
   

 

平成２５年４月１０日 

中 部 地 方 整 備 局 
 
 
 

 
 
 
 
 

～岐阜県内４例目の認定。同一府県内の認定数は全国最多！～

岐阜市の歴史的風致維持向上計画を認定します 
 

   「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（通称：歴史まちづく

り法）」第５条に基づき、岐阜県岐阜市から計画認定申請があった歴史的風致維

持向上計画について、４月１１日に主務大臣（文部科学大臣、農林水産大臣、国

土交通大臣）が認定を行います。これを受け、以下のとおり、赤澤国土交通大臣

政務官が、主務大臣連名の認定証を岐阜市長に交付します。 

  中部地方整備局では、岐阜市の歴史的風致維持向上計画に基づく取組（歴史的

建造物の保存・活用、道路の修景整備等）対し、社会資本整備総合交付金等を用

いた支援を行ってまいります。    

 

認定証交付の日時：平成２５年４月１１日（木） １７：１５～ 

認定証交付の場所：国土交通省（中央合同庁舎３号館）４階 

 赤澤大臣政務官室 

（東京都千代田区霞が関 2-1-3） 

※ 長野県長野市、島根県津和野町についても、同日認定されます。 

 

◎中部における歴史的風致維持向上計画の認定状況 

 

市町村 認定日 

高山市 H21.1.19

亀山市 H21.1.19

犬山市 H21.3.11

恵那市 H23.2.23

美濃市 H24.3.5

明和町 H24.6.6

岐阜市 H25.4.11

 

 



◎歴史的風致維持向上計画の認定について 

「歴史まちづくり法」は、地域の歴史的な風情、情緒を活かしたまちづくりを支援

すべく平成２０年５月に公布され、同年１１月に施行されました。 

この法律は、我が国固有の歴史的建造物や伝統的な人々の活動からなる歴史的風致

について、市町村が作成した歴史的風致維持向上計画を国が認定することで、法律上

の特例や各種事業により市町村の歴史まちづくりを支援するものであり、これまで高

山市、亀山市等３５市町の計画を認定しています。 

 

◎全国における歴史的風致維持向上計画の認定状況  

石川県金沢市

長野県下諏訪町

岐阜県高山市

熊本県山鹿市

高知県佐川町

三重県亀山市

山口県萩市

滋賀県彦根市

愛知県犬山市

岡山県津山市

茨城県桜川市

京都市

茨城県水戸市

滋賀県長浜市

青森県弘前市

群馬県甘楽町

岡山県高梁市

徳島県三好市

福岡県太宰府市

市町村名 認定日

金沢市

H21. 1.19

高山市

彦根市

萩市

亀山市

犬山市

H21. 3.11

下諏訪町

佐川町

山鹿市

桜川市

津山市 H21. 7.22

京都市 H21.11.19

水戸市

H22. 2. 4長浜市

弘前市

甘楽町 H22.3.30

高梁市

H22.11.22太宰府市

三好市

福島県白河市

岐阜県恵那市

島根県松江市

富山県高岡市

長野県松本市

神奈川県小田原市

埼玉県川越市

宮城県多賀城市

市町村名 認定日

白河市

H23. 2.23松江市

恵那市

高岡市

H23. 6. 8
小田原市

松本市

川越市

多賀城市 H23.12. 6

宇治市

H24. 3. 5
大洲市

美濃市

佐賀市

尾道市

H24.6.6
竹原市

明和町

東御市

岐阜市

H25.4.11長野市

津和野町岐阜県美濃市

京都府宇治市愛媛県大洲市

佐賀県佐賀市

長野県東御市

三重県明和町

広島県竹原市

広島県尾道市

長野県長野市

岐阜県岐阜市

島根県津和野町

合計：３８都市

  

◎認定する岐阜市歴史的風致維持向上計画について 

史跡「岐阜
ぎ ふ

城跡
じょうあと

」を含み、岐阜まつり等の祭礼や岐阜提灯等

の伝統工芸が受け継がれ歴史的町割りや建造物が残る岐阜城下

町、1300 年以上続く鵜飼が行われる長良川や鵜匠が住む

鵜飼屋
う か い や

地区の区域を重点区域とし、岐阜公園の再整備、歴史的

建造物の修理・修景に対する助成、長良川鵜飼伝承館における

鵜飼文化の情報発信、岐阜提灯の振興事業等が位置付けられて

います。 
【長良川で行われる鵜飼】 

詳細については、別添資料をご参照下さい。 

 

配布先：中部地方整備局記者クラブ、岐阜県政記者クラブ 

解 禁：４月１１日赤澤国土交通大臣政務官手交後解禁 

 

 
【問合せ先】 

中部地方整備局 建政部 計画管理課 課長 堀口 岳史 / 課長補佐 林 美隆 

                            TEL ０５２－９５３－８５７１ 



 岐阜市には、わが国の歴史上の転換期に活躍した、斎藤道三公や織田信長公により築かれた城下町の町割りを始め、江戸後期から戦前に建
てられた町屋や神社仏閣が数多く残っている。また、長良川や金華山に代表される美しい自然環境は多くの人の心を惹きつけてやまない。そ
うした豊かな環境のもと、鵜匠と鵜が一体となって繰り広げられる鵜飼、華麗、勇壮、賑やかな各地の祭りや渡し舟、更には伝統の技術を用
いた岐阜提灯、岐阜和傘の生産など、地域固有の歴史及び伝統を反映した人々の営みは、市内で今なお息づいている。 

岐阜市役所● 

ＪＲ岐阜駅 

史跡「加納城跡」 

史跡「岐阜城跡」 

 古典漁法を今に伝える長良川鵜飼は、1300年
以上の伝統を誇り、夏の風物詩として訪れる人
を魅了している。鵜匠の家は、鵜と共に生きる
様々な工夫が施され、川で行われる祭りや行事
には、川に関わる人々の思いや願いが込められ
ている。そうした、川を守り、川と共に生活す
る歴史は、現在も脈々と受け継がれている。 

 岐阜城と一体となった岐阜城下町には、戦国
時代に由来する町割りが今も残されている。ま
た岐阜市の総氏神である伊奈波神社の「岐阜ま
つり」は、岐阜町として栄えていた時代の華や
かさと風情を今に伝えている。 

 川湊が置かれた川原町には、水運により運ば
れた和紙や竹などを活かした伝統工芸が生まれ
た。今もそこには、岐阜うちわの製造販売を続
ける商店や紙問屋が残っており、川湊の名残を
感じとることができる。 

 加納城の城下町であり、中山道の宿場町であ 
った旧加納町では、城跡や町割り、また加納城
の守護神としての加納天満宮が歴史を感じさせ
る。神社で行われる祭りの賑わいや、和傘を広
げた干場の風景からは、江戸時代から続く人々
の営みを垣間見ることができる。 

 平安時代に創建された手力雄神社の境内を舞
台に、 200年以上も前から、豊作や無病息災を
祈願し、氏子達が勇壮で活発な火祭りを繰り広
げている。氏子達にとって祭りは生活の一部と
なっており、巨大な行灯や花火神輿は見る者の
目を釘付けにする。 

 江戸時代、軍事上、技術上の理由から鏡島地
区の長良川には橋が架けられず、小紅の渡しは
地域の足の役割を果たしてきた。渡船場付近に
は、奈良時代に空海が築いた鏡島弘法があり、
今なお渡しにより参拝に向かう人々の様子は、
古来の道としての風情を醸し出している。 

 鎌倉初期に開削された山県用水の管理には、今
も三輪神社の氏子達が深く関わっている。周囲に
水田が広がるのどかな風景と、飛鳥時代に創建さ
れた三輪神社で繰り広げられる祭りの賑やかな様
子が、良好な歴史的風致を醸し出している。 

おべに 

てぢからお 

長良川鵜飼 短冊流し 

史跡岐阜城跡 岐阜まつり 宵宮 

川原町のまちなみ 岐阜うちわ商店 

手力の火祭り 手力雄神社 

小紅の渡し 鏡島弘法 

山県用水と三輪神社 三輪祭り 史跡加納城跡 天神祭りの山車 

▲御望山 

▲百々ヶ峰 

▲金華山 
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鳥羽川 
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ＪＲ東海道本線 

ＪＲ高山本線 

名鉄各務原線 

名鉄本線 

一般国道21号 

東海北陸自動車道 

岐阜各務原ＩＣ 

歴史的風致 

国指定文化財 

環状線 



③その他歴史的風致の維持向上に関する事業 

②歴史的風致の周辺環境整備に関する事業 

①歴史的風致の拠点となる施設に関する事業 

鵜飼範囲 

 史跡「岐阜城跡」 

岐阜公園再整備事業 

 史跡「岐阜城跡」や岐阜公園の歴史的価値
を活かし、観光客や市民に親しまれる公園と
して再整備する。 

岐阜公園三重塔修復整備事業 

 岐阜公園のランドマークとして、市民に親
しまれている岐阜公園三重塔を、損傷状態を
調査したうえで、保存活用のための大規模な
修繕を行う。 

織田信長居館跡発掘活用事業（史跡岐阜城跡整備） 

 史跡「岐阜城跡」区域内にある山麓部城主
居館跡（織田信長公居館跡）における史跡整
備を行うとともに、効果的な活用方法につい
て検討する。 

歴史的建造物群景観形成助成制度 

 川原町地区内の町家等の歴史的建造
物の維持・保全や一般建造物を歴史的
まちなみに調和させる修景工事につい
て、工事費の一部を助成する。 

景観重要建造物等助成事業 

 景観重要建造物及び都市景観重要建
築物の維持修繕、保存のための工事に
ついて、工事費の一部を助成する。 

ぎふ景観まちづくりファンド事業 
 金華地区内の歴史的価値の高い町家
等を維持・復元していく工事や、一般
建造物を歴史的なまちなみと調和させ
ていく工事について、工事費の一部を
助成する。 

岐阜市長良川鵜飼伝承館（長良川うかいミュージアム）事業 

 長良川鵜飼文化を発信する拠点として、各種事業を展開。 

鵜飼観覧船等の運航事業 

 鵜飼観覧船等の運航管理、鵜飼観覧船の新造及び補修。 

長良川まつり補助事業 
 「長良川まつり」の運営費の補助を実施。 

無電柱化推進事業 

 岐阜公園内及び隣接する市道において、電
線共同溝敷設による無電柱化整備を行い、景
観に配慮した道路修景整備を行う。 

道路整備事業（電線共同溝整備、道路修景整備） 

 未整備の幹線道路を、歩行者・自転車の安
全を確保した上で、周囲の景観にも配慮した
修景整備を行う。 

ゆとり・やすらぎ道空間事業（金華地区） 
 御鮨街道など歴史的ないわれのある道路に
ついて、歩行者の安全性と歴史的景観に配慮
した道路修景整備を行う。 

史跡岐阜城跡説明板整備事業 

 来訪者に史跡岐阜城跡の魅力を満喫してもら
うための、サイン整備を行う。 

ふるさと大好き鵜飼事業 

 小学生が鵜飼観覧を行う場合、鵜飼観覧料の半額補助を実施。 

長良川中流域の文化的景観保存調査事業 

 長良川中流域の歴史や伝統文化の本質的価値を明らかにする調査を実施。 

伝統的工芸品「岐阜提灯」振興事業 
 伝統的工芸品である「岐阜提灯」の後継者育成・意匠開発等。 

「信長学」推進プロジェクト 

 市民及び全国の信長ファンと協働で、織田信長公に関する歴史資料の収集等を実施。 

市史編纂事業 
 今日まで市の歩みを記録する“新たな市史”の編纂を行う。 

岐阜公園再整備事業 

岐阜公園三重塔修復整備事業 

織田信長居館跡発掘活用事業 
         （史跡岐阜城跡整備） 

歴史的建造物群景観形成助成制度 

ぎふ景観まちづくりファンド事業 

岐阜市長良川鵜飼伝承館 
（長良川うかいミュージアム）事業 

鵜飼観覧船等の運航事業 長良川まつり補助事業 

無電柱化推進事業 道路整備事業（電線共同溝整備、道路修景整備） 

史跡岐阜城跡説明板整備事業 

岐阜公園ゾーニング図 

岐阜公園三重塔 

織田信長公居館跡発掘現場 

無電柱化整備のイメージ 

道路修景整備のイメージ 

説明板の設置イメージ 

道路修景整備のイメージ 

0 250 500m 

ゆとり・やすらぎ道空間事業（金華地区） 

重点区域 

①拠点となる施設に関する事業 

②周辺環境整備に関する事業 

③その他のソフト事業 

国指定文化財 市指定文化財 

登録有形文化財 その他の 

歴史的建造物 

鵜匠の家 

町屋建築物 

正法寺 

伊奈波神社 

▲金華山 

名称：金華・鵜飼屋区域 

面積：約５５０ｈａ 




