
国見町歴史文化基本構想（骨子案） 

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】 

・国見町役場まちづくり交流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】 

令和元年 11月 25日から令和元年 12月 9 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 ３人 

・意見数  ９件 
 

【意見に対する町の考え方】 

・構想（骨子案）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、１件について構想（骨子案） 

に反映し、８件について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。 
 

【事務担当】 

国見町まちづくり交流課歴史まちづくり推進室 

〒969-1792 福島県国見町大字藤田字一丁田二 1-7 

TEL024-585-2976[直通] FAX024-585-2181[代表] 

令和元年 12月 25日 



整理 

番号 
意見等の概要 国見町の考え方 

１ 

今回の国見町歴史文化基本構想が、町の文化財保護行政のマスタープランと

して位置づけられ策定後にどの様な成果（見込まれる効果）が得られるのか、

また、より確かなものにする事が出来るのかは、既に完了した事業等の成果を

どの様に活用するか？また、様々な事業間でどの様に連携が図れるのかと云う

事に尽きると思います。 

そこで、本構想とこれまでの様々な事業の成果を踏まえ、どの様に連携・活

用が可能なのか云う点について、下記に意見を述べて見たいと思います。（整

理番号２～７） 

 

  

ご意見のとおり、既に完了した事業等の成果をどの様に活用

するか、様々な事業間でどの様に連携が図れるは、本構想策定

において重要な視点として策定を進めてまいりました。 

本構想は、「つなげる」を一つの重要なキーワードとして、

今後の活用や保存・整備について、当町の現状と課題を洗い出

しながら策定作業を進めております。現在取り組みを進めてい

る「国見町歴史的風致維持向上計画」を本構想のアクションプ

ランと位置づけ、これまでの施設整備・調査研究・教育普及活

動や伝統芸能の継承に関わる事業成果を整理しながら、それら

を「歴史文化資源の保存活用の基本方針」としてまとめており

ます。 

整備した施設を拠点施設と位置づけ、周遊性や連携・連動を

図りながら、これまでの成果を活かした事業を一体的な取り組

みとして推進していく考えです。 

 



２ 

 

Ａ．全ての保存活用方針と取り組み・策定後の成果（見込まれる効果）等・・・

その 1 

国見町歴史的風致維持向上計画に基づく事業の成果とどの様に連携・活用す

るのか、例えば、同計画の 6 章のオの９．国見町歴史文化読本作成事業「歴史

文化読本（仮称）」の作成と小中学校の授業とも連携を図り『国見学』を深める

とする事業の早期完了が前提となりますが、次の様に考える事が出来ると思わ

れます。 

 先ず、①短期的には現在の「くにみ♡案内人養成講座」のテキストとして用

いる事が可能である事、また、②中長期的には小中学生を中心として「歴史文

化読本（仮称）」→『国見学』による歴史的文化資源に関する知識の習得を図る

事、更には、③何れは、全町民を対象、町民全員が学芸員であるをコンセプト

に、とする検定試験を実施する事が可能になると思います。 

 従って、この様な事業間の連携・活用が可能であれば、継続的な事業とする

事が出来ると共に、上記の意見は本基本構想の「現在と未来をつなげる」②、

「資源と資源をつなげる」①、「人と人をつなげる」①②③、「人と資源をつな

げる」①②③等につながり、更には、策定後の成果の①郷土への誇りと愛着、

③次世代への継承等にリンクする事になります。 

 

ご意見のとおり、小中学校と連携した「国見学」の取り組みと

案内ガイド養成等の取り組みにつきましては、住民主体・住民連

携を柱とする本構想の推進において欠かすことができないもの

と考えております。 

現在、歴史文化読本を含めこれまで把握した歴史文化資源の

情報を、学校教育における「国見学」の取り組み、文化財の案内

ガイドを実施している「国見町文化財ボランティア」の養成・研

修、平成 27 年から実施している観光視点でのガイド養成をね

らいとした「くにみ案内人養成講座」などにおいて活用しており

ます。 

本構想においても、具体的な取り組みに位置付けており、基本

方針との関係性についてはお見込みのとおりです。 

今後も継続的な取り組みが必要であることから、ご提案いた

だいた検定試験につきましては、今後の事業実施の参考とさせ

ていただきます。 

 



３ 

Ｂ．全ての保存活用方針と取り組み・策定後の成果（見込まれる効果）等・・・

その２ 

既に、エコミュジアムの考え方を参考にした様々な事業、例えば、貝田まる

ごと博物館等々が進行中ですが、一言で云えば、国見町全体を対象として『（仮

称）国見町まるごと博物館』と位置づけて様々な事業を行う事だと思います。

つまり、様々な事業の成果を公表すると供に、様々な事業間の連携・活用を図

る為の施設の整備、ただし、様々な既存施設の利活用が可能である？･･･が必

要と思われます。 

 先ず、エコミュジアムの考えかたに基づいた施設の整備とは、主に、次の３

点、①コア施設･･･〔総合案内所・パネル展示等註１→観月台文化センター、道

の駅国見あつかしの郷、国見文化財センターあつかし歴史館の何れか一つを、

場合によっては三つ全てをコア施設とする事も考えられる〕②サテライト〔国

見町周遊マップにある観光スポット、ご集印めぐりのポイント等の説明案内板

設置→場合によってはスマホ対応が望ましい註２〕、そして、①②を結ぶ、③

ディスカバリー・トレイル〔発見の小径→サイクリングロード、遊歩道として

整備する事が望ましい〕についてのハード＆ソフト面の整備と云う事です。 

 更に、『（仮称）国見町まるごと博物館』事業の実施が可能であれば、より効

果を上げる為にも、必ず立ち寄らなければならない施設として〔JR 藤田駅註

３、国見町役場、観月台文化財センター、道の駅国見あつかしの郷、国見町文

化財センターあつかし歴史館〕等々を乗り降りステーションとする「レンタル

サイクル」を導入する事も有効手段であり、検討に値すると思われます。 

 併せて、更なる交流人口増を図るためには、トイレ（特に、多目的トイレが

望ましい）の整備等が必要と思われますが、短期的には情報開示の一環として、

現在使用可能なトイレの場所を示したトイレマップ等の作成も重要な課題で

あると思われます。 

 この様な上記の意見は、本基本構想の〔過去と現在をつなげる〕①②、〔現在

と未来をつなげる〕①②③、〔資源と資源をつなげる〕①②③、〔人と資源をつ

なげる〕①②等につながると共に、策定後の成果(見込まれる効果)の①郷土へ

の誇りと愛着、②交流の拡大、③次世代への継承等の効果も大きくなり、『(仮

称)国見町まるごと博物館』の整備は、今後の中心的で継続的な事業となり得る

ものと思われます。 

そして、何れは館長・学芸員（「くにみ♡案内人」）を常駐させるなどが出来

れば、情報発信基地として機能が更に充足する事になります。また、Ａ．（整理

番号２）の事業と連携させる形で小中学生の校外授業に活用する事も可能にな

ると共に、全ての町民にとっても生涯学習の施設として利活用が出来るなど、

ご意見のとおり、事業成果の公表、様々な事業間の連携・活用

を図るための施設整備（既存施設の利活用）については、重要な

視点であると考えます。また、エコミュージアムの考えを参考に

させていただきながら、住民主体・連携による保存活用を柱とす

る本構想を検討してまいりました。 

本構想では、「文化財センターあつかし歴史館」を文化財保護・

歴史まちづくりの拠点に、「道の駅国見あつかしの郷」を周遊性

の起点、現在整備を進めている「阿津賀志山防塁下二重堀地区歴

史公園（仮称）」を住民連携の活用を行う中心的な施設として位

置付けています。これらは、保存活用に向けた拠点施設として、

今後のさまざまな事業展開を図るための中心的役割を担う施設

となります。拠点となる施設と、各地の歴史文化資源、それらを

結ぶルートなどの周遊性の向上については、本構想においても

重要な視点であると考え、具体的な取り組みに位置付け、事業を

実施していくこととしております。 

ご提案の内容につきましては、周遊性の向上に関わる様々な

アイディアであることから、今後の事業実施の参考とさせてい

ただきます。 



今後とも継承的な事業になり得ると思われます。 

 

註１:総合案内所・パネル展示等は元より、パソコン・スマホ等に対応した展

示･･･QR コード･･･方法が重要となります。更に、パソコン・スマホ等に

対応した情報発信の方法が可能であれば、体験型歴史ツーリズム？が可能

になると思われます。その方法としては、先ず、観光客がパソコン・スマ

ホで白い？周遊マップを検索し、次に、自分が行きたい観光ポイント・コ

ース等を設定し周遊マップを作成する。更に、マップをプリントアウト、

車・レンタルサイクル・徒歩・くにみ♡案内人の依頼等を選択する事が出

来る様になります。 

註２:解り易い案内板・経路の明示は元より、スマホ･･･QR コード･･･で情報が

検索出来る事が望ましい。 

註３:JR 藤田駅の名称を JR 国見駅に変更する事が可能であれば、国見町を全

国区的にアピール出来る。 



４ 

Ｃ．国見町の歴史文化を表すキーワード等について 

①国見石（通称雨石(あまいし)）と呼ばれていた･･･について 

 建造物の成立要因は、自然的条件（気温、湿度、日照、日射、雨、風、雪、

地質、地勢･･･等、及び、社会的要因）政治・経済・文化・材料・技術･･･等に

基づくと云われます。 

 凝灰岩の特製として、耐火性・防水性（国見石は、かまど・風呂窯の土台等

としても使用された）等を有するのは元より、また、吸放湿性・加工性の良さ

等の性能に加え比較的安価？なものであり、多用されて来たと思われます。 

 そこで、先ず、①国見石の物理的・化学的特性を知る事により、例えば、蔵

内部の温度・湿度・吸放湿性等の性能を調べる事により、国見石で造られた蔵

等の性能が土蔵造によるものと同程度であるのか？あるいは、どの程度違うの

かが判明し、また、②歴史文化に関わるもので、何故、雨石と呼ばれたのか判

れば、更に、③伊達市・桑折町等においても凝灰岩（国見石？）と思われる蔵

が多数見受けられますので、どの程度の広がりを持っているのかを調べる事に

より、つまり、何故？国見石であったのかが判ると共に、国見石による建造物

の特性等をより強調出来るバックデータとなると思われます。 

 従って、何故、国見石であったのかと云う建造物の成立要因である自然的要

因や社会的要因を裏づけるものとなり、更に、国見石の特性をアピールしたり、

あるいは各種のパンフレットづくり（コラム欄として扱える等）の時などに役

立つものと思われます。 

 

国見石については、平成 26 年より郡山女子大学と連携した

調査・活用事業を実施し、石蔵の分布状況及び加工・建築技術と

その変遷から、石蔵の特性について明らかになりつつあります。

その成果については、旧小坂村産業組合石蔵で開催している『石

工フェス』イベントでの講演や展示、国見町文化財センター「あ

つかし歴史館」での展示にて公開し、成果をパンフレットにまと

める取り組みを重ねてまいりました。 

今後も、歴史文化に関する継続的な情報収集と調査研究を進

めてまいりたいと考え、その成果については、活用してまいりた

いと考えます。 



５ 

 

Ｃ．国見町の歴史文化を表すキーワード等について 

②国見町の地理的位置と特性（盆地地形(＆片峠・大木戸)）・戦跡・境界・街道・

交通等のキーワードで歴史文化をつなぐストーリーを読み解く･･･について 

国見町の歴史の沿革ついては、国見町歴史的風致維持向上計画等の記述によ

ると、単に支配者の変遷と云う事にとどまらず、少なくとも関東以北における

「国見町の地理的位置と支配者の変遷との関連性（地政学的に）」について考

察する事が出来るのではないかと云う事です。 

そこで、先ず、国見町の地理的位置を俯瞰すると、ある時代には「南への備

えの地」であり、阿津賀志山防塁は、文字通り藤原氏の前線基地であったと云

えます。また、阿津賀志山防塁が何故あの場所に構築されたのかについては、

盆地地形（福島盆地）の北縁であると共に、東山道→旧奥州道中国見峠（街道・

交通の要衝）は、片峠註（大木戸？）あるいは片峠的な地形であった事による

ものと考えられます。 

つまり、片峠、あるいは片峠的な地形であれば兵法を紐解くまでもなく、当

然、守り易く、かつ攻め易い訳であり、更には、防塁の背後地の軍営地として、

また、兵站任務のあり方を考慮したとき最良の地形・地勢であったと云えます。

つまり、あの場所が阿津賀志山防塁を構築するのに最適な場所であったと云う

事が出来ると思います。そして、ある時代には「北への備えの地」として、あ

るいは「北または南への進出拠点？の地」であり、奥州仕置以降の国見町地理

的位置は、当時の政権による「北への備えの地･･･伊達氏と対峙する為でなか

ったか？」として位置けられたと云う事が出来ます。 

何れにしても、国見町の地理的位置の特性は、往時のそれぞれの勢力にとっ

て緩衝地帯的な位置であると共に、勢力図を描き俯瞰すると「ある勢力 vs あ

る勢力」の「境界の地」であったのではないかと云う事も出来ます。 

この様に国見町の地理的位置の特性を説明出来るのであれば、現在の国見町

おける歴史文化の存在意義は、大きなものとなり、そして、この事は次世代へ、

未来へつなげる為の歴史文化をつなぐストーリーになると云えるのでないで

しょうか？ 

 そして、国見町は、この様な歴史文化をつなぐストーリーによって裏打ちさ

れていると共に、その中に様々な歴史的資源が存在する訳であり、また、国見

町が歴史まちづくりのコンセプトがこの様なストーリーに基づくものである

と云えます。 

 上記の意見については、結果論的な考察ではありますが、既に公表されてい

る構想や計画の策定書等にある「国見町にしかない地域資源」と云う視点から、

ご意見のとおり、国見町を代表する歴史文化資源である「阿津

賀志山防塁」は、その地形的特徴を合わせて理解することで、国

見町の地政学的な位置付けを端的にあらわしています。本町は、

奥州合戦の一時期だけではなく、長く「境界の地」となってきた

歴史が刻まれているところに歴史文化の特徴を見ることができ

ます。一方で、交通の要衝として街道が通り、宿場が整備される

に伴い、交流の場としても発展してきました。本構想では、多面

的であり、多様な国見町の歴史文化の特徴を捉え、ストーリーを

導き出し、関連文化財群を設定しております。 

そのストーリーを用いた普及啓発活動を展開してまいりたい

と考えております。 



国見町の歴史文化を表すキーワードを取り上げ、国見町の地域性や特性、歴史

文化をより強調出来得るものと思いで考察したものです。 

 つまり視点を変える事により、また、表現の仕方を工夫する事により、国見

町の地域性や特性をより大きくアピールする事が出来ると思われますし、ま

た、パンフレットづくり等に於いてもコラム欄として扱えるなど、より国見町

の魅力をアピールする事が出来るのではないでしょうか？ 

註：有名なのは碓氷峠であるが、片峠とは片方に高低差があり反対側はあまり

起伏がない地形を言う。阿津賀志山防塁が構築された国見峠から越河方面への

地形は、同じ様にあまり起伏がない状態であると思われます。片峠？あるいは

片峠的な地形かどうかは、国見峠から越河方面 4～5 点の標高を確かめれば判

明すると共に、何故？阿津賀志山防塁があの位置に構築されたのかと云う傍証

になるものと思われます。 

６ 

Ｄ．その他 

①花粉調査について 

 今後の阿津賀志山防塁の発掘調査を行う際、花粉調査等を行う事も重要であ

ると考えられます。つまり、花粉の有無、花粉の種類が判明すれば、往時の植

生状況や風景を再現する事、あるいは想像したりする事が可能になると思われ

ます。その結果として、想像図としてイラストに描く事も、また、ジオラマ（現

在あるものとは違った）等を製作する事が出来るのではないかと思われます

が、如何でしょうか？ 

ご意見のとおり、歴史文化資源の調査・把握を進めていく過程

において、自然科学的な手法についても必要に応じて検討して

まいりたいと考えます。 

現在進めております、阿津賀志山防塁の発掘調査におきまし

ても、花粉分析等の科学的分析を合わせて行っております。十分

な成果が得られましたら、整備に関わる情報として活用してま

いります。 



７ 

Ｄ．その他 

②国見町歴史文化基本構想策定後･･･上記のＡ．（資料番号２）やＢ．（資料番

号３）を関連づけると共に、どの様な組織づくりが必要か？･･･の成果の運用・

活用について 

 町長の諮問機関として、例えば「（仮称）国見グランドデザイン会議」等を設

置する事は、国見町のグランドデザイン（様々な基本構想・計画等の策定及び

事業終了後の成果を査定する機関として）の是非を判断する上で重要な課題で

あると思われます。 

 そして、本会議の構成メンバーとしては、学識経験者、建築家、都市計画家、

デザイナー、市場調査を行うマーケッター等の 5～７名程度で構成し、本会議

の趣旨は、主に町政の方向づけを行う事を目的とし、3～4 回／年程度開催し

諮問事項について協議を行う。 

 また、本会議の役割としては、基本構想・計画等の策定及び事業の実施状況、

かつ、事業の成果等のチェック行う事は元より、様々な事業成果の運用・活用

を担う組織団体等に助言や指導等に当たるものとする。 

 更に、現在ある保存継承活用団体による協議会（何れは「(仮称)まちづくり

ＮＰО」等として設立される事が望ましいと思われますが？）活動の充実を図

る為にも、まちづくり事業は、終わりのない継続的な事業である為「（仮称）国

見町グランドデザイン会議」等の会議の設置については、検討に値する重要な

課題であると思われます。 

 尚、この様な仕組みづくりについては、岩手県志波町のオーガルプロジェク

ト註が大いに参考になると思われますが、何故でしょうか？ 

 

註：オーガルプロジェクトとは、志波町の様々な施策や事業を進める際、町の

課題を行政と民間及び町民との協議の上に解決すると云う公民連携によるま

ちづくりの事である。 

現在、事業の進捗管理につきましては、文化財・建築・都市計

画・文化財所有者・関係機関等の有識者からなる「国見町歴史風

致維持向上計画協議会」および歴史文化の有識者からなる「国見

町文化財保護審議会」の場において、事業成果・実施状況につい

て確認をいただいております。また、庁内には「歴史まちづくり

庁内検討委員会」を組織し、事業実施にかかわる調整・検討をし

ております。 

また、保存継承活用に関わる団体の協議会につきましては、平

成 26 年から「国見町歴史まちづくりフォーラム」が組織され、

取り組みを進めているところです。 

ご意見をいただいた必要な組織づくりにつきましては、今後

も組織の強化や体制づくりに向けた検討を進めてまいります。 



８ 

聞き慣れない馴染みのない「滝川甌穴群」を町の観光分野でもどの分野でも

いいと思うので自然の営みが創り出した素晴らしい自然の造形美を見て子々

孫々に国見町の自然文化遺産として紹介し、伝えていければと思います。 

差し当たり「第３章歴史文化資源把握の方針 ②名勝地 イ) 岩石・洞穴」の

箇所か「ウ) 峡谷・瀑布」の箇所に加筆されれば、と思います。 

ご意見をいただいた「滝川甌穴群」につきましては、再度現地

調査を行い、滝川の中流域に凝灰岩の岩盤層を河川が浸食して

形成された小規模な渓谷、円礫の作用で形成された円形の穴（甌

穴）を確認いたしました。 

この調査成果を用いて、本構想の「第 3 章歴史文化資源の把

握と特徴」に加筆修正を行います。 

９ 

来年から阿津賀志山防塁歴史公園の工事がはじまるとのこと。防塁の端に樹

木または花桃の苗を植えてはと思います。ウォーキングをする場合にも楽しい

と思います。今回の台風１９号の水害を受けて、ここに建てる建物は二階造り

で地震に強い鉄骨を使用されてはと考えます。地域の知識人との話し合いでみ

んなに利用していただける公園になるよう希望します。 

本構想において、「阿津賀志山防塁下二重堀地区歴史公園（仮

称）」は、その歴史性と長大なスケールを体感できる史跡として、

構想推進の拠点施設と位置付けています。 

同公園は、本構想の実施計画として位置付けた『阿津賀志山防

塁史跡整備基本計画』に詳細を記しています。同計画は、町内外

の有識者による指導委員会からの建議を受け、平成 30 年度に

町で策定を行いました。現在実施設計が完了し、整備に向けた準

備を進めております。 

基本計画策定の際には、住民・子どもワークショップ・パブリ

ックコメントを実施し、計画策定後には住民説明会を開催し、計

画の内容について議論や周知を重ねてまいりました。 

公園内の整備においては、一番の見どころである阿津賀志山

防塁と中尊寺蓮をメインとして考え、景観上障害となる恐れの

ある樹木などは植栽せず、園路や安全柵などの最低限の設置に

留めることとしています。 

今回の台風１９号により、公園予定地においても浸水被害が

発生しましたが、公園の便益施設の設置予定場所については、そ

のほとんどが浸水被害の範囲外であったことから、木造１階建

ての建物。また、公園周辺において河川堤防改修が検討されてお

り、浸水被害についても軽減されるものと考えているところで

す。 

 

 

 



 

 

 

 

 


