡入口で

「慧日寺門前市」のイベントを開催しているが、常設の施設ではなく規模も小さいこと

から、門前町としてのにぎわいを十分に感じ取ることができない。 

  

史跡慧日寺跡周辺にある電柱 

 

現在は一時的なイベントとして 

開催されている慧日寺門前市 
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③整備が遅れている大寺地区 

慧日寺の存在を背景に、会津から猪苗代を経て奥州街道に抜ける宿駅として発展した

大寺地区では、現在でも屋号が伝承され、造り酒屋等が立地しているが、街道に立地す

る大寺城跡の遺構を含め、まちなみの保全、継承が不十分である。 

 

現在の大寺地区 

 

④史跡慧日寺跡周辺の歴史的風致に係るアクセス整備の遅れ 

史跡慧日寺跡周辺については、案内板の整備、参道入り口周辺整備の遅れ、史跡慧日

寺跡・磐梯山慧日寺資料館へのアプローチの不便さが訪れる際の障害となっており、史

跡見学者が限定されている。現在は、道路の整備状況から、本町を訪れる大型バスの迂

回や停車も不可能である。 

また、冬季には、降雪の影響があり、地区の幹線道路であるにも関わらず、融雪・消

雪設備を有していない参道は雪に閉ざされるため、冬季の来訪者はアクセスを遮断され

ている。なお、狭隘な慧日寺参道では、降雪時には車のすれ違いが困難になっている箇

所がある。さらには、現在、史跡慧日寺跡・磐梯山慧日寺資料館は、冬季における閉鎖

を余儀なくされており、町の内外に関わらず、史跡慧日寺跡の歴史に触れる機会を逸し

ている。 

 

降雪時に狭隘な慧日寺参道ですれ違いが困難な車 
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（４）歴史的風致の認識、周知に関する課題 

①十分に機能できていない磐梯山慧日寺資料館 

磐梯山慧日寺資料館の展示物が開館当初より固定化しており、設備も更新されていな

いため、展示物が限られており、来訪者が歴史的風致への認識を持ちにくい。また、町

民が町の歴史的風致の中核をなす慧日寺の歴史に触れる機能を十分に果たしていない。 

 

②限定的な範囲で行われている慧日寺の復元活動 

本寺地区等においては町民の参画のもとで史跡指定以前から、保存管理・発掘調査・

整備が進められ、金堂や中門が復元される等、一定の成果を上げているが、建物の復元

に留まっており、利活用が不十分である。また、こうした発掘・整備の取り組みは、本

寺地区及びその周辺に限られてしまっており、町民全体に共有されるまでには至ってい

ない。 

 

③歴史に触れる機会の不足 

史跡慧日寺跡・磐梯山慧日寺資料館や、磐梯神社の祭礼を除くと、案内板や紹介のた

めのパンフレット等の紹介が限られており、町の歴史に触れる機会が少ない。そのため、

史跡慧日寺跡・磐梯山慧日寺資料館以外の他の資源についてはその存在や保全、利活用

の必要性に対する意識はおろか、歴史資源が存在することを認識することが困難である。

大寺地区には現在でも歴史的価値の高い建造物が残されているが、町はその保全の重要

性をほとんど周知できていない。 

また、慧日寺参道の案内板は経年劣化により、分かりにくくなっており、歴史的風致

を体感してもらうには不十分である。 

 

④住民相互の歴史認識を醸成する取り組みの不足 

歴史的風致の維持向上を図るには、町民からの自発的な取り組みが必要であるにも関

わらず、町民に歴史認識を持ってもらう取り組みが不十分である。 

町民が参加する取り組みとして、磐梯山ジオパーク協議会等の地域の魅力を伝えるガ

イドが育成されているものの、その数はわずかである。 

 

⑤関係機関の連携の不足 

歴史的風致の維持向上とその利活用を推進するための拠点としての役割を果たすこと

が期待される関連施設等では、相互の連携が不足しているため、十分にその機能を発揮

しきれていない。 

特に、史跡慧日寺跡・磐梯山慧日寺資料館と町の中核的な情報発信機能施設である道

の駅ばんだい等との連携が遅れていることから、史跡慧日寺跡・磐梯山慧日寺資料館が

点としての施設整備に留まり、関連施設との回遊性が確保されていない状況にある。そ

のため、道の駅ばんだいにおける史跡慧日寺跡等の紹介についても、その効果があがり
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にくくなっている。また、周辺地域との連携が不足しており、本町が数多く有している

歴史・文化資源の魅力を十分に発信できていない。 

また、現在、史跡慧日寺跡・磐梯山慧日寺資料館と道の駅ばんだいが、別個の組織の

もとで運営されているため、十分に連携が取れていない面がある。 
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3-2「磐梯町振興計画」等における歴史的風致の維持向上の位置づけ 

 

（１）「磐梯町振興計画」における位置づけ 

磐梯町の行政運営の指針である磐梯町振興計画（平成 25年（2013）度～平成 34年（2022）

度）では、「磐梯町の豊かで美しい自然や長年営まれ育まれてきた農村風景､会津仏教文

化発祥の地に残る遺産は､町民のみならず､町を訪れる人々を癒し､楽しませてくれる町

の宝であり､次代へと引き継いでいかなければなりません」との認識が示されている。そ

の上で、｢人がつながる 次代につなげる 温もりと活力あるまちづくり｣という基本理

念のもとで、以下の目指すまちの姿、基本目標が示されている。 

 

 

1. 磐梯町が目指すまちの姿 

o 磐梯町では､みんなが元気で学び､働き､生きがいをもって暮らしています。 

o 磐梯町の豊かな自然や歴史文化を大切に思い､みんなで守っています｡ 

o 磐梯町では､お互いを思いやりながら暮らしています｡ 

o 磐梯町を訪れる人は､温かな気持ちになり､また訪れたくなります｡ 

 

2. 基本目標 

o ｢凛｣文化が薫り､凛々しさあふれる人づくり 

o ｢躍｣人々が輝き､躍動感のある産業づくり 

o ｢安｣ともに支え合う､安心の暮らしづくり 

o ｢品｣自然と歴史が調和する､品格の街づくり 

o ｢協｣ともに考え､行動する協働の町づくり 

 

磐梯町振興計画の基本目標 

 

また、磐梯町が目指すまちの姿、基本目標を受けた具体的施策については、基本目標

「文化が薫り、凛々しさあふれる人づくり」のもと、「歴史・文化の伝承と活用」が位置

づけられており、さらに関連施策が、磐梯町らしさを活かした観光の振興、協働による

まちづくりの推進に位置づけられている。 

目指すまちの姿に「豊かな自然や歴史文化」、基本目標に「歴史」「文化」の文言が示

されているように、歴史的風致の維持向上はまちづくりの重要な課題である。磐梯町の

歴史的風致の維持向上に当たっては、関連施策との調整を図るためにも、上位計画とし

ての磐梯町振興計画と整合をとって、推進することが重要である。 
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図 磐梯町振興計画の施策体系 

出所）磐梯町振興計画 

 

（２）その他の関連計画における位置づけ 

その他の関連計画では、磐梯町の歴史的風致について、下記のように位置づけている。 

 

①猪苗代都市計画区域マスタープラン 

福島県「猪苗代都市計画区域マスタープラン」では、都市計画の目標に、保全すべき

環境や風土の特性として、磐梯朝日国立公園に指定されている磐梯山と周辺の湖沼、そ

れを取り巻く田園風景とあわせて、会津仏教文化発祥の地といわれる慧日寺などの歴

史・文化遺産の保全・継承が位置づけられている。 

 
図 都市構造図 
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②福島県景観計画 

「福島県景観計画」では、磐梯山・猪苗代湖周辺地域について、景観形成重点地域を

中心として、周辺と一体となって、良好な景観の保全、創造を図る方向性と体制（景観

審議会）の設置を方向付けている。ただし、同計画では、史跡慧日寺跡周辺について、

地域の歴史的な環境を活かした景観形成への期待が示されているものの、景観形成重点

地域には指定していない。 

 

③磐梯町国土利用計画 

「磐梯町国土利用計画」では、計画を実現するために必要な措置として、歴史的・文

化的風土の保存、文化財の保護などを図るため、開発行為等の規制を行うこととしてい

る。 

 

④史跡慧日寺跡保存管理計画 

「史跡慧日寺跡保存管理計画」では、山岳寺院として広大な山麓に展開する寺院跡を

保存管理し、活用しながら史跡慧日寺跡を後世に残すものとしている。本寺地区・戒壇

地区・観音寺地区の３か所に分散した山岳寺院跡の現状保存を基本に、整備保存区域、

風致保存区域、現状保存区域に分け、史跡の保存活用に向けた方針を示しており、今後

の保存・管理・整備についても検討することが定められ、現在に至るまでの指針となっ

ている。 

 

⑤磐梯町過疎地域自立促進計画 

「磐梯町過疎地域自立促進計画」では、人間性豊かな魅力と潤いに満ちたふるさとづ

くりのため、史跡慧日寺跡及び同史跡周辺の整備を推進するとともに、民俗文化財・無

形文化財の保存、継承、復興を対策として記載している。 
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図 磐梯町歴史的風致維持向上計画と上位関連計画の関係 
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3-3 磐梯町の歴史的風致の維持・向上に向けた方針 

 

磐梯町の歴史的風致の維持・向上に係る課題を踏まえ、磐梯町における歴史的風致の維

持及び向上に関する方針を以下のように定める。 

 

（１）歴史的建造物・遺構の整備、活用 

史跡慧日寺跡は、慧日寺の継承・復元に向けた地域の取り組みが、磐梯町の歴史的風致

の根幹をなしていることを踏まえ、「史跡慧日寺跡保存管理計画」に基づき適切な保存を進

めるとともに、地域の思いを具現化するために歴史的風致の維持向上に必要と考えられる

建造物や遺構の整備、活用を図り、適切な方法での公開等を推進する。 

史跡整備は庁内会議、史跡慧日寺跡調査・保存・整備指導委員会による検討、本寺地区

住民との意見交換の場における議論等を通じて、多様な主体の参画のもとで推進する。 

また、重点区域内に存在する文化財や歴史的建造物、町割りの調査を進め、まちなみの

把握と歴史的建造物への指定を推進する。 

さらに、自然災害や経年劣化により老朽化した建造物の修繕等を行い、歴史的風致の維

持向上に努める。 

 

（２）歴史的風致に係る活動の保存・継承 

歴史的風致に係る文化財等の保全活動を積極的に推進するため、地域の担い手となる歴

史を継承する後継者の育成と文化財等の保存活用を行う団体の組織化を図る。本寺地区の

町民には説明会などを通して、町の取り組みについて伝えてきており、今後も、発掘調査

や環境整備などの活動を継続できるよう、住民との意識の共有を図り、協力を得られるた

めに、町民が主体となって行える取り組みを進める。 

また、本町で連綿と受け継がれている歴史と伝統を反映した祭礼や民俗芸能などについ

ては、その価値に対する認識の向上と承継保存の促進に努め、担い手が継承しやすい環境

の整備を図るとともに、将来の担い手となる子ども達が、地域の祭礼や民俗芸能等にふれ

あえる機会の創出を図る。 

 

（３）歴史的風致の周辺環境の整備 

景観形成に係る方針の確立に向けて、史跡慧日寺跡を含めた文化財と磐梯山麓の風光明

媚な自然環境の一体的な景観形成を行うため、景観行政団体へ移行し、計画期間内に景観

法を活用した景観計画の策定に取り組む。 

史跡慧日寺跡周辺地域では、住民から求められている慧日寺参道における歴史を活かし

た魅力ある景観形成に向けて、歴史的価値の高い建造物や慧日寺参道の価値付けを明確に

するための調査を行い、既存の良好な歴史的まちなみの景観を保全するとともに、慧日寺

参道周辺における門前町のにぎわいの創出を図る。また、慧日寺の門前として存在してい

たまちなみの形成を図るため、参道沿いに広がる本寺地区周辺を往時の歴史的風情が感じ
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られるように修景整備を行う。さらに、史跡慧日寺跡・磐梯山慧日寺資料館へ訪れやすい

環境整備を図る。 

また、慧日寺の存在を背景に、宿駅として発展した大寺地区のにぎわいを取り戻すため

に、宿駅としての歴史を体現する建造物を活用し、まちなみ、屋号等の保全継承に努める。 

 

（４）歴史的風致の普及啓発の推進 

磐梯町における歴史的風致の保全、維持向上に当たっては、担い手となる町民がその価

値を認識し、主体的に取り組むことが重要である。取り組みを、まちに対する愛着を醸成

するきっかけとするために、気づきの提供を通じて、関係者の自発的な意志のもとで取り

組みを促進する。 

町の歴史への意識を向上させるために、慧日寺の価値と復元の歴史に触れる機会の充実

を図るとともに、町民が文化財や歴史的風致に触れ、気付きを得る機会を創出するための

コンテンツの作成を行う。また、歴史的風致に対する理解を深め、まちへの愛着につなげ

るため、住民相互で歴史的な価値を共有し、伝え、新たな魅力の開拓や将来に歴史を紡い

でいくための取り組みを行う。さらに、ワークショップやシンポジウム等を通じ、歴史的

風致と接する機会を創出し、町内外へ効果的に情報発信を行い、歴史的風致の価値、維持

向上の必要性に対する住民意識の啓発に努める。 

また、慧日寺に係る歴史的風致を多くの人に関心を持ってもらえるようにするため、既

存の関連施設等において、歴史的風致に係るガイダンス機能の充実を図るとともに、史跡

慧日寺跡・磐梯山慧日寺資料館と近接する町の中核的な情報発信機能施設である道の駅ば

んだいとの連携を通じて、町内外の方を問わず、より多くの人が町の歴史的風致に接し、

関心を持てるような環境を整備する。 

歴史的風致の維持向上を図るためには、町民の他に、多様な主体が関心を持つことも重

要であるので、周辺の集客交流施設との連携を通じて、散策者の回遊性を確保するための

環境整備を行う。また、本町が数多く有している歴史・文化資源を多くの人に知ってもら

うために、周辺市町村との連携を通じて、町内外に対して魅力を発信し、新たな観光振興

につなげる。 

さらに、住民と協働による歴史まちづくりの気運を醸成するため、町の歴史的風致の維

持向上を実現する上で極めて重要な史跡慧日寺跡・磐梯山慧日寺資料館等の効率的かつ効

果的な運営に向けて、官民連携や住民参画についても視野におき、道の駅ばんだい等の周

辺施設との一元的な主要施設の管理運営の仕組みづくりについて検討する。 
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3-4 計画の推進体制 

 

本計画の推進体制は、「政策課」が事務局となり、庁内各課で組織する「磐梯町歴史まち

づくり庁内推進会議」において計画推進を図り、庁内の連絡調整を行うものとする。また、

国、福島県等の関係機関との協議を行うとともに、相談や支援を得る。 

歴史まちづくり法第 11条に基づき設置した「磐梯町歴史的風致維持向上計画推進協議会」

は事務局と連携し、計画の実施に関する協議、連絡調整を行う。なお、必要に応じて文化

財所有者、管理者や文化財等の保存活用を行う町民、関係委員会や団体と連携し、支援を

行う。 

 

 

図 歴史的風致維持向上のための推進体制 

  


