
177

第８章　整備



第８章　整備

178

第
８
章
　

整
備

第１節　整備の現状

　猪名川町では史跡指定以前から多田銀銅山遺跡の整備を段階的に進めてきた。平成 13 年度には青
木間歩の坑道内整備と金山彦神社～青木間歩までの遊歩道整備、平成 16 年度には猪名川町が歴史街
道モデル地区の指定を受け、歴史街道として位置づけられた町道広根万善線沿いにある長家前の町有
地に多田銀銅山悠久の館の設置工事を行った。
　平成 25 年度には多田銀銅山悠久の館の北側にある土地一帯を「多田銀銅山悠久広場」として整備
した。また、平成 23 年度に実施した多田銀銅山悠久広場敷地でトレンチ調査を実施した結果、敷地
全体が堀家製錬所跡に含まれることが判明した。多田銀銅山悠久広場整備事業では地上で現存するレ
ンガ構造物の前面には発掘調査で検出したレンガ敷遺構を再現展示したほか、発掘調査で分かった内
容について敷地各所に説明板を設置するなど「学習の場」としての位置付けを第一義としている。そ
のほか広場・駐車場としても使用できる多目的広場としても活用できるように整備している。
　また、平成 26 年度の災害により石垣が崩落したため、平成 28 年度には代官所跡の河川護岸工事
を行い、江戸時代～明治時代の石垣の保護を行った。

第２節　整備の基本方針

　多田銀銅山遺跡の適切な保存と活用を図るための整備については、本来、遺跡全域を一体的に計画
し、実施することが望ましい。本計画では史跡の本質的な価値としての江戸時代～明治時代の遺構を
中心に整備の方向性について検討する。整備については史跡を構成する諸要素を地点ごとにゾーニン
グし、その特徴を活かした整備方針を提起する。

１　遺構保存の原則
　　整備にあたっては、史跡の本質的価値を損なうことのないように、遺構の保存を大前提とする。

２　史跡の価値の顕在化
　　発掘調査・史料調査等の調査成果に基づき、史跡の価値の顕在化を図る。また、来訪者が遺跡の　
　本質的価値を理解しやすいような整備方針を目指す。

３　整備基本計画の策定
　　モニタリング等による遺構の保存状況の把握に努め、猪名川町多田銀銅山遺跡保存活用委員会の
　意見を聴取しながら整備基本計画を策定し、計画的な整備を行う。

４　適切な整備の実施
　　諸要素によって保存状態が異なるため、その状況に合わせた整備方法を検討する。また、緊急の
　保護措置が必要な遺構については、必要に応じて優先順位を上げて実施する。また災害等で遺構が
　き損した場合には、応急措置も検討する。

５　関係機関・関係者との連携
　　史跡地およびその周辺に付随する取扱いについては、関係機関や土地所有者等とも協力体制を構
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　築し、史跡の保存に努める。また、史跡の良好な状態を継続的に維持していくために、行政だけが
　単独で行うのではなく、地域住民の意見も参考にしながら整備基本計画を策定する。

６　史跡の効果的な活用
　　史跡の価値に対する理解を深めるため、積極的な活用を進めるとともに、整備基本計画策定にあ
　たっては効果的な活用方法についても言及する。

７　周辺環境との調和した整備
　　関連法令との調整を図りながら、史跡範囲のみならず、周辺環境と景観との調和を考慮した整備
　を心掛ける。銀山地区内で自生する植生の保護や史跡地内における樹木等の保存管理による遺跡と
　自然の融合・調和を図る。

第３節　整備のイメージ

　ここでは、保存のための整備、活用のための整備、周辺整備活用の観点から整備のイメージを示す。
１　保存を確実にするための整備
　　保存を確実にするために、必要に応じて史跡の本質的価値を構成する諸要素のき損、経年劣化箇
　所等の復旧をする。
　a. 内容範囲確認調査
　　・生産遺跡の年代・規模・性格等を明確にするため、必要に応じて発掘調査等を実施しそれに関
　　　連する史跡構成要素に関連する古文書、絵図などの史料調査を行う
　b. 遺跡の修復
　　・石垣、石積等遺構を形成する構造物の破損箇所があれば必要に応じて復旧する。
　　・地下遺構は現状保存とするが、崩落の危険性のある坑道等に対しては、補強工事による保護も
　　　検討する。
　　・地上遺構で、後年の改変が著しいものがある場合に対しては、原状への復旧も検討する。
　　・堀家製錬所跡などにおけるレンガ等の地上遺構に対しては、必要に応じて科学処理等の保存措
　　　置を図る。
　c. 歴史的建造物・工作物等の復旧　
　　・歴史的建造物、石垣等歴史的工作物の破損・老朽箇所があれば必要に応じて復旧したり、保護
　　　施設の設置等を行う。

２　遺構をとりまく環境の整備、公開活用のための施設の整備
　　遺構の周辺環境を整え、円滑な見学や遺跡の理解を助けるために以下の諸施設の整備を行うこと
　で、来訪者に対し、史跡の理解度を高めていただけるよう、学習する機会を提供するとともに、説
　明板等サイン類の設置については、多言語表記対応を行う。
　　採鉱場など生産遺跡については、現地での解説はもちろんのこと、遺跡全体の理解を深めるため
　ガイダンス施設として多田銀銅山悠久の館を位置づけるとともに、来訪者が見学しやすくするため、
　サインの統一やトイレ等の便益施設のインフラ整備を必要に応じて行う。また、インターネットに
　よる情報発信や GPS による位置情報を利用した活用方法等についても模索する。

第２節　整備の基本方針
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　　また史跡地及びその周辺では自生する樹木等が多く見られることから、保育や間伐など、所有者
　等の理解と協力のもと環境に応じた適切な管理を行う。
　a. 植物管理
　　・植物の枯木及び危険木の伐採・枝払い・間引き剪定等維持的措置、石垣や平坦面などの遺構の
　　　破損の原因となっているもの、またはその恐れのある樹木の伐採、眺望等確保のための間伐、
　　　外来種の駆除、下草刈り、密生地の間伐、林縁植物の整理等適切な植物管理、良好な景観木の
　　　保存継承を所有者等と協力して行う。
　b. ガイダンス施設、管理施設の設置
　　・多田銀銅山悠久の館を史跡のガイダンス施設と位置付ける。
    　・説明板はガイダンス施設である悠久の館との関連性を持たせるようにする。
　c. 見学箇所の設置
　　・史跡の見学箇所の設置を検討する。
　d. 便益施設の整備
　　・史跡が広範囲に及ぶことから、来訪者のためにトイレ等の便益施設の整備を検討する。
　e. 映像・縮小模型等の設置
　　・当時の景観を 3 次元映像などで体験できる AR（Augmented　Reality）技術の導入を検討する。
　　・多田銀銅山遺跡の全体像を把握するため、必要に応じて縮小模型を設置する。
　f. 旧道・遊歩道等の動線整備
　　・既存の旧道・遊歩道等道路を利用する。
　　・史跡指定地周辺に広がる鉱山関連遺跡の見学ルートを設定する。
　　・関連する歴史文化遺産と鉱山関連遺跡の見学ルートを設定する。
　　・地区内に点在する遺構を効率的に安全に見学するための動線を必要に応じて整備する。
　　・見学ルート上にある標識・転落防止柵等を必要に応じて設置する。
    　・既存の改修を含め、案内板、説明板、道標等を設置する。その際には、デザインにも注意を
　　　払い、統一化を図る。
　g. インフラ整備
　　・携帯基地局等の設置要望を行う。
　　・公衆 wi-fi の整備を検討する。
　h. パンフレットや情報案内・発信のソフト面の構築
　　・スマートフォン等の情報端末を活かした現地案内システム（位置情報システムの導入等）の導　　　
　　　入を検討する。
　　 ・ 史跡解説等パンフレット（史跡内遺構の解説、歴史等解説資料等）および史跡を紹介するホー
  　 　 ムページによる史跡案内・解説（調査研究成果、整備計画、各遺構の解説等）と連動した説
           明板等の設置を検討する。　
　i. 地域の保全整備
　    ・住民参画のまちづくりに向けた人づくりを行う。
　j. 防災対策
　    ・歴史的建造物の防災対策（自動火災報知設備等の維持管理）を行う。
　k. 防犯対策
　    ・防犯対策の強化を行う。
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     l. 安全対策
　    ・来訪者に対して、安全に見学できるよう注意喚起看板等の設置を必要に応じて行う。
　m. 獣害対策
        ・ 遺跡の保全および景観を維持するため、柵の設置など獣害対策を必要に応じて行う。
　n. 環境対策
　    ・ 来訪者に対し、ごみのポイ捨ての防止を注意喚起する看板等の設置を必要に応じて行う。

３　周辺整備、関連歴史文化遺産の整備、連携
　　史跡周辺の遺跡や町内に分布する文化財とのネットワーク化、公共施設等との連携を図り、史跡
　散策の整備や活用を通じて歴史文化資源を活かしながら、地域活性化を図る一助とする。
     a. サイン等の整備
　・史跡への誘導を補完するための銀山地区周辺でのサイン等を整備する。
　・銀山地区で既に設定されている歴史街道、近畿自然歩道での見学路上での路面を必要に応じて修
　　復する。
　b. 周辺自治体との連携
　・ 多田銀銅山は周辺一帯として保存されているので、周辺市町と連携を行う。
　c. 鉱山遺跡との連携　
　・ 全国の鉱山遺跡と情報交換を行う。

４　学習の場としての整備
　　社会教育・学校教育での活用を推進するために体験学習施設の設置を検討する。
　　例えば、多田銀銅山遺跡の本質的価値を構成する多田銀銅山での製錬技術について体験を通じ　
　て学べる製錬体験設備等の設置が挙げられる。

第４節　整備の方法

　史跡の整備にあたっては、史跡の保存状況の把握および保存措置後の効果を確認するための経過観
察（モニタリング）を実施し、データに基づき整備基本計画を策定し、実施設計に基づき実施する。
　整備の実施にあたっては、史跡の本質的価値の維持を原則とするが、周囲の景観にも配慮し、整備
の方向性を検討する。なお、整備は活用も視野に入れ検討するものとし、来訪者の理解向上と安全面
にも配慮しながら、公開によって本質的価値が損なわれることのないよう整備と活用を進める。

第 1項　整備を検討するための調査等
（１） 既存調査成果の整理
　調査成果に基づき、史跡の歴史とともに自然的・社会的環境を包含した文化的価値の整理を行う。

（２）歴史的変遷と現況の調査
　ア．分類の仕方やまとめ方などをあらかじめ検討する
　　・観察が必要な箇所の抽出
　　・材質別の破損要素の確認

第３節　整備のイメージ
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A ゾーン
（大坂口番所跡、

　　大坂口旧道）

B ゾーン
（代官所跡・大金間歩群）

C ゾーン
（堀家製錬所跡・大口間歩群・

 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）

D ゾーン
（瓢箪・台所間歩群）

赤線：指定範囲
黄線：将来的に保護が必要な範囲

瓢箪・台所間歩の周辺整備
・多田銀銅山の採鉱の歴史を学ぶ

堀家製錬所跡の煙道修繕
・３次元映像などで内部映像を記録し、悠久の館など
　で放映する。

・遺跡に影響を与えている樹木の伐採。

本町遺跡・本町対岸遺跡の整備
・本町側から見学、説明看板の設置
・遺構に影響を与える草木の伐採
・石垣の診断

代官所跡の維持管理
・樹生管理
・表面水、水害対策、水路の設置
・石垣の診断

展示施設、収蔵施設の設置
・多田銀銅山遺跡の調査をはじめとした調査で出土し
　た遺物等の展示施設の設置

・分散している出土遺物を一括して保管し、活用する

製錬体験施設の設置
・製錬再現設備の整備
・対象：町内小中学校、町内外（自然学校等）の児童・
　　  　 生徒

金山彦神社の石垣の整備
・石垣の診断・カルテづくり
・石垣、石積の診断を行い、本殿等の建造物を保護する。

整備のイメージ

携帯電話アンテナ等の整備
電話会社への要望
公衆 Wi-fi の整備

歴史街道

近畿自然歩道指定範囲

将来的に保護が必要な範囲

図 107　多田銀銅山遺跡の整備のイメージ



183

　　・改造や修復履歴の確認
　イ．現状把握のための実測図を作成し、保存状況を分析する。
　ウ．既存調査や記録資料等を基に、地下遺構の位置や遺存状況の把握に努める。

（３） 整備方針の検討
　ア．全体方針および個別方針の検討
　　・保存すべき年代の検討
　　・活用方法と活用にともなう安全対策の検討
　イ．検討の進め方
　　・全体および各地区の現状と課題の整理
　　・保存活用計画に基づく整備の検討
　　・実施工程の策定

（４）モニタリング（経過観察）による状況把握
　ア．建造物等の現状を確認するための調査
　イ．気象条件など周辺環境の調査
　ウ．整備のための観察（試験施工・調査工事など）
　エ．災害に対応するための観察
　　・建造物の耐震診断
　　・斜面隣接地にある史跡地の経過観察（モニタリング）

第２項　整備方法の検討
（１）保存と修復方法の検討
　ア．計画的措置
　　・地上遺構の新設時の情報確認
　　・劣化状況の確認および保存対策の検討
　　・構造解析に伴う補強対策の検討
　　・公開活用に伴う附帯設備等の検討
　イ．応急的措置
　　・破損や劣化に対する応急の保護措置の検討

（２）計画の検討と策定
　ア．地区ごとの具体的計画の策定
　イ．体制を含めた維持管理の検討

（３）保存活用の全体計画に対する位置付けの確認
　ア．保存活用計画における位置付けの確認
　イ．事業効果の検証

第４節　整備の方法
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 　　　　　　　　　　　　　　表 39　整備のスケジュール案　　　　　　　　　　は期間を示す

第３項　整備に向けて
　多田銀銅山遺跡は、広範囲に分布するとともに遺跡の性格や構成する材料が異なることから、保存
活用計画策定後、整備基本計画のなかでそれぞれの整備方法を検討する。

第５節　整備の順序・期間

　第２節の整備の基本方針で示した多田銀銅山遺跡の本質的な価値を保存・継承していくための代官
所跡等の石垣や石積みなど保存を確実にするための整備を優先的に行い、保存の措置を整えたうえで、
活用のための整備を計画的・継続的に実施する。整備の順序・期間を示す目安として、表 39 に第３
節の項目をもとに示した。短期的な取り組みとしては５年程度を想定している。
 

整備項目
短期 中期 長期

具体例
1-5 年 5-10 

年
10 年
以上

１　保存
を確実に
するため
の整備

a 内容範囲確認調査 史跡地内の事前調査
b 遺跡の修復 緊急度の高い順から実施
ｃ 歴史的建造物・工作物等の復旧 銀山地区内の空き家の復旧の支援
d 看板の整理・整備 看板の見直し、案内看板の統一と設置

e
体験学習等のプログラムや学習
教材作り

社会見学、製錬体験、地質学習等の場とし
ての活用

２　遺構
をとりま
く環境の
整備、公
開活用の
ための施
設の整備

a 植物管理 史跡地内町有地の樹木管理、植生管理

b
ガイダンス施設、管理施設の設
置

出土遺物収蔵施設の設置

c 見学箇所の整備 見学路、見学箇所の設置
d 便益施設の整備 公衆便所の整備

e 映像・縮小模型等の設置 遺構再現模型の製作、映像の製作、AR 等
の製作

f 旧道・遊歩道等の動線整備 遊歩道、見学路の整備
g インフラ整備 駐車場の整備、携帯電話基地局の設置要望

h
パンフレットや情報案内・発信
のソフト面の構築

子供向けパンフレット、外国人向けパンフ
レット等の作成、HP 等インターネットを
活用した情報発信

i 地域の保全整備 住民参画のまちづくりに向けた人づくり
j 防災対策 歴史的建造物、街並み等の防災対策

k 防犯対策 悠久の館館外防犯カメラの設置、防犯対策
の強化

l 安全対策 マナー対策、注意喚起看板等の設置

m 獣害対策 遺跡の保存および景観を維持するための
獣害対策

n 環境対策 不法投棄、樹木伐採、静かな環境の維持
３　周辺
整備、関
連文化遺
産の整備、
連携

a サイン等の整備 道標等の整備
b 周辺自治体との連携 多田銀銅山を含む市町との連携

c 鉱山遺跡との連携 全国の鉱山遺跡との情報交換

４　学習の場と
しての整備

体験学習を行うための場所づく
り

製錬技術について体験する


