
国見町歴史的風致維持向上計画(素案)
に対する町民意見等の募集結果について

　【公開方法及び公開場所】
　　・国見町役場企画情報課歴史まちづくり推進室窓口での閲覧
　　・国見町HPでの公開

　【意見募集期間】
　　平成26年11月20日から平成26年12月８日まで
　
　【意見提出方法】
　　郵送及び持参、FAX・メールによる提出

　【意見を提出できる人】
　　国見町内にお住まいの方または、お勤めの方。

　【意見提出者数及び意見数】
　　・意見提出者数　 ８人
　　・意見数　　　　16件

　【意見に対する町の考え方】
　　・計画素案に対する意見の多くが事業の内容を補強するものであり、計画素案の修正は
　　　しないが、今後の取り組みにおいて検討または参考にすることとします。

　　　　　　　　　　　　　　平成26年 12月 22日

【事務担当】
　国見町企画情報課歴史まちづくり推進室
　　〒969-1792　福島県国見町大字藤田字観月台15番地(観月台文化センター内)
　　☎024-585-2976[直通]　FAX:024-585-2181[代表]
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番号

意見等の概要 国見町の考え方

1

　風致維持向上にて町おこしになるのか、よくわかりませんが、国
見町の発展には農業が、欠かせないと思っております。第2章の国見
町の維持向上すべき歴史的風致に国見町の伝統的な農業の項目を追
加できないでしょうか。中でも川内地区の根菜類は他に類を見ない
素晴らしいものと思っております。

　本計画の歴史的風致は、この地に古くからから住んでいた私たちの先
祖から受け継いだ「かけがえのないもの」であると認識しております。
　それらをこれからのまちづくりに活かすことが「歴史を活かしたまち
づくり」であると考えています。
　国見町の主要産業である農業も「重要な生活文化であり、地域のたか
らである」と認識しております。
　しかしながら、伝統的な農業がどのようなものであるか、固有の農法
があるのか、伝統的な農業にまつわる歴史的な建造物は何か、など、歴
まち法の条件に合致しなければなりませんので、取り上げることは難し
いですが、農村の景観は残すべきものと考えています。

2

　第２章の石蔵と石工技術にみる歴史的風致の中で今後の国見石の
活用の提案ですが、アート的に使用するこが面白いと思っておりま
す。髙湯温泉にあります。先達窯では、もう一度国見石を焼いて軽
くして強度を持たせたアートの試作が行われております。私もまだ
よくお話を聞いた訳ではありませんが、非常に面白いと思いますの
で、参考まで。

　本計画中第2章「石蔵と石工技術にみる歴史的風致」は、本町におけ
る石加工の技術継承および石蔵建築技術が継承されてきたことを記載し
た章です。
　これらは、普段ここに住む私達には、なかなか認識できない本町固有
の技術と風景をあらためて再発見するものです。
　しかし残念ながら採石は現在は行われていないのが現状です。
　提案いただいた国見石に係ることは、今後の国見石に関する調査や活
用の研究において検討することとなります。

3
　国見町の大木戸の窯跡（須恵器の焼き物）があまり文章にでてき
ませんが、国見町の魅力は、石、土（粘土）があると思いますの
で、もっと取り上げて頂きたいと思います。

　大木戸の窯跡も本町の貴重な文化財であります。しかし、本計画は文
化財そのものを記載するものではありませんので、本計画の歴史的風致
に関連しなければ、紹介にとどめております。

4

  今回の景観の中に入れてもらいたい一つとして提案致します。
それは国道4号滝川橋から上流500ｍ位の流れが国見石を削って造
り上げた景観です。石母田に抜ける橋の下には弁慶のあぐど水とい
われたわき水があり、昔は使い場として洗い物や水遊びで川に親し
み恩恵を受けていました。近くには国見石を切り出した跡もありま
す。今は川＝危険ということで近づくこと自体ないと思いますが、
町の近くに自然が作った素晴らしい景観があることを知って欲しい
と思うばかりです。

　滝川橋周辺の景観については把握しておりましたが、過去に洗い場な
どとして利用されていたことは分かりませんでした。情報をいただきあ
りがとうございます。
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5

　国見町では毎年９月２３日に義経祭を行いますが、国見において
義経と名がつく史跡は腰かけ松しかないと思います。そこで、もっ
とＰＲに力を入れても良いと考えます。現状は三代目の松になって
いますが、三代目になっている経過と二代目の笠松と呼ばれた松の
雄姿の写真か絵を現場に飾って松を見に来た方に見てもらってほし
い。金をかけて豪華に。
義経祭りの際に、腰かけ松、二重堀り、阿津賀志山を見たい、ブロ
グで調べてきたと言っていた方がおられました。また、奥の細道で
腰かけ松は散策の通過ポイントになっているとか、ウォーキング
コースに組み込まれているとか紹介しているにも関わらずアピール
効果が小さい。記念写真が撮れるポイントの紹介や、春夏秋冬の雄
姿の写真などのＰＲが欲しいと考えます。また、ボランティアで腰
かけ松の周辺を草刈して頂いている方の労が報われることを希望し
ます。周辺には二重堀り、長坂跡があることを紹介してもいいと思
います。

　歴史を活かしたまちづくりには「歴史的風致に対する意識の向上と情
報発信」が不可欠であると考えております。
　阿津賀志山と阿津賀志山防塁は本町のシンボルであり、歴史性の根源
であると認識し、最も重要なものであると考えています。
　本計画では、情報発信拠点の整備として「里まち文化ステーション
（道の駅）」「旧大木戸小学校の改修によるガイダンス施設」を掲げて
います。さらに、それぞれの文化財などを巡る周遊ルートの検討や、統
一された案内板等の設置、歴史ボランテイアの育成も行い、来訪者の受
け入れ態勢を整えることとしています。

6

　地方公共団体が実施する意見公募手続には行政手続法は適用され
ませんが、同法に準じた取扱いが求められると思います。同法で
は、意見提出期間を30日以上と規定しており、それと今回の提出期
間19日を比べると、あまりにも短いと思います。計画の序章にもあ
るように、これからの100年を見据えるということであれば、意見
提出期間は最低でも30日とすべきだったと思います。同法でやむを
得ない理由があるときに、意見提出期間が30日を下回ってもよいと
しています。今回の意見提出期間の設定にはやむを得ない事情が
あったのでしょうか。そしてそれが公示されていたでしょうか。傍
から見ると、「とりあえず意見公募を行った」という体裁を整える
ためのように思えます。そもそも意見公募という制度のPRが余りな
されておらず、どれだけの町民が制度でを認識しているのか、疑問
です。関心を持たれていないところで意見公募を実施しても、実り
のある意見が寄せられることはあまり期待できないと思います。結
局、担当部署のプラン不通りに進められていくということになるの
ではないでしょうか。
　これは今回の問題に限らないのですが、制度があるのならば、そ
れを町民にPRすることが必要です。また、そもそもこの計画のよう
な大規模なものであれば、意見公募だけで済ませるということは問
題だと思います。計画の必要性や、今後どのように進めていくかな
ど町民に説明する機会を設けるべきではないでしょうか。

　手続きに関するご意見の趣旨は理解いたしますが、行政手続法によら
ない任意の意見募集であることをご理解ください。
　後段の意見募集制度のＰＲや説明機会の確保等のご指摘につきまして
は、真摯に受け止め、さらなる情報提供と町民皆さまの意見の反映に努
めてまいる所存です。
　なお、本計画の策定に向けて歴史まちづくりシンポジウムや大学教授
などの学識者による策定委員会、福島大学との域学連携を図るなど多様
な検討を重ねていただいたところです。
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7

　今回の計画について、４つの課から担当者を集めて検討委員会を
作るということですが、全庁的な意思統一や情報の共有はなされて
いるのでしょうか。私は以前、公務員試験の受験のための予備校で
行政学を教えていましたが、そのうちの組織論との関連で、プロ
ジェクトチーム方式で事業を進める場合、関連しない部署に情報が
行き渡らない、といったことが危惧されます。関連しない部署の職
員の方が今回の計画についてどれだけ認識し、計画の意義を理解し
ているのか、もう一度確認のうえ周知徹底すべきだと思います。少
なくとも、管理職と呼ばれる職員の方は、すべての計画に精通して
いなければならないのではないでしょうか。また、検討委員会に参
加していない部署で、参加が必要なところもあるのではないでしょ
うか。たとえば、歴史的風致が農地になっている場合もありうるこ
とを考えると、農業委員会も参加するべきでしょうし、予算や条例
策定との関係で、議会を除外して計画を進めるわけにはいかないの
で、議会事務局も参加するべきでしょう。恒常的に参加するという
ことではなく、必要な場合でスポット的に参加するということでも
構わないと思いますが、そのような体制が庁内で確立しているで
しょうか。今回のような重要な計画であれば、そこまでの対応が必
要だと思います。そのためには、町長さんの一層のリーダーシップ
が求められると思います。
　歴史まちづくり推進室は企画情報課におかれるようですが、むし
ろ生涯学習課におかれるべきではないでしょうか。歴史というのは
過去を振り返るもので、それはやはり生涯学習課が担当するにふさ
わしいと思います。企画情報課は、将来に目を向けて課題に取り組
む部署だと思います。この点も、全庁的な議論が必要なのではない
でしょうか。

　庁内の策定体制や情報共有のあり方に関するご意見の趣旨は理解いた
しますが、本計画の策定は庁内で完結されるものではなく、大学教授な
どの学識者による策定委員会、福島大学との域学連携を図るなど多様な
検討を重ねて策定に至ったものでありますのでご理解ください。
　なお、策定当初より、職員の意識改革も必要と考え、講師を招き全職
員を対象に研修会を実施したところです。さらに、歴史まちづくりシン
ポジウムなどへの自主的参加もいただいております。策定後半には、本
計画の職員説明会を実施し全職員の意識向上に努めております。

8

　歴史まちづくりということですが、私のイメージでは、宮城県の
村田町のように、ある程度の範囲に集中していて、統一感を持った
もののように認識しています。国見町の歴史資産は、厚樫山防塁の
ような中世のものから、奥山邸のような近代のものまであり、それ
が町中に散在しています。それを一体的に１つの計画でまとめてい
くというのは、少々無理があるように思います。「いつの時代」の
「どのような物件」を中心にするのか、もう少し計画全体のビジョ
ンを詰める必要があると思います。それは、意見公募の結果を見
て、今後詰めていくということになるのでしょうが、それにしても
あまり具体的なイメージがわかないように思います。どのような内
容の計画にするのか、この点も町民に説明する機会を設けるべきで
はないでしょうか。

　本町には、３つの旧宿場、２つの旧街道があり往時を感じさせる建造
物も多く残っています。また藤田地区には奥山家住宅があり当時の豪商
の姿を垣間見ることができます。阿津賀志山と阿津賀志山防塁はこの地
が中世より、戦略上重要な位置であったことを物語っています。
　歴史を活かしたまちづくりは、文化財や文化財群そのものを活用する
ものではないと理解しております。その地に固有の生活文化があり、守
り伝えられてきた歴史的建造物があり、人々の活動が営まれている様が
歴史的風致であり、本計画の目指すオリジナルの「まちづくり」である
ことをご理解ください。
　今後も、本計画による歴史を活かしたまちづくりを町民の皆さまとと
もに進めて行けるよう、住民理解と意識の醸成に努めてまいります。
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9

１）藤田商店街の空店舗を安価で貸して、フリーマーケットでも何
でも良いから使用してもらい、昔行われた月3回位の定期市（例：5
日/15日/25日）を開く。
２）商店街の建物の一部に凝灰岩を使用することで石文化を復活さ
せる。
３）敷石に凝灰岩を使用し、例：くにみ藤田ロードを創造する。
４）石母田城跡内の住民に協力（移住も含めて）して頂き、中世の
城を出来るだけ復元する。町内中世城館跡巡りをしてもらう。
５）阿津賀志山、山頂の眺望を利用する事で、防塁跡に夜、ライト
を点在照らすことで始点部より終端部まで頂上より見る事が可能に
する。
６）防塁の一部を復元し、三内丸山遺跡のように見学できるコー
ナーとくにみ歴史資料館を併設してみては。

　本計画では、阿津賀志山防塁の下二重堀地区の史跡公園化や国道4号
北側地区のガイダンス広場の整備を掲げています。さらに、旧藤田宿に
おいては国登録文化財の奥山邸を活かした景観改善にも取り組むことと
しています。また、情報発信拠点の整備として「里まち文化ステーショ
ン（道の駅）」「旧大木戸小学校の改修によるガイダンス施設」を掲げ
ています。さらに、それぞれの文化財などを巡る周遊ルートの検討や、
統一された案内板等の設置、歴史ボランテイアの育成も行い、来訪者の
受け入れ態勢を整えることとしています。ご提案ありがとうございまし
た。

10
　当町は、少ない資源と思いますが、新しい資源の発掘に時間をか
けるより、出来るだけ現在の資源を大事にすべきではないかと思い
ます。

　ご意見のとおり、今ある資源を大切に再発見しながら大事に活用して
いきたいと考えております。

11

　風致資源は、ある程度まとまった地区に限定した方が良いと思い
ます。
①見学者、来訪者がいての資源であると思います。
②通常は、歩いての訪問・見学・観察をするものと思います。
③交通手段も考慮した風致計画も必要ではないかと思います。

　本計画の歴史的風致は、この地に古くからから住んでいた私たちの先
祖から受け継いだ「かけがえのないもの」であると認識しております。
　それらをこれからのまちづくりに活かすことが「歴史を活かしたまち
づくり」であると考えています。
　なお、効率よく周遊できるようなルートの検討、案内板の整備等につ
いては、本計画期間の中で整備することとしています。

12

　なんといっても、国見町は阿津賀志山界隈の歴史にかかわる風致
を大事にしたいと思います。
①現在は、少し殺風景でもある防塁を、関連したわかり易い資源に
できれば、訪れる人にも良い印象を与える事ができると思います。
②そんな意味でも、阿津賀志山を中心にした歴史資源の構成が大事
と思います。
③阿津賀志山から眺望する景色は最高だと思いますので、防塁を説
明できる展望台周辺の整備、その維持も重要かと思います。

　阿津賀志山と阿津賀志山防塁は本町のシンボルであり、歴史性の根源
であると認識し、最も重要なものであると考えています。
　本計画では、情報発信拠点の整備として「里まち文化ステーション
（道の駅）」「旧大木戸小学校の改修によるガイダンス施設」を掲げて
います。さらに、それぞれの文化財などを巡る周遊ルートの検討や、統
一された案内板等の設置、歴史ボランテイアの育成も行い、来訪者の受
け入れ態勢を整えることとしています。
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13

　見学者・訪問者（町外）の立場からの考慮も必要と思います。
①電車を意識、JR藤田駅をスタートとした風致資源の開発と情報提
供。
②乗用車・バスといった交通機関と情報の手段を考えると、、役場
庁舎・観月台文化センター・道の駅（新）を中心とした資源の開発
も重要かと思います。
③各交通手段の起点にはわかり易い表示が必要と思いますし、各資
源が交通手段の起点から適当な距離ということも重要と思います。
④町外より町内商店街への来訪者を考えると、もう少し商店街に藤
田宿としての風致資源の開発が出来ないものかとも思います。

　本計画期間の10年間において、「里まち文化ステーション（道の
駅）」の情報発信拠点の整備、旧大木戸小学校整備によるガイダンス施
設の整備、また防塁では下二重堀、国道4号北側地区と2か所を重点的
に整備する事としています。また周遊ルートの検討、案内板の整備等も
行い来訪者の受け入れ態勢を整えたいと考えております。
　地域の皆様と連携し充実を図りたいと考えます

14

　資源の維持・保全
①どんなに良い資源であっても、良い状態で保持されなければ意味
のない事で、形の維持・環境の維持をどうするかが課題と思いま
す。
②今は、守る会・保存会・護持会などで管理されている資源は、何
とか維持されているものの、長期間、手が加わらない資源は、見ら
れない状態になると思います。

　ご意見のとおり、維持管理及び担い手の育成は重要な課題であり、本
計画でも今後の歴史的文化財の維持管理・保存について大変重要なもの
であると認識しております。

15

　信達平野の北に位置する、あつかし山のある風景は天変地異がな
いかぎり永遠にあるだろう。
　あつかし山のある中（風景）で繰り広げられた人々の生活、生業
があつかし山のある風土の歴史つくり、あつかし山のある風土の中
の史実は悠久の歴史として残っていくだろう。これからもあつかし
山のある風景の歴史は作られて行くだろう。あつかし山のある風景
（中）の生活を大事にして、あつかし山のある風景の歴史をゆっく
りでいいから、私達がつくって行かなければならない。

　ご意見のとおり、阿津賀志山は国見町のシンボルであり、守るべき景
観であると考えております。
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　国見町は、歴史と文化の町。多くの史跡や文化財がある。
　今回、「歴史を生かしたまちづくり」に取り組むのはたいへん意
義のあることで、町内にある文化財を見直し、再発見することで新
たな町づくりに結び付くものと思われます。
　現在、「歴史的風致維持向上計画」に認定されている市町は、城
下町・歴史的町並み等、相当の資源を持っており、それと肩を並べ
るのは厳しいと思うが、一つひとつ掘り起こすことによって魅力あ
る町づくり計画を進めてほしい。
　奥州街道藤田宿、貝田宿及び羽州街道小坂宿があり、国見峠・小
坂峠はその面影を残している。今回羽州街道小坂宿があまり取り上
げられていないが、歴史的建物等が少ないのと、位置的なあるのか
どうか。
　国見町のシンボルは何と言っても阿津賀志山。山頂までの遊歩道
そして阿津賀志山防塁など周囲の史跡との組み合わせによる整備計
画を早く進めてほしい。
登りながら眺める景観は、文化財群だけでなく、信達平野、吾妻
山・安達太良連峰など、たいへんすばらしいものがある。

※阿津賀志山のふもとの防塁を横切る農道。農道側面のコンクリー
トがはっきり写真に写っており、気になります。茶色等の塗装して
目立たなくすることはできないでしょうか
※阿津賀志山ー19ページ
山の写真紹介のところで「南側ー丸山」とありますが、森江野側か
らは、たんがらやまで丸山とは言わないように思います。大木戸地
区で丸山か。

　旧小坂宿につきましては、旧羽州街道の宿場町として往時の面影を残
す建物が現在も残っています。しかしながら、歴まち法の条件に合致さ
せるために必要な人々の活動（営み：祭礼など）について、聞き取り調
査でも深めることができませんでした。
　阿津賀志山や阿津賀志山防塁については、本計画期間において、下二
重掘地区や国道4号北側地区を重点的に整備することとしています。な
お、阿津賀志山山頂付近は国指定史跡指定範囲あるいは保安林とされて
おり、現状変更や樹木の伐採について、慎重に検討すべきものと考えて
います。
　阿津賀志山の呼称ですが、本計画で「南側」とは地区を限定するもの
ではなく、阿津賀志山を南から眺めた場合の山容が「丸山」と呼ばれる
由来となったことを示しています。
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