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序　　文

　猪名川町は、兵庫県と大阪府の県境、近畿地方のほぼ中央に位置します。都市近郊にありながら、
阪神地域の最高峰・大野山や猪名川の源流などの豊かな自然を、四季を通じて感じられるまちとして、
町域の 8 割を占める兵庫県立自然公園などを背景に、昭和 40 年代から大規模な住宅地開発が進み、
緑とともに暮らす住宅都市として発展してきました。
　平成 27 年（2015）10 月 7 日、多田銀銅山遺跡が猪名川町の文化財としては初めて国史跡に指定
されました。江戸から明治に至るまでの鉱山の在り方や産業技術史を考える上で重要な遺跡であると
その価値を認められたもので、鉱山遺跡で国史跡となるのは、兵庫県下では初、全国では大小含めて
千カ所以上ある鉱山の中で 8 番目の指定となります。
　多田銀銅山は、平安時代末期に採掘が開始され、昭和 48 年（1973）の閉山までの間、採掘の場所・
規模や主体者を変えながらも、ほぼ継続的に銀・銅の採掘が行われました。大坂などの都市に近接す
る鉱山として最先端の製錬技術が採用され、その技術は生野銀山にも伝えられました。豊富に残され
ている史料や複数の絵図からは、代官所や番所などの諸施設の構成や鉱石の採掘を行った間歩の分布
状況だけではなく、銀、銅の採掘から製錬に至るまでの技術が判明しています。また、代官所などの
施設の遺構、間歩などの採掘遺構、焼窯などの製錬関係の遺構も良好な状態で遺存しています。
　このたび、この多田銀銅山遺跡の価値を維持し次世代へと確実に継承していくために、史跡の本質
的価値を明らかにし、それらを適切に保存・活用していくため基本方針、方法、取扱基準を示す「史
跡多田銀銅山遺跡保存活用計画」を策定しました。今後は、保存を確実にするため、整備基本計画に
おいて年次計画を立案し、保存管理及び現状変更の取り扱いを行いながら、所有者、地域住民、関係
団体等と協力・連携して、史跡の周知を図るとともに学習の場としての活用方法について模索してま
いります。
　最後になりましたが、本計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご提言をいただきました住民の皆様、
長期にわたりご指導・ご助言をいただきました策定委員会の委員の皆様、文化庁、兵庫県教育委員会
ほか関係者の皆様に厚く心からお礼申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　                             平成３０年３月
　　　　　　　　　　　　　　　　                             　   猪名川町教育委員会　　
                                                                                             教育長　中西　正治　　





例　　言

１．本書は、猪名川町が平成 28 年度から 29 年度の２箇年において実施した国庫補助事業「史跡多
　　田銀銅山遺跡保存活用計画策定事業」に伴う保存活用計画書である。
２．本書の対象となる史跡指定地は猪名川町大字銀山を中心として、広根、南田原、村上の一部を包
　　含する。
３．本計画書では原則として史跡指定地の保存管理を中心とするが、史跡指定地外についても一部そ
　　の対象としている。
４．本保存活用計画の策定に当たっては、猪名川町教育委員会が委嘱した同遺跡保存活用委員会の委　　
　　員をはじめ、文化庁文化財部記念物課、兵庫県教育委員会事務局文化財課から指導・助言を受け
　　た。また土地所有者および地元自治会、所有者等の協力を得た。なお、事務局は教育委員会事務
　　局教育振興課社会教育室が担当した。
５．本書は、同遺跡保存活用委員会において協議・検討した内容を、事務局がまとめ、編集した。
　　なお、本計画は、パブリックコメント（実施期間：平成 30 年 1 月 5 日～ 2 月 5 日）等を通じて、
　　住民の意見を聴取している。
６．本書で使用した専門用語については、巻末に整理して解説を加えた。
７．本保存活用計画で取り扱う史跡の範囲には山林が多く含まれている。この部分では地籍調査を行
　　っておらず、土地の正しい位置や形状が確定していない部分も含まれている。したがって一部で
　　は公図をもとに範囲を定めている。
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