
第５章　史跡の現状と課題

144

第
５
章
　

史
跡
の
現
状
と

課
題

第２節　地区区分

　史跡指定地は広範囲にわたり、遺構の分布状況や土地利用の状況等が異なる。適切な保存管理を行
うため、以下のとおり地区区分を行う。（表 24、図 105）

表 24　地区区分表

地区名 遺跡名 地区の概要

Ａ（大坂口番所跡ゾーン）
大坂口番所跡
大坂口旧道

銀山地区南東部に位置し、江戸時代に
おいては大坂方面への出入り口でも
あった。広根・白金地区に隣接してお
り、銀山地区へのアプローチの地区と
もいえる。

Ｂ（代官所跡ゾーン） 代官所跡
大金間歩群

大口間歩群がある山の斜面が確認でき
る場所に設置された代官所跡等役所関
連遺跡などがある。また、代官所の谷
の奥には、多田荘を開発した源満仲伝
承に関連する大金間歩群がある。Ｃ地
区とともに銀山地区の中心的な位置を
しめる。

Ｃ（本町ゾーン）

大口間歩群
堀家製錬所跡
本町遺跡
本町対岸遺跡
桜・谷間歩群
金山彦神社
瀬戸谷間歩群

幕府実効支配のきっかけとなった銀を
含む大鉱脈を発見した大口間歩群とと
もに桜・谷間歩群、瀬戸谷歩群を構成
する念力山を含む。また、江戸時代に
製錬の中心地であった本町、鉱山関係
者の信仰の拠り所となった金山彦神
社、明治時代後半に稼行した堀家製錬
所を含む。Ｂ地区とともに銀山地区の
中心的な位置をしめる。

Ｄ（瓢箪・台所間歩群ゾーン） 瓢箪・台所間歩群
豊臣秀吉の伝承がある瓢箪・台所間歩
群を含む。近世初期～近代まで継続的
に採鉱が行われたところである。
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図 105　多田銀銅山遺跡の地区図
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第３節　史跡を構成する諸要素の現状

（１）全地区共通の現状と課題
　多田銀銅山遺跡を適切に管理するためには、銀山地区全体の現状を把握する必要がある。ここでは
４つの要素にわけて現状を整理した。

表 25　全地区共通の現状と課題
区分 全地区共通の現状と課題

現状と課題

１．動線
・史跡地は大きく 4 つの地区に分けられるが、それぞれの史跡地は町道や里道を利
   用して見学する形を取っている。
・一部の史跡においては、町道や里道から、直接アクセスすることができない。
・銀山地区には歴史街道、近畿自然歩道が設定されており、ルート上に説明板、方
  向板、標柱が設置されている。
・歴史街道、近畿自然歩道など見学ルートの一部は町道に設定されているが、狭隘
   な谷筋にあるため、道幅が狭く大型車輌も通行する。
２．説明板
・地区内で説明板が 80 箇所設置されている。
・それぞれの意匠やデザインが統一されておらず、不確かな記述が含まれているも
　のもある。
・説明板の内容を見直すとともに、デザインを統一化する必要がある。
３．便益施設  
・トイレは悠久の館およびその周囲に公衆便所が設置されているのみである。
４．維持管理   
・史跡の確実な保護を図るために平成 28 年（2016）2 月 3 日に猪名川町が管理団
   体の指定を受け、史跡の保存管理等にあたっている。
・指定地の大半が民有地であることから、史跡の管理団体である猪名川町が土地所
   有者の理解と協力を得ながら保存管理を行う必要がある。

（２）ゾーンごとの現状と課題
　前節で史跡地を 4 つに地区分けを行ったが、それぞれの地区内に所在する史跡地ごとの現状を整
理した。
A（大坂口番所跡ゾーン）

表 26　大坂口番所跡の諸要素の現状

遺跡名 大坂口番所跡（p.94　図 75）、大坂口旧道

構成要素の分類 / 種別 役所関連遺跡（口固番所跡）

所有者
北側平坦面（役所建物跡）…町有地
旧道～南側平坦面…民有地

現状 調査歴

平成 19 年度：平板測量（町有地、民有地）
　調査主体：大手前大学（猪名川町との共同調査）
　・大坂口番所一帯の地形測量を実施した。
平成 23 ～ 24 年度：確認調査（町有地）
　調査主体：猪名川町教育委員会
　・平坦面にトレンチ設定、役所建物跡、排水溝を伴う旧道跡、木戸跡、土
       塁状遺構を確認した。
　・詳細地形測量を実施した。
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現状

現状と課題

・史跡地全体に草木や雑木が繁茂し、史跡地の見通しはよくない。
・史跡地には旧道があるが、生活道路等に利用されていない。
・遊歩道沿いには、フェンスが設置されている。
・史跡地へのごみのポイ捨てがある。
・生活道路等から確認できる位置にないため、大坂口番所の存在があまり知
   られていない。

維持管理 ・民有地では、土地所有者による維持管理が行われている。
・町有地では日常的な管理を行っていない。

保存のための
対応 整備は管理等を含めて慎重に検討する必要がある。

公開状況 公開していない。

B（代官所跡ゾーン）
表 27　代官所跡の諸要素の現状

遺跡名 代官所跡（p.91　図 71）

構成要素の分類 / 種別 役所関連遺跡（代官所跡）
所有者 町有地

保存 調査歴

平成８・9 年度：銀山橋架け替えに伴う高札場跡の確認調査
　調査主体：猪名川町教育委員会（摂津多田銀銅山遺跡調査団に調査委託）
　・高札場に隣接する場所で江戸時代の炉跡を確認した（高札場下層炉跡）。
平成 12 ～ 17 年度：代官所跡確認調査
　調査主体：猪名川町教育委員会
　・トレンチを設定し、調査を実施した。
　・幕末期の役所建物跡等の確認、明治時代の製錬場、選鉱場を確認した。

現状

現状と課題

・代官所跡には江戸時代と明治時代の遺構が混在しており、それらの上層
　には明治時代以降のズリが堆積している。
・敷地内にある稲荷社跡の石積と石段が、山側からの地下水等により孕み
　がすすんでいる。
・代官所入口にある高札場横の石燈籠の風化が進んでいる。
・代官所敷地内には日本鉱業（株）多田鉱業所操業時のコンクリート基礎
　および記念碑が残存している。
・代官所敷地内には電柱、彫刻の道のモニュメントがある。
・代官所川沿いにソメイヨシノが密集して植樹されているため、樹根が張
　り、法面が脆弱化し、河川に面する石垣および石積みの孕みの原因となっ
　ている。
・多量の降水時には、谷筋等の増水により、史跡が浸食される恐れがある。
・平成 26 年（2014）の台風 10 号や集中豪雨により、銀山川に面する石
　垣が崩落したため、平成 28 年度には国庫補助事業でかごマット法によ　
　る護岸工事を実施した。
・代官所跡までの川沿いにある里道は、柵もなく降雨時にはすべりやすく
　なっている。また、路肩が脆弱化しており、安全上の問題から通行でき
　ない状況となっている。
・史跡地内でイノシシの掘り返しがみられる。
・悠久の館のテラスに、代官所跡の説明板がある。

維持管理  町が年２回、草刈を実施（猪名川町教育委員会が実施）

第３節　史跡を構成する諸要素の現状
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現状 保存のため
の対応

・将来的に下層遺構の調査が必要
・谷からの入水対策、排水施設の整備が必要
・史跡地内の表面水対策が必要。
・将来的に植生を含めた検討が必要
・石垣、石積の修復を含めた修景整備が必要

公開状況 公開していない（多田銀銅山悠久の館から遠望）。

  表 28　大金間歩群の諸要素の現状

遺跡名 大金間歩群（p.95　図 76）

構成要素の分類 / 種別 生産遺跡（採鉱場）
所有者 民有地

保存
調査歴

平成 25 年度：確認調査
　調査主体：猪名川町教育委員会
　・大金間歩群の現地測量調査を実施した。
　・埋没している間歩のうち、a-20 の土砂を取り除き、坑口を確認した。
　・a-20 坑口前面にトレンチを設定、明治時代の選鉱場跡（淘槽）を確
　　認した。
平成 25 年度：坑道調査
　調査主体：松江工業高等専門学校・猪名川町教育委員会
　・a-10 ～ 20 の坑道内の調査を実施した。
　・a-20 前面の選鉱場の 3 次元測定を実施した。
　・大金間歩一帯の 3 次元測定を実施した。

現状

現状と課題

・南側は針葉樹の植林がなされており、間伐等林業行為がなされている。
・史跡地内でイノシシの掘り返しがみられる。
・全体的に遺構は良好に保存されている。
・多量の降水時には、谷筋等の増水により、史跡が浸食される恐れがある。
・里道に面している間歩は垂直に開削された立坑であるため、見学者が転
   落する危険性もある。

維持管理 所有者による管理。
保存のため

の対応
・未指定範囲が含まれる。土地所有者の理解と協力を得ながら史跡地と一
体となった保存管理が必要である。

公開状況 公開していない。

C（本町ゾーン）
表 29　大口間歩群・堀家製錬所跡の諸要素の現状

遺跡名 大口間歩群・堀家製錬所跡（p.98　図 77）

構成要素の分類 / 種別 生産遺跡（採鉱場）
所有者 民有地

保存 調査歴

堀家製錬所跡
平成 23 年度：確認調査（悠久広場範囲内）
　調査主体：猪名川町教育委員会
　・悠久広場内の地下遺構の発掘調査（調査区に 5 箇所のトレンチを設定、
　　掘削）を実施した。
　・  明治時代の機械選鉱場跡（レンガ敷遺構）、製錬場跡（熔鉱炉跡、真吹
        炉跡）を確認した。
平成 27 年度：3 次元測定調査、現地確認調査
　調査主体：松江工業高等専門学校・猪名川町教育委員会
　・煙道および周辺地形の 3 次元測定を実施した。
　・煙道周辺部に限定した大口間歩群の分布調査を実施した。
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現状 現状と課題

【大口間歩群】
・大口間歩群の坑道分布については、十分に把握が行われていない。
【大口間歩群、堀家製錬所跡】
・史跡地内でイノシシの掘り返しがみられる。
【堀家製錬所跡】
・遺構は全体的に良好に保存されているが、樹根繁茂等により、煙道上部の 
   崩壊が進んでいる。
・煙道下部は人が立ち入らないことで、良好に保存されている。
・史跡地の遺構は隣接する悠久広場地下にある遺構と一体に構成されている。

維持管理 ・所有者による管理。悠久広場に接しているところでは猪名川町教育委員会
   が草刈を実施している。

保存のため
の対応

【大口間歩群】
・全体が把握できていないため、分布調査が必要である。
【大口間歩群・堀家製錬所跡】
・民有地にあるため、土地所有者の協力を得ながらの保存管理が必要である。

公開状況 公開していない。

表 30　本町遺跡の諸要素の現状
遺跡名 本町遺跡（p.100　図 78）

構成要素の分類 / 種別 生産遺跡（選鉱場・製錬場）
所有者 町有地・民有地

保存 調査歴

平成５年度：発掘調査
　調査主体：摂津多田銀銅山遺跡調査団
　・「銀山の宴」計画に基づき、銀山資料館建設を前提とした調査を実施した。
　・調査区にトレンチを設定、掘削した。
　・遺構が良好な状態で確認された。その後、計画は中止され、遺構は埋め
        戻し現地保存されている。

現状 現状と課題
・史跡地全体に草木や雑木が繁茂し、史跡地の見通しはよくない。
・史跡地内でイノシシの掘り返しがみられ、土地所有者によりフェンスが設
   置されている。

維持管理 所有者による管理。
保存のため

の対応
・民有地にあるため、必要に応じて地権者の協力が必要。

公開状況 公開していない。

表 31　本町対岸遺跡の諸要素の現状

遺跡名 本町対岸遺跡（p.100　図 78）

構成要素の分類 / 種別 生産遺跡（製錬、焙
ばいしょう

焼施設跡）

所有者 民有地

第３節　史跡を構成する諸要素の現状
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保存 調査歴

平成 24 年度：本町対岸遺跡　現地調査
　調査主体：猪名川町教育委員会
　・現況で残る焼竈跡、石垣跡の現況調査、焼竈１のグリッド調査を実施した。
　・周辺の詳細地形測量を実施した。
　・川底遺構の現況調査を実施した。
　・本町対岸遺跡で確認したグリッド遺構は調査後に埋め戻し、現地保存し
　　ている。

現状
現状と課題

・史跡地全体に草木や雑木が繁茂し、史跡地の見通しはよくない。 
・史跡地内でイノシシの掘り返しがみられる。 
・平成 26 年（2014）の台風 10 号や集中豪雨により、石垣と焼竈の一部が崩　
　壊した。
・史跡が対岸にあるため、直接アクセスすることができない。

維持管理 所有者による管理。
保存のため

の対応
・遺構に接している部分での河川護岸処置が必要である。

公開状況 公開していない

表 32　桜・谷間歩群の諸要素の現状

遺跡名 桜・谷間歩群（p.102　図 79）

構成要素の分類 / 種別 生産遺跡（採鉱場跡）
所有者 民有地

保存 調査歴
平成 25 年度：坑道調査
　調査主体：松江工業高等専門学校・猪名川町教育委員会
　・坑道内の 3 次元測定を実施した。

現状 現状と課題

・史跡地内でイノシシの掘り返しがみられる。
・間歩は急傾斜の谷筋に分布しているため、公開は困難である。
・多量の降水時には、谷筋等の増水により、史跡が浸食される恐れがある。
・間歩の残存状況は良好である。
・平炉跡は金山彦神社参道に面した場所にあり、現地に標柱が設置されている。
・平炉跡の標柱のある周囲には、スラグ層堆積箇所、焼竈跡とみられる遺構
　があるが、 未調査のため、詳細は不明である。

維持管理 所有者による管理。

保存のため
の対応

・金山彦神社参道より上は急傾斜地なので公開を前提とした整備は困難であ
　る。
・民有地にあるため、必要に応じて地権者の協力が必要である。

公開状況 公開していない。

表 33　金山彦神社の諸要素の現状

遺跡名 金山彦神社（p.102　図 80）

構成要素の分類 / 種別 生活遺跡

所有者 民有地
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保存 調査歴

平成 23 年度　建造物調査
　調査主体：猪名川町教育委員会
　・文化財審議委員会建造物分野の専門家による現地確認調査を実施した。

現状 現状と課題

・ 集落の氏神である。
・ 史跡を構成する要素の建築物として、本殿、覆屋、拝殿及び御輿蔵がある。
・境内のその他の諸要素の建築物として再建された末社がある。 
・本殿には合祀した神を示す板と、地元郷土史家によって作成された説明
   板があり、入口柱には賽銭箱がくくりつけられている。
・覆屋の上部の隙間から小動物が進入できる構造になっており、檜皮を損
   傷させている。
・本殿、覆屋、拝殿ともに良好に保存されているが、一部で老朽化が進ん
   でいる。
・境内やその周辺には、江戸から昭和期の石造物が 21 基ある。その一部は
   蘚苔類により風化が進んでいるものもある。
・境内には坑道掘の坑口があり、入り口は閉塞されている。 
・地元の氏子の維持管理上必要な施設である手洗い場がある。
・境内の平坦面および山裾の石積みが孕んでいる。
・氏子以外にも多数の観光客が訪れ、昼食などを境内地で取ることがあるが、
  崖面に接しており、転落の危険性もある。
・平成 28 年度に覆屋、本殿、拝殿及び御輿蔵の防災設備を設置（国庫補助
   事業）した。 
・拝殿及び御輿蔵付近から神宮寺への参道、町道広根万善線から神宮寺へ
   の橋は、雨が降るとすべりやすくなっている。
・現地には観光協会が設置した説明板、地元郷土史家が設置した説明板が
   ある。一部は、事実に基づかない表記もみられる。

維持管理 所有者による管理。
保存のための

対応 ・地元氏子と連携をとりながら公開を行う必要がある。

公開状況 公開している。

表 34　瀬戸谷間歩群の諸要素の現状

遺跡名 瀬戸谷間歩群（青木間歩含む）（p.103　図 81）
構成要素の分類 / 種別 生産遺跡（採鉱場跡）

所有者 民有地

保存 調査歴
平成 25 年度：坑道調査
　調査主体：松江工業高等専門学校・猪名川町教育委員会
　・坑道内の 3 次元測定を実施した。

現状 現状と課題

・青木間歩以外は急傾斜の谷に、間歩が分布している。
・多量の降水時には、谷筋等の増水により、史跡が浸食される恐れがある。
・全体的に間歩の残存状況は良好である。
・坑内および露頭掘の鉱脈付近を中心に盗掘が行われている可能性がある。
・金山彦神社から青木間歩間の遊歩道は、土砂の流出や柵等の構造物に老
   朽化が進んでいる。
・町道からの橋は、降雨時に滑りやすくなっている。
・青木間歩周辺には説明板が設置されている。

第３節　史跡を構成する諸要素の現状
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現状

維持管理

・ 青木間歩の管理が行われている（猪名川町教育委員会が地元自治会に委
   託、毎日出入口施錠、年６回、坑道内点検）。
・青木間歩～金山彦神社までの遊歩道の草刈が行われている（猪名川町教
   育委員会が地元自治会に管理委託）。
・その他の部分については所有者による管理が行われている。

保存のため
の対応

・青木間歩より上は急傾斜地なので公開を前提とした整備は困難。
・民有地にあるため、必要に応じて地権者の協力が必要。
・青木間歩、遊歩道は整備から約 15 年経過しているので、設備の老朽化が
   進んでいる。修繕等の処置が必要。

公開状況
・青木間歩のみ公開
・平成 13 年度「青木間歩」坑道内整備、金山彦神社～神宮寺～青木間歩ま
   での遊歩道整備

D（瓢箪・台所間歩群ゾーン）
表 35　瓢箪・台所間歩群の諸要素の現状

遺跡名 瓢箪・台所間歩群（大露頭含む）（p.111　図 82）
構成要素の分類 / 種別 生産遺跡（採鉱場跡）

所有者 民有地

保存 調査歴

平成 22 年度：坑道調査（瓢箪間歩、小瓢箪間歩）
　調査主体：松江工業高等専門学校
　・瓢箪間歩、小瓢箪間歩の坑道内レーザ測定が実施された。
平成 25 年度：坑道調査・周辺 3 次元計測・詳細調査
　調査主体：松江工業高等専門学校・猪名川町教育委員会
　・瓢箪・台所間歩群の坑道内及び周辺地形の 3 次元測定を実施した。
　・瓢箪・台所間歩群周辺の遺構詳細確認、スラグ等収集、分析調査を実　
　　施した。

現状 現状と課題

・全体的に間歩の残存状況は良好である。
・大露頭は地表面に鉱脈が露出している。
・大露頭、瓢箪間歩で盗掘があったため、大露頭には立入防止柵を設置（平
  成 23 年度）している。
・周辺の地盤が弱く岩盤が崩落するおそれがある。
・歴史街道から外れているが、歴史街道整備に関連して説明板が設置され 
   ている。
・安全対策として台所間歩、瓢箪間歩は保坑工事を実施（平成 23 年度）し、
  坑口に立入防止の門扉、坑口前に立入防止柵を設置した。立入防止柵は、  
  四つ留の意匠を採用している。

維持管理 所有者による管理。
保存のため

の対応 ・民有地にあるため、必要に応じて土地所有者の協力が必要。

公開状況 遊歩道から見学（大露頭・台所間歩・瓢箪間歩）。
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 第４節　史跡の特性

　多田銀銅山遺跡は広範囲な分布域を所有し、さまざな要素から構成されている遺跡である。構成さ
れる遺跡は採鉱・選鉱・製錬など鉱山に関連するものだけでなく、鉱山管理のための役所関連遺跡、
集落、寺社、田畑など生活に関連する遺跡や人が行き来するための道や銀山地区への方向を示す道標
などの流通遺跡から構成されている。
　これらの遺跡は主として江戸時代のものであるが、明治時代も継続して利用されたところも含まれ
る。また、堀家製錬所跡など明治時代後半の西洋の技術を取り入れた遺跡や銀山城など中世の城郭も
含まれており、遺跡としての継続年代も長期間にわたる。
　現在、銀山地区で史跡地となっているのはこれらの一部に過ぎず、未指定地にも重要な遺跡が分布
している。また、銀山地区外にも鉱山に関連する遺跡が分布している。
　今後、これらの性格を把握したうえで、関連する遺構も含めて一体のものとして保護し、保存と活
用を図る必要がある。

第５節　保存活用の基本方針

　史跡の現状と課題を踏まえ、史跡の本質的価値を良好な状態で適切に後世に継承するため、保存活
用の基本方針を以下のとおり設定する。
１　多田銀銅山遺跡の確実な保存と一体的な保護
　多田銀銅山遺跡を後世へ確実に継承するため、４つの地区ごとに適切な保存活用を図る。
　なお、地区内においては、史跡を構成する要素である①役所関連遺跡、②生産遺跡、③生活遺跡、
④流通遺跡などの多様な遺跡群の状況を的確に把握し、その特性を活かし、史跡の保存継承を前提に
した活用と整備の計画を策定する。

２　遺跡の全容の解明のための継続的な学術調査研究
　多田銀銅山遺跡の年代・規模・性格等を総合的に把握・解明するため、発掘調査や文献調査の学術
調査を継続し、実態的な基礎資料の充実を図り、歴史的変遷の解明に力を注ぐとともに、史跡の本質
的価値を最大限に引き出し、新たな価値の発見につなげる。

３　史跡の自然や歴史的景観を活かしながら保存管理する
　多田銀銅山遺跡内の遺構群を一連の遺跡として理解してもらうため、一体的な活用策を検討する。
遺跡の価値に加えて、地区内に所在する山林等の自然環境の良好な展望地点や、史跡周辺の自然豊か
な山の木々や鉱山特有の植生を示す植物なども、遺跡の保護に有効な要素として活用していく。

４　史跡の本質的価値を顕在化するために整備活用を図る
　多田銀銅山遺跡の本質的価値を顕在化するため、必要な整備を行う。整備にあたっては、保存管理、
公開活用のために必要な整備により価値の顕在化を図るとともに、防災等の安全対策を講ずる。　
　また、性格が異なる遺構群で構成されている各遺跡を一体的に結びつけられるよう配慮した整備を
心掛ける。

第４節　史跡の特性
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５　保存管理体制を確立し、住民参画の史跡保護に努める
　多田銀銅山遺跡は猪名川町を代表する史跡であることから、住民の日常的利用を促進し、魅力ある
遺跡づくりを行う。また、所有者や住民の共有の財産として、地域と共生することを目標に行政と地
域住民が一体となって保存管理と活用を模索しながら、活性化の体制づくりをすすめ、猪名川町全体
での文化財保護体制の充実に努める。

６　中長期的に本質的価値に応じた史跡の保護範囲を確保する
　多田銀銅山遺跡は、現在の史跡指定範囲外にも広がっていることから、史跡地の拡大による遺跡の
確実な保存を図る。調査によって明らかになった遺跡（遺構）は必要に応じて公有化を図り、整備・
活用を図る。また周辺部において基礎調査の終了した重要地においては、必要に応じて追加指定の推
進を図る。追加指定は随時継続的に取り組み、必要箇所については公有化も検討する。

７　まちづくりに活かし、周辺環境の保全や良好な景観形成を目指す
　多田銀銅山遺跡は、猪名川町を代表とする歴史文化遺産であり、また貴重な観光資源でもあるため、
遺跡と一体となった良好な周辺環境の保全、形成を図る必要がある。
　地区内にある本町や大口、笹原には江戸時代の家屋が残っている。これらの家屋は町内の摂丹型の
家屋と異なる様相をみせ、鉱山町であった歴史を物語る景観を形成しており重要な要素であることか
ら、史跡とともにまちなみの保存を図る必要がある。
　今後、銀山地区および周辺での地区計画の中で景観の保存の方法について検討を行う必要がある。

８　地域を知る学びの場
　多田銀銅山遺跡の活用にあたっては、「学習の場」としての位置づけを明確にして、幅広い年代に
向け、日本鉱山史の中での位置づけと特徴をわかりやすく伝える必要がある。
　例えば、鉱山の生産過程でもある採鉱・選鉱・製錬遺構などについては、現地で見学できるよう説
明板などで、わかりやすい解説を加える。それとともに、調査で分かった内容をもとに再現実験など
体験を行う機会を設ける。
　また、遺構周辺に広がる鉱脈露頭やズリ場など、自然に包含されているものも学習・活用材料とする。　
　このように、史跡の価値や特質、それに関わる地域の成り立ちを学習、地域の魅力を認識すること
ができる活用・整備を進める。
　また、地域住民と周辺住民との憩いの場、地域間交流の場としての機能や役割を併せ持つ取り組み
を進める。

９　史跡の存在と価値の情報発信
　多田銀銅山遺跡の主要な価値は、鉱山に関連する遺構および遺物やその地形環境などにより構成さ
れている。そうした史跡の価値を多様な方法を用いて広く情報発信を行う。
　情報発信にあたっては、地域住民や住民団体等と連携しながら、多田銀銅山遺跡を通じて猪名川町
が有する価値と独自性を明示し、ふるさと意識の醸成を図る。
　また、多田銀銅山遺跡周辺に所在する多田銀銅山遺跡に関連する遺構および遺物をはじめとする歴
史文化遺産等の副次的価値を有するものや、木喰仏など町内の歴史文化遺産との一体的な活用を検討
し、全国に向けた猪名川町の歴史文化遺産の情報発信に努める。　




