
●歴史文化の特徴

千曲市は長野盆地の南端部に位置し、東西南北の結節点に位置する交通
の要衝である。地勢上の特性を生かした歴史や文化がはぐくまれている。

北信濃の十字路 交通の要衝がつくる、「道」の歴史文化

冠着山は周辺には、山岳信仰や神仏習合を伝える社寺が点在し、宗教、
文学、姨捨伝説が一体となった「山と信仰」の歴史文化が息づいている。

冠着山をあおぐ 自然と調和・共存する、「山と信仰」の歴史文化

冠着山（古くは、「姨捨山」）の麓は古くから月見の名所として知られる。
現在でも、多くの来訪者があり、「観月」の歴史文化が息づいている。

月の都に生きる 月を愛で、風流人が行き交う、「観月」の歴史文化

戦前の長野県は製糸業で栄えた。繁栄を支えたのが、養蚕・蚕種業である。
「蚕飼の技」から生まれた「創意工夫」の気風は市域の産業の基礎をなす。

蚕飼の技を受け継ぐ 果樹・花・工業、「創意工夫」の歴史文化

市名の由来である千曲川は古代より氾濫を繰り返し、被害をもたらした
一方で、恵みの川でもあった。千曲川とともに生きてきた歴史文化が残る。

千曲川とともに 洪水と闘い、恵みを生かした「水」の歴史文化

千曲市の歴史資料は江戸時代より興味・関心がもたれ、戦後は、地域研
究のフィールドとなった。歴史を学び、継承に努力した歴史文化が残る。

千曲を知り・学ぶ 郷土を学ぶ「研究・教育」の歴史文化

【計画期間】令和５～12年度（８年間）
【面 積】約120㎢
【人 口】約5.9万人
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●指定等文化財件数一覧●推進体制
指 定 指定区分 件数 内 訳

国指定等

重要文化財 ７
建造物２、彫刻２、古文書１、
考古資料２

重要無形民俗文化財 １

史跡名勝天然記念物 ３ 遺跡１、名勝地１、動物１

重要文化的景観 １

重要伝統的建造物群保存地区 １

登録有形文化財 31
建造物31（建造物25、土木構
造物６）

記録作成等の措置を講ずべき
無形の民俗文化財

１

小 計 45

県指定等

県宝（有形文化財） 15
建造物１、彫刻５、工芸品１、
歴史資料２、考古資料５、古
文書１

史跡名勝天然記念物 ３ 遺跡２、植物１

小 計 18

市指定

有形文化財 46
建造物４、彫刻15、工芸品２、
歴史資料５、考古資料８、古
文書８、石造物４

無形文化財 １

無形民俗文化財 ３
史跡名勝天然記念物 36 遺跡15、名勝地４、植物17
小 計 86

合 計 149

指定等文化財は、１４９件
未指定文化財は、１４５,５３３件（点）把握



●基本理念 しる・まもる・つたえる・つなぐ 千曲の歴史文化

方針2 文化財をまもる方針1 文化財をしる 方針4 文化財でまじわる 方針5 文化財につどう方針3 文化財をつたえる

把握・調査に関する課題
・指定等文化財は詳細確認が
必要。

・未指定文化財は、基礎デー
タ作成、継続調査、詳細調
査が必要。 等

保存に関する課題
・指定等：長期計画の不在、
標柱や説明板の老朽化

・未指定：文化財指定の可
能性の検討が必要。

等

防災・防犯に関する課題
・火災や地震への対策の不足。
・水害時等のレスキュー体制
の整備が必要。

・所有者や地域住民との情報
共有・防犯対策の不足。等

活用に関する課題
・児童や生徒への周知不足。
・講演・講座の不足。
・観光部局との連携の不足。
・文化財データベースの不足。

等

市民との連携に
関する課題

・市民・地域団体との連携の
不足。

・長野県や他自治体との連携
の充実が必要。 等

文化財保存・活用の
拠点づくりに関する課題
・文化財の一括管理の不足。
・博物館施設の老朽化進行。
・中世～近代の市域の歴史を
知る施設の不足。 等

■取組主体：行政
■計画期間：Ｒ3～10

屋代小学校旧本館の改修
千曲市作成報告書・
調査資料のデジタル化

方針６
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●文化財の保存・活用に関する課題

●５つの基本方針

●保存・活用に関する措置の例

把握が十分でない文化財について
重点的把握と実態を確認する

●指定等文化財の詳細調査に取り
組む。

●把握不十分な未指定文化財の把
握調査を行い、基礎データを作
成する。

●自治体誌に掲載された文化財の
重点的な詳細調査を進める。

文化財の内容に応じた指定の推進
計画の作成・保存管理を実施する

●国指定等文化財は計画を策定する。
●計画的に修理し、適切に所在を周
知し、管理を行う。

●登録文化財への登録を推進する。
●埋蔵文化財の把握・周知と開発に
伴う保護措置に取り組む。

●市文化財調査員等協力し、文化財
を見守る取り組みを進める。

文化財を通して地域の魅力を伝え
地域総がかりで文化財を継承する

●子どもたちに文化財をつたえる取
り組みを進める。

●市民向け講演会や講座の開催、啓
発冊子の作成を行う。

●観光来訪者に地域の歴史文化を発
信するため、観光部局と連携する。

●市の所蔵資料の目録をインター
ネットで把握できるようにする。

市民・地域団体や他の自治体と連携し、
文化財を核とした地域の魅力向上を図る

●地域団体と協力し、保存・活用の
自主的な機運醸成に努める。

●市民と地域計画の内容を共有する
取り組みを行う。

●市民と協働した文化財調査を行う。
●長野県や周辺自治体と連携し、企
画展やシンポジウム等のイベント
を検討する。

文化財を守り伝えるコアとなる
施設を整える

●上山田地区に歴史文化財セン
ターを移転・整備する。

●老朽化した博物館等施設を改修
し、現在の研究をふまえた展示
内容にする。

●川西地区に中世から近代の市域
の歴史を知ることができる施設
や展示空間を設ける。

自治体誌掲載史料調査

史料散逸防止のため、市内の区有文書、
自治体誌所載の古文書、個人所有文書
の実態を地域の歴史団体、文化財調査
員の協力を得ながら把握する。

■体制：市◎所有者〇地域等〇専門家◎
■期間：前期 R５～８

千曲市教育委員会刊行書籍について、
ダウンロードして利用できるよう、
PDF化を進める。調査資料や写真につ
いて順次デジタル化を図る。

松田館の整備・公開

明治時代の学校建築。老朽化が著し
く、耐震性も低いため、地域ととも
に有効な後利用の方策を検討し、修
理を実施する。

松田館は旧更埴市が寄贈を受け、整
備をすすめてきた中世居館跡・武水
別神社神主松田家の館跡である。
公開施設として整備する。

■体制：市◎地域等◎専門家〇
■期間：前期 R５～８

■体制：市◎所有者〇地域等〇専門家◎
■期間：前期 R５～８

■体制：市◎■期間：前期 R５～８

協働事業の協力・
地域づくりでのアドバイザー協力

地域団体へ協働事業やアドバイザー協
力し、保存・活用の機運醸成に努める。

■体制：市◎所有者〇地域等◎専門家〇
■期間：全期間 R５～12

方針1 方針2 方針3

方針4

方針5



●文化財の総合的な保存と活用
（関連文化財群）
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テーマ型 関連文化財群 地域型 関連文化財群

・テーマにもとづき設定した文化財群。
・歴史文化の特徴（「道」、「山と信仰」、「観月と観光」、「創意工
夫（産業）」、「千曲川と水」、「研究・教育」）にそって、歴史文
化が織りなす個々の指定・未指定の文化財を具体的に抽出し、ストー
リーとして構成したもの。

・範囲は市内の全域に広がる。

・地域的な特徴をストーリーとして構成した文化財群。
・「埴科古墳群と古代水田」、「矢代宿」、「善光寺道と稲荷山・八

幡」、「千曲河畔」、「更級の里」、「養蚕と花」の６種を設定。
・これらの地域は歴史文化の特徴にかかわる文化財が集中して分布。
・市民等により新たにストーリーや構成文化財の追加の提案があれ
ば、追加をすすめ、充実を図っていくことも想定される。

二つの種類の関連文化財群を設定することで、立体的・多角的・網羅的に千曲市の文化財を理解することにつながる。



●未指定文化財詳細調査 ●自治体誌掲載史料調査

●「姨捨の棚田」整備計画周知・調整・事業実施 ●姨捨の棚田の管理道・水路等整備

●日本遺産を利用した各種事業 ●ロケ地としての文化財施設利用

●市民と協働した文化財調査の実施 ●千曲市日本遺産センターでの展示

●協働事業の協力・地域づくりでのアドバイザー協力

・観光に関する歴史資料の整理が不足している。
・日本遺産「月の都 千曲」の周知が不十分である。
・「姨捨の棚田」の保存・活用のための将来計画が未定である。
・文化財単体ではなく、各文化財をつないだ観月の文化のストーリーとして
見学できるようにするための施策が必要である。

テーマ型関連文化財群 ストーリー❸ 観月と観光に関わる文化財群
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冠着山（古くは、「姨捨山」）は、「更級の姨捨山に照る月」で知られ、鏡台山から
のぼる月、姨捨の棚田に映る「田毎の月」など、古くから月見の名所として知られ、
多くの文人墨客が訪れた。古代からの「観月」に関わる文化の変遷と、観光の歴史を
示す文化財が数多く所在する。現在でも、多くの来訪者があり、「観月」の歴史文化
が息づいている。

建 造 物 ６姨捨駅／国登録９長野銘醸／10武水別神社社殿／県宝11武水別神社摂社高良社本殿
13冠着神社／14観月殿／国登録18笹屋ホテル別荘

歴 史 資 料 20市指定上山田温泉第1号湯標石／21宮本虎杖関係資料
名 勝 地 １冠着山／国名勝２姨捨（田毎の月）／国名勝４長楽寺／７姨捨公園／８桜清水／

15鏡台山／16一重山／17有明山
植 物 市天然記念物５姨捨長楽寺の桂ノ木／県天然記念物12武水別神社社叢
文化的景観 重要文化的景観３姨捨の棚田／19戸倉上山田温泉

ストーリー概要

構成文化財

課 題

1冠着山 ２ 姨捨（田毎の月） ４ 長楽寺

10武水別神社社殿 16鏡台山 19戸倉上山田温泉

・観光に関係する資料の把握を行う。
・観月文化をしってもらうための拠点施設（日本遺産センター）で周知を図る。
・「姨捨の棚田」整備計画を策定する。
・来訪者に複数の文化財を見てもらうための事業を検討する。

措 置

方 針

体制：市◎所有者〇地域等〇 専門家〇 期間：全期間

体制：市◎所有者◎ 地域等◎ 専門家◎ 期間：全期間

体制：市◎所有者〇地域等◎ 期間：全期間

体制：市◎所有者◎ 地域等◎ 専門家〇 期間：前 期

体制：市◎所有者〇地域等◎専門家〇 期間：全期間

体制：市◎所有者〇地域等〇 専門家◎ 期間：前 期

体制：市◎所有者〇地域等○ 専門家◎ 期間：全期間

体制：市◎地域等〇 期間：全期間

体制：市◎地域等〇 期間：全期間

＊前期 R５～ R８年 全期間：R５～ R12



【参考】関係計画等

●日本遺産「月の都 千曲ー姨捨の棚田がつくる摩訶不思議な月景色「田毎の月」ー」（R２年度）
●千曲市歴史的風致維持向上計画（第１期）（H２８～R７年度）


