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第２節　保存のための整備
第１項　遺構の保存・修復の考え方
　多田銀銅山遺跡は、丘陵・山地とこれに挟まれた谷部を中心に遺構が分布している。史跡に指
定されている銀山地区は、中央部の谷を流れる銀山川に向かって周囲の山々から谷水が流れ込ん
でいる。大雨の際には急激な増水がみられ、これまで河川護岸の流出や焼竈等遺構の流出等の被
害が生じている。また急斜面にある遺構の中には地盤の緩み等に連動して破損等が発生する恐れ
がある。このような遺跡が置かれた環境に鑑み、特に本遺跡については、保存のための整備を優
先して行うものとする。また土砂災害など自然災害に対する予防（防災）にも重点を置き、遺構
によっては露出遺構の保存対策として埋め戻しや保護施設の設置なども検討する。
　遺構等の復旧とは、史跡の本質的価値を構成する諸要素が衰亡している場合、衰亡前の状態に
戻す措置をいう。「復旧」の措置としては、遺構等の状況から「遺構保存」と「修復」に分けら
れる（表５－３）。
　本計画での短期の整備方針としては、遺構の保存を基本とする。

表５－３　復旧の区分と措置内容

復旧 細区分 内　　　　容

遺構保存
保存処理 遺構の劣化及び風化等の進行防止や速度低下のための処理を施す

こと。

保存環境の改善 遺構保護の観点からの覆土や土砂の撤去、植物の伐採・植栽等管
理、排水等水処理施設の設置等を行うこと。

修復
保存修理 き損又は劣化及び風化、破損している遺構をもとの材料及び工法

を用いて、き損等の前の状況に復すること。

復元修理 保存修理の一部、欠失又は改変によって価値が低下した遺構の一
部を復元すること。

「復旧」・「細区分」は、『史跡等整備のてびき－保存と活用のために－技術編』（文化庁 2004 年）の図・技 0-1
史跡等整備の技術の大系より、「内容」は同書よりとりまとめ

第２項　保存のための整備方針
　史跡多田銀銅山遺跡がき損等により保存のための整備が必要になった場合、遺構別保存計画に
基づき、保存処理を行う。なお、これまで多田銀銅山遺跡では以下のような保存処理を実施して
いる。

（１） 多田銀銅山遺跡で実施した保存処理
高札場石燈籠
　平成９年度の銀山橋架替時に、橋袂の高札場跡にあった石造燈籠、金毘羅大権現（文化十一年
銘）を仮移設する際、一部樹脂含浸し原状に復した。
堀家製錬所跡レンガ敷遺構
　平成 23 年度の発掘調査で検出したレンガ遺構表面に薬剤を散布し、埋め戻した。　

（２） 遺構別保存計画

　史跡地内の遺構の保存のための基本方針として表５－４で整理した。現状復旧や予防的措置
を行う場合は、この方針に基づき実施する。なお、計画的な保存整備は、第５章第３節に具体的
な方法を記述した。

第２節　保存のための整備
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表５－４　遺構の保存のための基本方針
対象遺構 素材 保存のための基本方針

土壌遺構
焼土（焼竈）、廃土・ズリ等廃石、
土手等盛土遺構

土、土壌 ・ 露出した遺構面は、必要に応じて遺構面の薬剤保存処理を実施　　
　し、 盛土する

・遺構の保存のため、必要に応じて表土砂の流亡対策を講じる
・土手等の遺構が流出した場合は、必要に応じて盛土による修復　
   をする

・遺構の保存のため、遺構上の樹木は伐採する
・河川に面している遺構は、必要に応じて予防措置を行う
・ズリ等堆積物の崩壊のおそれある場合は、斜面緑化工法等によ
   り安定化を図る

（遺跡） 
大坂口番所跡（土塁状遺構）、代官
所跡（土手）、桜・谷間歩群（平炉跡）、
本町対岸遺跡、本町遺跡　等

岩盤加工痕（ピット）、焼竈跡床面 露岩等 ・特に顕著な風化等がみられない岩盤加工痕は、必要に応じて堆
   積土や雑草の除去等の維持管理を行う

・被熱により変質し、風化の恐れがある遺構は、必要に応じて強
   化撥水処理等を行う

（遺跡） 
本町対岸遺跡（製錬関連遺跡・橋脚
跡等ピット、焼竈床面被熱面）

石垣、石積、石段、石材 石材 ・天端や石垣面に干渉し、遺構に影響を及ぼす樹木は、必要に応
   じて除去する

・石垣、石積に応じた保存方針については別に定める（第５章第
   ２節第３項）

（遺跡） 
代官所跡、本町対岸遺跡、桜・谷間
歩群（平炉跡）、金山彦神社
その他：河川護岸、間歩石積　等

石造物 石材 ・石造物表面に付着する蘚苔類は、石材の風化を促進するため除　
   去する

・剥落等がみられる石造物は、必要に応じて強化撥水処理等の保
   存処理を検討する

・薬剤効果が期待できない石造物は、覆屋や雨水処理等の方法を
   検討する

・自然災害等で転倒や破損した場合は、破損の状況に応じて、据
   え直し、欠け・割れ等欠損箇所の接着等を行う

（遺跡） 
代官所跡（高札場跡石燈籠）、金山
彦神社（燈籠等石造物）

間歩（坑口・坑道）、露頭掘跡 露岩等 ・青木間歩は、公開区域で地震等により落盤等が発生した場合や
   支保材に支障が生じた場合、支保工等による補強を行う

・青木間歩で露頭鉱脈の盗掘等により崩落が進んだ場合は、防護
    ネット等の保護施設の設置等の検討を行う

・道に面した台所・瓢箪間歩の坑口は、侵入できないよう柵を設
    置する

・道に面した坑口で落盤の恐れのあるものは、支保材等を用いて
    落盤防止対策を行う

・多田銀銅山大露頭は、遺構に影響を及ぼす樹木を除去する
・道路に面した遺構は遺構面の保護と安全上の確保のため、必要
   に応じて堆積土砂を除去する

・山林内の間歩等、個々の遺構の保存措置は対応が困難であるた
   め、自然の遷移に委ねる

（遺跡）
各間歩群内間歩　等

木造建造物 木材 ・金山彦神社の本殿、覆屋や拝殿及び御輿蔵等木造建造物は、耐
   震予備診断等の定期点検を行う

・倒木により石燈籠や本殿に影響を及ぼす恐れがある樹木は除去
   する

・緩みや破損・風化等がみられる建築部材は定期的な観察を行い、
   進行がみられる場合は所有者により補修等を実施する

・建造物の修理は所有者が主体となって行う

（遺跡）
金山彦神社本殿・覆屋・拝殿及び御
輿蔵

近代構造物 レンガ、
モルタ
ル、石積
等

・剥落がみられるレンガ等遺構は、必要に応じて強化撥水処理等
   の保存処理を実施する

・レンガで構成される遺構は、状況に応じた保存方法を検討する
・煙道の天井崩落部は開口したまま活用することも検討する

（遺跡）
堀家製錬所跡（選鉱場跡、煙道跡、
焙焼炉跡）

地下遺構、遺構面 地下遺
構全般

・石垣等地上遺構を覆っている埋没土砂の除去等以外は、原則と
   して地下遺構の露出は行わず、現状維持とする

・地下の遺構に影響を及ぼす樹木は必要に応じて除去するが、樹
  根の除去が遺構に影響を及ぼす恐れがある場合は別の方法での
  検討を行う
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分　類 特　　　　　　徴

（A）石垣

≪分類基準≫
　技術的、形態的に城郭石垣に近い石積であり、専門的技術をもって積み上げら
    れたもの

≪詳細≫
・盛土を行ったうえで、基礎に根石を据え、築石には間詰石を詰め、角石につい
   ても考慮して配置し、築石勾配の角度も規格するなど城郭石垣特有の技術が用
   いられたもの

・建物基礎や造成面の基礎として構築されたもの
・築石（平石）、栗石及び盛土の３つの要素を有している
・天端石を有する
・築石（平石）は 30㎝以上の大きさを持つ
・控えや積み上げ面をもたせるなどの割石加工を施している
・建物の基礎として使われることが多い

（B）石積

≪分類基準≫
　技術的、形態的に城郭石垣とは異なり、専門的技術を用いずに積み上げられた
    もの

≪詳細≫
・城郭石垣の技術を用いず、独自の手法に基づいて積み上げられたもの
・山際の法面崩落や造成面の崩落を防ぐために積み上げられたもの
・山裾斜面の石積は天端石を有さないものもある
・栗石などの裏込材を有していないものも含まれる
・栗石がある場合でも層が明確ではなく、背面土が脆弱な遺構も多い
・石材は、加工されたものではなく近在する岩・石を利用して積まれているもの
   が多く、30㎝以下の小さな石で構成され、石の控えも短いものもみられる

・積み上げに際しての割石加工等を行わないなど、規格性を有していない
・石積高は、約１ｍ程度のものが多い
・間歩の掘削に際して生じた石を転用して使用されている例もみられる

第 3項　石垣・石積の保存・修復

（１）石垣・石積の分類の考え方
　１）史跡地の石垣について

表５－５　史跡多田銀銅山遺跡における石垣と石積の分類基準

第２節　保存のための整備

　史跡多田銀銅山遺跡史跡地内では、代官所跡、金山彦神社、本町対岸遺跡で石垣遺構がみら
れる。地表面に露出している遺構のうち、代官所跡、金山彦神社では、現状石垣のオルソ画像
を取得した。なお、金山彦神社や代官所跡でみられる石垣の年代は江戸時代後期から明治時代　
のものが多い。

２）遺構の性格分類
　石垣の本質的価値を評価する属性及び指標として、１．形態・意匠、２．技術、３．地域性、
４．時代性、５．精神性が挙げられる。本史跡では、これらの要素のうち、１と２の観点から
　（A）石垣、（B）石積の２種類に分類した。以下にそれぞれの特徴を示す（表５－５）。
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（２）石垣・石積の保存の基本方針
　石垣・石積とも史跡の本質的価値を構成する要素であるため、原則、現状維持を基本とし、解体
積み直しは行わない。必要に応じて、復旧（修理）を行う場合は、事前調査を行ったうえで、文化
財としての価値が損なわれない方法を取るとともに、必要最小限の範囲にとどめる（表５－６）。

分　類 整　　備　　方　　針

（A）石垣

『石垣整備のてびき』に基づいた整備を行う。
復旧の手法：破損の程度・内容によって、応急的措置（ネット等による石垣表
面の保護）、部分補修、部分補強、解体修理を行う。解体修理は復旧の最終手段
とし、解体修理が不可避の場合は、既存石材の再利用を原則として、交換・補
足する石材は最小限とし、伝統的技法・伝統工法に基づき積み直しを行う。

（B）石積

専門的技術を用いずに積みあげられたものであるので、単純に石垣の積み直し
を行い、文化財的な価値を損なわない措置を行う。なお、個々の整備の具体の
方法についてはその都度、検討する。

表５－６　史跡多田銀銅山遺跡における石垣と石積の基本的な整備方針

図５－ 10　石垣の構造の模式図 (『石垣整備のてびき』より )

図５－ 11　石積の構造例 ( 金山彦神社 k14 石積 )
　　　※積み方が不安定で控えも短い

栗石



77

第４項　各地区での整備内容

（１）A（大坂口番所跡ゾーン）
　１）①大坂口番所跡、（大坂口旧道）
　ア．遺構の保存状況

写真５－１　旧道と平坦面造成遺構上に生育する
 　　　　　    樹木    

写真５－２　遺構に影響を及ぼす樹木

図５－ 12　江戸時代の絵図（代官所敷地内で排水処理をし
ていることがわかる）寛政元年［1789］摂州川辺郡多田銀山町御
役所絵図控（京都大学総合博物館蔵）

第２節　保存のための整備

　大坂口番所跡は、銀山地区内で唯一遺構の内容
が判明した口固番所である。遺構と共に旧道と一
帯となって保存されている。
　現状は緑地帯となっており、樹木が生育してい
る。現地は、日当たりも良いため、樹木の生育が
早い。過去に実施した調査では、樹根が遺構に影
響を及ぼしている箇所も確認された。
　今後の経過観察のなかで、遺構に影響を及ぼす
可能性がある場合は、樹木を除去する。

イ．整備内容
　役所建物などの遺構の保存に影響を与える恐れ
のある樹木を除去する。

（２）B（代官所跡ゾーン）
　１） ②代官所跡
　ア．遺構の保存状況
　a. 排水

　銀山地区は中央部の谷を流れる銀山川
に向かって周囲の山々から谷水が流れ込
んでおり、大雨の際は急激な増水がみら
れる。平成 26 年（2014）８月の集中
豪雨による代官所跡の石垣・石段の崩壊
は谷水の表面排水が原因となっている。
江戸時代の絵図には代官所に水路や集水
桝（溜池）が描かれており、表面水対策
が行われていたとみられる。このため、
発掘調査で水路の位置を確認し、素掘溝
を設定して史跡地内にある石垣・石積等
の遺構の保全を図る。 
b. 植生
　代官所跡は地形的に谷部の入口にあたり、風の通りが余り良くないうえ、日当たりも良好で
はない。敷地北側のサクラ（ソメイヨシノ）は、密接した列植により、縦方向に伸長するなど
好ましくない状況である（写真５－３）。また、樹皮表面のウメノキゴケなどの地衣類が樹皮
への空気を遮断する可能性があり、好ましい状況ではない。加えて、サクラ天狗巣病に罹患し
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写真５－３　ソメイヨシノ密植状況 写真５－４　サクラ天狗巣病 写真５－５　銀山川側部法面崩落
　　状況とズリ

ソメイヨシノ密植範囲
素掘溝設定予定範囲

NN

00 1010 2020 3030 4040 50m50m

図５－ 13　代官所跡の保存のための整備イメージ

ているものもみられ、病巣箇所、罹病枝の切除が必要である（写真５－４）。
　植栽土壌は、銀山川の法面部の土砂流出で露出した土壌断面の観察からズリの上に若干の土壌
が被覆されており、生育環境としては良好ではない（写真５－５）。
　銀山川に接し、土壌流出と石垣崩落に大きな影響を及ぼす恐れのある６本は当面、経過観察を
行う。
　将来的には、西側後背部にあるスギ等の常緑樹についても史跡の保存に影響を及ぼす可能性が
高いため必要に応じて除去する。
　今後、史跡地内での植栽状況を良好に保たせるため、詳細の位置とズリの範囲を確認する必要
がある。
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第２節　保存のための整備

イ．整備概要
a. 整備の考え方
　代官所跡へ至る進入路は、法面崩落の危険性があり、代官所跡の平坦面は雨水が滞留しやすく
脆弱な状況である。このため石垣等遺構や地盤の保全対策など、保存のための整備を優先する。
 b. 整備内容
　・河川法面近くの石垣・石積等の崩落箇所の修復を実施する
　・代官所南側の谷水や表面水対策として、発掘調査により絵図に示された排水溝、雨水溜の位
　　置を確認したうえで、遺構に影響を及ぼさない範囲で設置する
　・遺構の保存に影響を及ぼす樹木を除去する
　・必要に応じて代官所跡および稲荷社の石垣・石積の修理を検討する。当面はワイヤーロープ
　　による崩落防止のための保全措置を講じる
　・表土の流亡等がみられる土手の修復を実施する
　・高札場上にある石燈籠は経過観察を行い、必要に応じて薬剤散布等の保存処理を実施する
c. 整備対象石垣・石積（資料編２～９参照）
　保存のための整備を実施する石垣は、築石部の崩落が見られる北端の d01、d02 を対象とする。
石積については全体的に破損の進行の恐れがあることから、全ての現存石積（石段含む）を対象
とする。これら石垣・石積は破損の進行を停止する措置として、ネットによる原位置の固定を図る。

表５－７　整備対象石垣・石積

地区名 遺跡名 整　備　内　容

B ②代官所跡
石垣の保全措置（樹脂ネット等による固定）
石積の保全措置（樹脂ネット等による固定）
石段の保全措置（稲荷社）（樹脂ネット等による固定）

d. 土・土壌関連

図５－ 14　代官所跡石垣・石積の保全措置位置図

d16-1・2d16-1・2

d14d14

d15 d15 

d13d13

d12d12

d11d11

d10d10

d08d08

d07d07

d09d09 d06d06

d05d05

d17d17

d04d04

d01d01

d03d03

d02d02

石垣の保全措置石垣の保全措置

石積の保全措置石積の保全措置

石積の保全措置石積の保全措置

石積の保全措置石積の保全措置

石段の保全措置
( 稲荷社 )
石段の保全措置
( 稲荷社 )

史跡指定範囲
石垣
石積
石段
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土塁土塁水路水路法面法面

土塁 ( 現存 )土塁 ( 現存 )

代官所跡代官所跡

盛土盛土
石積積み直し石積積み直し

A’ A

図５－ 15　代官所跡土・土壌遺構の保全措置位置図

図５－ 16　代官所跡土手の保全方法模式図（方向は図５－ 15 と一致する）

　代官所跡敷地北側の銀山川添いの法面崩落箇所は土留めを兼ねた盛土工法により修復する。ま
た敷地南側の土手は、基部は石積、上部は盛土からなるが、積石の抜けや崩落等破損箇所と修復
と盛土の陥没・流出箇所の復旧をあわせて実施する。

写真５－６　施工例（側面） 写真５－７　施工例（前面）

　　＜法面崩落箇所の整備施工イメージ＞

法面崩落箇所の修復法面崩落箇所の修復

土手の修復
(腰石積みを含む )
土手の修復
(腰石積みを含む )

AA

A’A’
史跡指定範囲NN

00 1010 2020 3030 4040 50m50m
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イ．遺構の保存状況
　遺構の多くは山林のなかにある。史跡地は昭和
50 年代の写真（写真５－８）からアカマツを中心
とした植生だったことが確認できるが、現状は、常
緑樹と落葉樹、下層植生のメダケ、クズなどつる植
物のマント群落の植生の繁茂やササによる根系の伸
長による遺構の崩壊が懸念される。このため、必要
に応じて定期的に除去する。
　上部煙道に影響を及ぼす樹木は除去したが、周囲
はコバノミツバツツジやネジキ、ヤブツバキの低木

（３）C（本町ゾーン）　
　１）④堀家製錬所跡・④大口間歩群
　ア．整備概要

写真５－８　堀家製錬所古写真（昭和 50 年代）

写真５－ 10　堀家製錬所煙道崩落状況（近景）写真５－９　堀家製錬所煙道崩落状況（遠景）

a. 整備の考え方
　堀家製錬所跡は、レンガ遺構等の地上遺構が良好に残るため、現存遺構の保存と顕在化を図
るための樹木の伐採や破損遺構の保存等、遺構の保存を主とした整備を行う。
b. 整備内容
・遺構に影響を及ぼす樹木（ササ類含む）を除去する。
・必要に応じて機械選鉱関連のレンガ構造物の修復を検討する。
・必要に応じて崩落した煙道遺構の修復を検討する。当面は煙道の破損箇所の破損拡大防止の　　　
   保存策を講じる。
・ 煙道吸込口や周辺石垣（基壇）の破損箇所の修復や崩落土砂の撤去を行い、遺構の保全を
   図る。

が生育する。遺構は日当たりのよい斜面地で植物が繁茂しやすい環境であるため、遺構に影響
を及ぼす場合は所有者と協力のもと、必要に応じて除去する。

ウ．煙道の保全
　煙道遺構は側面を石積、天井部をレンガで構成される。上部煙道は天井の陥没が２箇所みら
れる。遺構は樹根の伸長や大雨により水が崩落部に進入することで崩壊が進んでいるとみられ
る。崩落進行防止策として、軽量性、耐水性、圧縮強度があり山腹の傾斜地での施工性等を考
慮した工法（発泡スチロール軽量盛土工法等）を用い、破損箇所を充填する。
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エ．石積の保全　（資料編－ 10 参照）
　 　煙道の吸込口及び石積の破損箇所の修復や崩落土砂を撤去する。
オ．整備箇所等
　　石積・・・天端石及び煙道吸込口の修復を含む　　　　　

２） ⑤本町遺跡・⑥本町対岸遺跡
ア．遺構の保存状況
　本町遺跡と本町対岸遺跡は、選鉱および製錬工程に関わる遺跡である。現状では本町遺跡、本
町対岸遺跡ともに雑木で覆われている。本町対岸遺跡は銀山川に面しており、　河川の増水時に
焼竈遺構などの石積の流出の恐れがある。

図５－ 17　堀家製錬所跡煙道保全方法イメージ図写真５－ 11　煙道連結部クラック状況

植生マット
( 種子なし肥料あり )
植生マット
( 種子なし肥料あり )盛土盛土

発砲ウレタン吹付発砲ウレタン吹付

遮水シート遮水シート

軽量盛土材
( 発砲スチロール )
軽量盛土材
( 発砲スチロール )

止め針止め針

00 11 2m 2m 

写真５－ 12　本町対岸遺跡の状況 写真５－ 13　銀山川増水状況（本町対岸遺跡付近）
イ．整備概要
a. 整備の考え方
　本町遺跡と本町対岸遺跡は、選鉱・製錬工程に関わる遺跡であり、隣接する吹屋の名残を留め
る集落とともに一連の遺跡として理解することができる。保存のための整備として遺構に影響を
及ぼす樹木の除去を実施する。
　本町対岸遺跡は銀山川の河床および河川敷に遺構が現存するため、大雨時に遺構面まで増水す
ることがある。焼竈遺構（t01 ～ t07）は平成 26 年（2014）に台風等で焼竈遺構の一部が崩壊、
流出しており、今後においても増水等により遺構が流出する恐れがある。これ以上の流出を防ぐ
ため予防的措置として石積上に盛土を施工したうえで、石積の前面をカゴマットで保護する。
　・遺構に影響を及ぼす樹木を除去する
　 ・ 本町対岸遺跡の焼竈を構成する石積（t01 ～ t07）の保護を実施する（資料編－ 11 ～ 13 参照）
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写真５－ 14　大型カゴ枠工導入例（史跡原城跡） 写真５－ 15　多段カゴマット施工箇所（代官所跡）

図５－ 18　本町対岸遺跡の石垣等遺構の予防措置範囲

図５－ 19　本町対岸遺跡の遺構保護施設イメージ
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３） ⑦桜・谷間歩群・⑧金山彦神社
ア．遺構の保存状況
　桜・谷間歩群は、坑道など遺構の多くは山中に分布している
が、「平炉跡」は金山彦神社境内に接して製錬関係とみられる
遺構が残存する。
　金山彦神社は銀山地区の鎮守社で、本殿は史跡地内で唯一現
存する江戸時代寛文年間の建造物である。
　境内周辺は山林で、斜面に樹木が生育しており、樹根が境内
の石垣石積等の遺構に影響を及ぼしている箇所もみられる。 写真５－ 16　金山彦神社境内参道入口

イ．整備対象石垣・石積（資料編－ 14 ～ 17 参照）
　金山彦神社の石垣は、特に目立った破損はないため現状維持とする。石積 k03 ～ k06 は出隅
の変形や築石面のせり出し等の破損が顕著であるため、修復等を行う。出隅の石材の割れや稜線
が大きく変形している k04、k05 は一部積み直しを含めた修復を行い、k06上半部は積石も小さ
く原形と同様の積石・積み方では石積の安定性が保てないと判断されるため、当面はワイヤーで
固定したうえで変位観測調査を行い、変動が確認された場合は復旧等崩落防止対策を講じる。な
お、上部に生育する樹木は伐採等により地盤の安定性に影響する場合もあるので慎重に対応する。
　また、桜・谷間歩群地区に含まれる金山彦神社境内の南の銀山川河川敷付近に、本町遺跡、本

表５－８　整備対象石積

地区名 遺跡名 整　備　内　容

C
⑦桜・谷間歩群 石積（基壇）の修復　※隅部（平炉跡）

 ⑧金山彦神社
石積の変位観測調査（樹脂ネット等による固定）
石積の修復（拝殿正面）

図５－ 20 　金山彦神社石垣・石積分布状況と整備箇所図

町対岸遺跡と一連の遺跡である
平炉跡がある。この平炉跡の基
壇の石積が一部破損しているた
め修復範囲を調査で確認したう
えで修復する。
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石積 ( 基壇 ) の修復※隅部石積 (基壇 ) の修復※隅部

石積の変位観測調査
( 拝殿東側の崩落防止措置 )
石積の変位観測調査
( 拝殿東側の崩落防止措置 )

石積の修復
( 拝殿正面石積みの積み直し )
石積の修復
( 拝殿正面石積みの積み直し )

史跡指定範囲 石垣
石積
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写真５－ 17　ワイヤーロープ・不織布・カゴマット（熊本城跡）

写真５－18　ゲージ（史跡唐沢山城跡）

写真５－ 19　ガラス棒（史跡高松城跡）

写真５－ 20　金山彦神社拝殿及び御輿蔵

ウ．史跡の本質的価値を構成する建造物の保全
　金山彦神社の拝殿及び御輿蔵は、本殿とともに
史跡の本質的価値を構成する諸要素に含まれる。
建物は、中央部に通路を通し、一棟の建物とした
特殊な構造である。西側の拝殿部分は敷地の関係
で石垣上に張り出す形となり、床下は崖造となっ
ている。このような構造様式はめずらしく、町指
定建造物に指定されている本殿と同様に貴重な遺
構であるため、歴史的建造物の保全に努める。

エ．整備概要
a. 整備の考え方
　　桜・谷間歩群にある平炉跡は、基壇の石積に破損がみられるため修復する。
　　間歩群は、金山彦神社境内に隣接するもの以外は寄りつきにくい斜面等にあるため、遺構の
　保存と防災上から当面は現状維持とする。
　　金山彦神社は、社殿や石垣等を来訪者への安全対策を含めた現存遺構の保存を優先的に行う。
　
b. 整備内容
　・ 金山彦神社拝殿東側にある石積の崩落危険箇所の修復および周辺石積の変位観測調査を行う。
　    調査で顕著な変位が確認された場合は修復する。
　・平炉跡の破損箇所の石垣（基壇）の修復と、周辺に遺存する焼竈等関連遺構の保存措置を講
　　じる。
　・金山彦神社の拝殿及び御輿蔵には、必要な構造補強を実施する。


