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第５章 文化財の保存及び活用に関する事項 

 

5-1 文化財の保存・活用に関する方針 

 

（１）文化財の保存・活用の現状と今後の方針 

 本町は、磐梯町振興計画の中で、「文化が薫り、凛々しさあふれるまちづくり」を掲げ、

会津仏教文化発祥の地として、地域の歴史と伝統を保存、継承し、まちの個性として捉え、

文化財を活かした施策の展開を目指してきた。 

全町的に文化財が点在しているが、調査が十分に進んでいないことが実態であるため、

今後は、調査と文化財指定を中心に文化財の保存・活用を図る。 

 町内に現存する史跡を含めた文化財に関しての保存・活用の現状と今後の方針は以下の

通りである。 

 

【国指定史跡】 

 慧日寺跡は昭和 45年（1970）に本寺地区・戒壇地区が史跡に指定され、昭和 61年（1986）

にはそれぞれの地区が拡大指定され、また新たに観音寺地区が追加指定されている。 

 史跡指定後は「徳一大師廟解体修理」「発掘調査」「中心伽藍の整備」を実施している。「発

掘調査」は昭和 60年（1985）度から現在も継続中であり、今後は「中心伽藍の環境整備計

画構想（第二期）」等を策定し、史跡保存と活用に向けた事業を展開する。 

【県指定重要無形民俗文化財】 

 「磐梯神社の舟引き祭りと巫女舞」は毎年 3月 21日（春分の日）に開催される行事であ

るが、「巫女舞」は踊り手の条件が限定されていることから後継者不足が深刻な問題となっ

ている。町では人的援助や道具に補助するなど、保存と活用に対して体制を整えている。 

【町指定史跡】 

 「地理山遺跡」（旧陣ノ山館跡）をはじめとする町指定史跡は町及び所有者が草刈りやパ

トロールなどを実施しており、今後も定期的に維持管理を行う。 

【天然記念物】 

 本町には福島県緑の文化財に登録されている「磐梯神社の木ざしザクラ」（本寺地区）と

「大山祗神社の種まきザクラ」（落合地区）がある。いずれもがエドヒガンザクラの古木で、

除々に衰退してきている。 

 そこで町では樹勢を確認するため、定期的に専門家（樹木医）を招聘し診断を依頼して

おり、診断によっては支柱の追加等を講じている。近年では「磐梯神社の木ざしザクラ」

は平成 19年（2007）と平成 26年（2014）、「大山祗神社の種まきザクラ」は平成 18年（2006）

に支柱の追加工事を行った。 
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（２）文化財の修復・整備に関する方針 

磐梯町における文化財の適切な維持管理に向けて、指定文化財の現状把握に努めるとと

もに、損傷具合等により優先順位を決めて修復・整備を実施する。 

指定文化財の修理は、史料に基づき事前の調査研究を十分行い実施する。なお、修理・

整備に当たっては、文化財保護法や福島県・磐梯町の文化財保護条例に基づく手続きを適

切に行うとともに、文化庁や福島県教育委員会、福島県文化財保護審議会、磐梯町文化財

調査委員会等の関係機関の指導を仰ぎつつ、文化財が持つ歴史的価値の保持に努めていく。

また、所有者等の財政的負担の軽減を考慮し、各種補助制度を積極的に活用する。 

未指定文化財は、歴史的風致形成建造物や町文化財等への指定を推進し、必要に応じて

所有者等と協議しながら、保存のための対策を講じる。 

特に、重点区域には、国の史跡に指定されている慧日寺跡をはじめとして、町指定の文

化財が集積する。また、県重要文化財である磐梯神社の舟引き祭りと巫女舞、町文化財で

ある赤枝彼岸獅子舞等の祭礼も重点区域を舞台に行われている。 

しかしながら、歴史的風致形成建造物や町文化財などに指定されているものは一部に限

られており、実態も十分に把握されていないのが現状である。さらに、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。これらの文化財は、磐梯町の歴史的風致の基盤を成す重要な資産であり、有識

者の助言のもとで、適切な維持管理に向けて、指定文化財の現状把握に努めるとともに、

損傷具合等により優先順位を決めて修復・整備を実施する。 

 

  

仁王像の修復作業 薬師堂改修工事作業 

 

 

（３）文化財の保存・活用を行うための施設に関する方針 

磐梯町における文化財の保存・活用を行うための施設は、重点区域に立地する磐梯山慧

日寺資料館である。 
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同資料館は、慧日寺関連文化財の保存・公開や発掘調査の成果を展示することを目的と

して、昭和 62年（1987）に設置され、資料館本館の他、史跡慧日寺跡中心伽藍建造物、休

憩施設から構成されている。このうち、本館は、展示ホール（慧日寺の歴史）及び、３つ

の展示室（①慧日寺と山岳信仰、②慧日寺の文化財、③慧日寺の行事）等から構成されて

おり、慧日寺関連の歴史を学ぶ拠点施設としての役割を果たしてきた。しかしながら、昭

和 62年（1987）に整備された施設は、展示方法があまり更新されておらず、他の同様の展

示施設と比較して機能的に魅力が低下しており、利用客も近年減少している。そのため、

資料館本館について、最新の映像機能等を用いて、往時の慧日寺周辺の雰囲気や、会津仏

教文化を楽しみながら学べる施設として機能更新を行う。 

  

磐梯山慧日寺資料館 磐梯山慧日寺資料館第三展示室 

 

（４）文化財の周辺環境の保全に関する方針 

磐梯町の北部山岳部の山頂から標高 700ｍ付近までの区域は、水源涵養保安林区域に指定

され、無秩序な開発が規制されている。保安林とほぼ重なるように、磐梯朝日国立公園区

域に指定されている。 

標高 700ｍから下の山麓部は、開発や施設の整備に際して一定の規制がなされている。ま

た、県道会津若松裏磐梯線（磐梯山ゴールドライン）から県道猪苗代塩川線の磐梯山側及

び両県道の両側 100ｍの範囲は、福島県景観計画の「磐梯山・猪苗代湖周辺景観形成重点地

域」として指定されている。 

市街地については、都市計画法及び磐梯町開発事業指導要綱に基づき、良好な市街地の

形成が進められているが、景観計画の策定、景観規制は行われていないのが現状である。 

重点区域については、水源涵養保安林区域、磐梯朝日国立公園区域の指定、磐梯町景観

環境要綱に基づき、空間の基盤を成す磐梯山麓の自然環境を確実に保全する。また、住民

アンケートでも指摘されているように、慧日寺の歴史を活かしたまちづくりに当たっては、

慧日寺参道において歴史を活かした魅力ある景観形成を行うことが重要である。しかし、

狭隘な道を生活路として画一的な工法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、史跡景観の形成も阻害している。さらに、民家

や電線類も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
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阻害要因となっている。 

そのため、既存の良好な景観の保全を推進するとともに、歴史的景観の復元に向けた修

景などによる助成制度を創設し、魅力ある空間形成を推進する。 

 

（５）文化財の防災に関する方針 

文化財を火災や地震等の災害から守り、後世に正しく引き継ぐために、定期的な見回り

や火の後始末の確認などの日常管理の徹底について啓発するなど、町民の防火、防災意識

の高揚を図り、地域ぐるみの防災体制の整備に努めるとともに、文化財の所有者に対して

は、防災に係る周知と防災教育の取り組みを通して日常の防災意識の向上を促進する。 

火災に関しては、火災が発生しないよう予防対策の徹底と、迅速な消火体制の確保を図

るとともに、日頃から防火教育・訓練に取り組む。予防対策は、文化財を保存する上で必

要と考えられる防火設備の設置を推奨し、消防法で義務づけられている自動火災報知設備

や非常警報設備、防火壁、消火栓、消火用水及び避雷設備等の防災設備の整備に努めると

ともに、定期的な保守点検を実施するよう指導する。また、文化財防火デーには、町消防

団と連携して有形文化財に指定された建造物での消火訓練を実施する。 

地震への対策は、文化財の耐震状況を把握し、耐震補強工事の実施を検討するなど文化

財の損失のリスク軽減を図る。また、美術工芸品等の有形文化財は、盗難にあわないよう

防犯設備の設置を推奨するとともに防犯性能の向上を図る。 

重点区域については、現在も実施している文化財建造物防火査察及び火災発見通報・放

水消火訓練を定期的に実施する。また、文化財の価値を損なわない限りにおいて耐震耐火

のための補強工事を行う。 

  

文化財防火デー査察 磐梯町消防団による消火訓練 

 

（６）文化財の保存及び活用の普及・啓発に関する方針 

史跡慧日寺跡を中心とする文化財をまちづくりに活かすためには、文化財に対して町民

が関心を持ち、自らの町のアイデンティティとして認識してもらうとともに、より多くの

人々に文化財の存在を知ってもらい、理解してもらう機会を提供する普及・啓発の取り組
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みが重要である。そのため、重点区域に立地する磐梯山慧日寺資料館を始め、道の駅ばん

だいなどにおいて、町の歴史文化を紹介する展示等を行い、町内外へ魅力を発信する。ま

た、講演会・シンポジウムなどのイベントの開催や案内板等の設置、パンフレット等の作

成を行う。文化財の面白さを体感してもらうため、様々な文化財を周遊できる環境を創出

しながら個々の文化財を結びつけるストーリーとして歴史的風致を活かすなど、文化財を

巡る周遊ルートの開拓を検討する。さらに、日頃から町民の歴史認識の向上を図るととも

に、舟引き祭りと巫女舞や赤枝彼岸獅子舞などの地域に根差した民俗文化財の将来の担い

手である子ども達が、地域で生まれ育って良かったと誇りが持てる取り組みを推進し、こ

れらにふれあえる機会の創出を図る。 

また、文化財に親しみを持ってもらうため、復元された金堂・中門を活用したイベント

の活性化や、発掘体験、写生会など学校教育・生涯学習の場としての活用を推進する。特

に地域の担い手となる歴史的風致に係る知識を人に伝承するガイドの育成や文化財等の保

存活用を行う団体を組織、育成することによって、文化財に対して能動的に関わる人材を

増やし、文化財や地域に対する愛着の醸成を促進する。 

その他、文化財の学習や啓蒙活動を行っている磐梯町文化財保存会については、会員の

拡充を図るとともに具体的な保存・普及活動に携わっていけるよう、主体的な活動を目指

していく。寄附などを通じて文化財の保存・活用に理解をいただいている町内企業には継

続した取り組みをいただくことによって、貴重な文化財の保存・活用の充実を図っていく。 

重点区域では、磐梯山慧日寺資料館の機能更新とあわせた企画展、イベントの開催を通

じて町民が町の文化財を再認識するきっかけを演出する。 

  

磐梯山慧日寺資料館歴史講座 史跡慧日寺跡の一般公開 

 

 

（７）埋蔵文化財の取扱いに関する方針 

磐梯町では、「本寺地区」「戒壇地区」「観音寺地区」の３箇所の遺構における発掘調査が

実施されている。これらの地区を含め、町内の埋蔵文化財包蔵地については、常に現況を

把握し、開発等を行う際には事前協議を通じて、包蔵地を避けた開発計画の策定に向けて、
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関係部局と連絡調整を図る。また、埋蔵文化財保護の意義について、地域社会や関係者の

理解と協力を得るため、機会があるごとにその保護の重要性について啓発に努める。 

特に、重点区域では、引き続き、史跡の発掘を推進するとともに、発掘体験の場の提供

等を通じて埋蔵文化財の重要性の啓発を推進する。 

  

史跡慧日寺跡の発掘調査 

 

（８）教育委員会の体制と今後の方針 

磐梯町では、文化財の保存・活用に関する業務は、磐梯町教育委員会文化課文化財係（磐

梯山慧日寺資料館）が３名で担当している。 

また、磐梯町文化財保護条例に基づき、文化財の保護について教育委員会に文化財調査

委員会がおかれている。郷土史家や元教員等を中心とした５名の委員は、文化財の保護及

び活用に関し、教育委員会の諮問に答え又は意見を具申し、必要な調査研究を行う。 

町の中心的な文化財である慧日寺のあり方については、史跡慧日寺跡調査・保存・整備

指導委員会、史跡慧日寺跡整備計画策定委員会において、今後の整備方針を検討する。 

 

（９）住民、NPO 等各種団体の状況及び今後の体制整備の方針 

文化財の保存・活用を推進するためには、行政だけでなく、住民との連携のもとに取り

組む必要がある。舟引き祭りと巫女舞、赤枝彼岸獅子舞、火伏せ等、各地区に伝わる伝統

文化の継承を図るためには、過疎化・少子高齢化などに伴って中核的な後継者不足が懸念

されている中で、それぞれの地区での担い手育成が急務となっている。 

これらの取り組みに当たっては、NPO等各種団体との連携も有効である。磐梯町には、春

夏秋冬の四季を体験し、自然と山を愛し、自然環境の仕組みを理解し、心豊かな森づくり

を目指し、活動を充実することによって、多くの人々に自然について理解を深めることを

目的とする「磐梯やま楽校」があり、磐梯町の魅力を伝えるガイド活動（ジオガイド）等

も実施している。今後は、文化財の保存・活用に向けた取り組みの推進や NPOなどの団体

設立について助言・指導を進めていき、活動に対する支援を行う等、住民やこれらの団体

等と連携して文化財の保存・活用に努める。  
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5-2 重点区域に関する事項 

 

（１）文化財の保存・活用の現状と今後の具体的な計画 

重点区域内には、国指定史跡が１件、町指定文化財（史跡）が３件、町指定文化財（建

造物）が５件存在する。これらの指定文化財は、文化財保護法や福島県文化財保護条例、

磐梯町文化財保護条例の他、関連法令に基づき、これまで保護の為の措置が講じられてき

た。今後は、地域に存在する文化財を指定・未指定にかかわらず幅広く捉え、的確に把握

し、文化財をその周辺環境まで含めて総合的に保存・活用できる取り組みを進める。 

【国指定史跡】 

史跡慧日寺跡は、史跡慧日寺跡調査・保存・整備指導委員会等による専門的な指導・助

言を得ることにより「史跡慧日寺跡整備基本構想（第二期）』を策定し、計画的な保存とと

もに整備・活用を図る。 

【町指定有形文化財（史跡）（建造物）】 

文化財の保存に必要な日常管理は基本的に所有者または管理者により実施されているが、

町による定期的なパトロールを実施し、文化財の現状把握と不具合の早期発見に努める。 

【未指定の有形文化財】 

史跡に通じる参道や近辺に現存する歴史的価値の高い有形文化財の中には、老朽化が進

行している物件が存在する。これらに関しては、所有者へ文化財として保存・活用しても

らえるよう周知するとともに、所有者が価値のあるものとして認識する契機となるような

取り組みを推進する。また、歴史的風致形成建造物や町指定文化財等への指定を進める。 

【民俗文化財】 

地域に根付く伝統行事等の民俗文化財は、担い手育成を視野に入れた活動団体への支援

を実施する。 

 

【史跡慧日寺跡整備事業】 

史跡慧日寺跡の建造物の復元及び今後の史跡の利活用を検討する。 

【歴史的文化遺産調査事業】 

地域の文化遺産の総合的な把握に向けた調査及び記録作成を行う。 

 

（２）文化財の整備・修繕に関する具体的な計画 

重点区域内においては、史跡慧日寺跡の整備を行うとともに公有化を進める。また「史

跡慧日寺跡整備基本構想（第二期）」を策定し、計画的な保存とともに整備を行う。 

また、至急修繕の必要な文化財はないものの、有形文化財については定期的に自動火災

通報設備の法定点検の実施や近年では恵日寺本堂の屋根塗装の修理工事を実施している。

他の町指定文化財の建物も屋根・外壁等に経年劣化による傷みが進行する恐れがあること

から、現状の把握に努め必要に応じて対策を講じる。 
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【歴史的建造物保存事業】 

所在調査や建築等の詳細調査を行い、歴史的風致形成建造物への指定を促進する。 

 

（３）文化財の活用・教育普及のための施設に関する具体的な計画 

重点区域内に立地する文化財の保存や情報発信を行う施設は、現在磐梯山慧日寺資料館

がその役割を担っているが、開館後 30年近くが経過し、展示内容や設備的な条件を鑑みて

も、現在その活用ならびに教育普及に関する施設として十分とは言えない。また、慧日寺

に特化した展示内容となっているため、町全体の歴史的資源の認識が困難となっている。 

こうした観点から、今後は町全体の歴史や文化財の紹介等を含め、本町の歴史を活かし

たまちづくりの情報発信総合拠点となるべく、施設の整備を行う必要がある。 

さらに重点区域内に分布する文化財周辺に、便益施設の設置を進め、来訪者をもてなす

環境の整備を図る。 

 

【磐梯山慧日寺資料館リニューアル整備事業】 

本町の歴史・文化に関する資料の収蔵・保管・展示の施設である磐梯山慧日寺資料館の

リニューアルを行うため整備する。 

【歴史的資源周知サイン整備事業】 

重点区域に点在する文化遺産を効率よく周遊できるよう案内板を設置する。 

【文化遺産に関する総合的な情報発信事業】 

史跡慧日寺跡を重点区域の文化遺産として広く一般に情報を発信するため、スマートフ

ォンによる文化遺産を活かした観光アプリ等の開発を行う。 

 

（４）文化財の周辺環境の保全に関する具体的な計画 

建造物や遺構等の文化財を取り巻く環境については、その景観の保存も必要となる。重

点区域内の指定文化財及び歴史的価値の高い建造物が分布する周辺区域については、文化

財を核としてその周辺環境を一体として保存するために、景観条例の制定及び景観計画を

策定する。 

 

【磐梯町景観計画策定事業】 

史跡慧日寺跡を含む文化財と磐梯山の自然との一体的景観形成の方針の確立に向けて、

景観計画を策定する。 

【歴史的まちなみ整備事業】 

史跡慧日寺参道及び周辺地域の歴史的なまちなみの整備を行う。 

【慧日寺参道整備事業】 

史跡慧日寺南側の町道の美装化及び無電柱化などを行う。 



 

磐梯町歴史的風致維持向上計画 
174 

（５）文化財の防災に関する具体的な計画 

文化財防火デーに合わせ、磐梯町教育委員会と磐梯町消防団が連携し、町指定文化財の

恵日寺山門・恵日寺本堂・不動院龍宝寺不動堂・薬師堂・仁王門等で放水訓練を行う。火

災の予防対策として、消防法で義務づけられている自動火災報知機や消火設備等の防火設

備の設置とともに、文化財を保存する上で必要と考えられる防火設備の設置を推奨する。 

なお、重点区域内には老朽化が進行している有形文化財も所在しているため、耐震診断

を実施するとともに、その結果に基づき耐震補強の実施を検討する。また、美術工芸品等

の有形文化財が盗難にあわないよう防犯設備の設置を推奨するとともに、所有者への意識

啓発に努める等、防犯性能の向上を図る。 

 

【歴史的まちなみ防災対策事業】 

放水銃や消火栓、歴史的建造物の耐火性向上など地域防災施設の整備を行い、地域の防

災性を高める。 

 

（６）文化財の継承・啓発に関する具体的な計画 

重点区域内に分布する文化財の普及・啓発に係る取り組みを推進することは、歴史的風

致を維持向上させる上でも重要である。そのため、訪れる人々の周遊の手助けとなるよう

に案内板や説明板を整備する。また、町内外の人々への普及啓発イベントを実施するとと

もに、将来の担い手である児童・生徒に対し、本町の歴史や文化財に係る授業を行い、本

町の歴史や文化財を知るための読み物を作成する等、自分たちの町への誇りや愛着を育み、

新たな魅力の発見に寄与する取り組みを推進する。 

 

【伝統文化財継承事業】 

活動の内容の把握と映像による記録作成、及び用具の修繕・財政支援を行う。 

【史跡慧日寺跡活用事業】 

 史跡慧日寺跡復元金堂内にモニュメント、説明パネルを設置するとともに、模刻作成工

程の解説公開に向けた撮影記録や、史跡散策者へ音声ガイドシステムを構築する。 

【歴史を活かしたまちづくり推進事業】 

歴史を活かしたまちづくりの啓発のためのワークショップ、シンポジウム、景観形成に

係わる講演会等を開催する。 

【歴史的風致紹介ガイド育成事業】 

町内の歴史文化遺産について訪問する観光客等に説明・案内できる人材を育成する。 

【道の駅情報発信機能充実事業】 

本町の歴史文化遺産に関する情報を入手できる憩いの場を創出し、歴史文化の情報発信

の拠点とする。 

【磐梯町歴史文化読本作成事業】 

郷土愛と誇りの育成に取り組むため、町内小中学生向けの副読本を作成する。 
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（７）埋蔵文化財の取扱いに関する具体的な計画 

重点区域内における周知の埋蔵文化財包蔵地は９ヶ所存在しており、我が国にとって重

要な遺構として文化財保護法に基づいた保護措置が求められる。周知の埋蔵文化財包蔵地

において土木工事等を行う際の届出や、それ以外の場所における歴史を理解する上で重要

な遺構が発見された場合の届出等について、その義務を徹底することにより保存を図る。 

 

【大寺城跡の調査・保全整備事業】 

大寺地区の景観を魅力的なものとするため、大寺城跡を整備・活用し、旧二本松街道へ

の認識を深めることにより歴史的風致の維持向上に寄与する。 

 

（８）文化財の保存・活用に関わっている住民、各種団体の状況及び今後の体制整備の具

体的な計画 

重点区域内における文化財の保存・活用に関わる団体は、啓蒙活動を中心とする「磐梯

町文化財保存会」のほか、民俗芸能の保存団体や指定文化財建造物の補修・管理などを行

っている行政区が存在しており、歴史的風致の維持向上や文化財の保護を推進する上では、

地域住民やこれらの団体等と連携することが重要である。そのため、これらの活動に対す

る助成支援を実施するとともに、自主的なまちづくりに係る団体やひいては本計画の一役

を担う歴史的風致維持向上支援法人の指定と育成を図る。  

 

【まちづくり団来設立・育成支援事業】 

慧日寺の歴史を継承、保存、活用に関する団体の組織化や育成を図る。 

【歴史まちづくり推進機構の成立】 

大寺・本寺地区の歴史まちづくりを推進するため、一体的な管理運営組織を設立する。 

  


