はじめに
富士宮市は、富士山のあるまちとして、富士山とともに発展し、その恵みに育まれた多く
の歴史的遺産と豊かな自然は、市民の心のよりどころとして親しまれ、大切にされています。
言うまでもなく、富士山は何よりその秀麗な景観から、我が国の象徴として、広く国民に
愛されている山であり、昭和２７年１１月には特別名勝に指定されています。
さらに平成２３年２月には、信仰の山としての歴史的・文化的な高い価値が評価され、富
士山頂や富士山周辺にある富士山信仰の関連施設及び関連遺跡等が、一括して史跡『富士山』
として指定されました。
富士山及びその周辺に点在する国指定『史跡富士山』を構成する文化財のうち、富士宮市
と は い どう

域に所在する文化財は、山頂信仰遺跡、大宮・村山口登拝道、富士山本宮浅間大社、山宮浅
ひ と あな

間神社、村山浅間神社、人穴富士講遺跡であり、どれをとっても全国的にも注目される貴重
な遺跡ですが、現在進められている世界文化遺産登録を目指す富士山の文化的価値を証明す
る構成資産としても位置付けられています。
このようなことから、富士山は世界からも注目を集め、多くの来訪者を迎えることになる
と考えられ、その対応が喫緊の課題となっています。
そこで、富士宮市は中核となる富士山と一体化させた保存・整備・活用計画を広く検討す
るために「史跡富士山」整備基本計画策定委員会を平成２３年度に設置し、委員会の提言を
もとに本書を策定しました。
富士宮市は、古代から『富士山信仰』『芸術の源泉』として富士山文化の中心地としてに
ぎわい発展してまいりました。この整備基本計画策定は、先人が築いた歴史や文化を尊重す
ることと、新しい文化の創造という要素を基本方針に据え、「史跡富士山」の整備を通して
新しい文化を創造し、魅力ある「富士山文化」の構築につなげてまいりたいと考えておりま
す。
なお、文末になりましたが、本計画策定にご尽力くださいました「史跡富士山」整備基本
計画策定委員会委員の皆様を始め、御指導いただきました文化庁記念物課、静岡県文化・観
光部世界遺産推進課、静岡県教育委員会文化財保護課並びに『史跡富士山』を構成する文化
財の関係者の皆様に対して厚くお礼申し上げます。

平成２４年３月
富士宮市教育長

佐野敬祥

例
１

言

本書は、国指定史跡富士山を構成する文化財のうち、富士宮市域に所在する文化財の整
備基本計画策定報告書である。

２

本書は、「史跡富士山」整備基本計画策定委員会にて検討し、文化庁文化財部記念物課
の指導・助言、静岡県文化・観光部世界遺産推進課、静岡県教育委員会文化財保護課の協
力を得て作成した。

３

『史跡富士山』の静岡県側の指定範囲は、富士市、富士宮市、御殿場市、裾野市、小山
町にまたがるが、策定する整備基本計画の対象範囲は富士宮市のみとする。したがって、
と は い どう

対象となる文化財は、山頂信仰遺跡、大宮・村山口登拝道、富士山本宮浅間大社、山宮浅
ひとあな

間神社、村山浅間神社、人穴富士講遺跡である。
４ 本書では、用語を次のように整理して使用した。
『史跡富士山』・・・・国指定史跡富士山の全体を指す。
「史跡富士山」・・・・国指定史跡富士山を構成する文化財のうち、富士宮市域に所在
する文化財を指す。
村山浅間神社

・・・・指定範囲に存在する浅間神社（宗教法人村山浅間神社）と大日
堂（宗教法人大日堂）をあわせて指す。

山頂信仰遺跡

・・・・富士山八合目以上の文化財を指す。なお、同地は富士山本宮浅
間大社境内地であり、『史跡富士山』としては富士山本宮浅間
大社として指定されている。

富士山の合目
と は い どう

・・・・現在（富士宮口登山道）の合目で表記する。

登拝道

・・・・文化財としての登山道を指す。

登山道

・・・・現在使用されている登山道を指す。
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第１章 計画の目的と位置付け
１ 目的
富士山は、標高 3,776ｍと日本一の高さを誇る独立峰で、優美な円錐形の山容を有した玄
武岩質成層火山である。広い裾野は南の駿河湾の海浜にまで及び、数多くの溶岩洞穴・溶岩
樹型や湧水、広大な原始林などの豊かな自然が存在する。古来、人々は富士山を仰ぎ見て、
その崇高さに畏敬の念を抱き、壮大な美を感じ、多様な信仰の対象として崇拝してきた。
富士山は、その秀麗な景観が、我が国の象徴として欠くことのできないものであるとして、
昭和27年に特別名勝に指定されている。これに加え、信仰の山としても歴史的・文化的に高
い価値があり、富士山頂及び富士山周辺にある富士山信仰の関連施設及び関連遺跡等が、一
括して『史跡富士山』として平成23年2月7日に国史跡に指定された。平成23年度には、静岡
県が、『史跡富士山』の文化財としての本質的価値を明らかにするとともに、その価値を適
切に保存し次世代へ継承していくために保存管理の方法を定める保存管理計画を策定した。
『史跡富士山』として指定された文化財のうち、富士宮市内には、山頂信仰遺跡、大宮・
と は い どう

ひとあな

村山口登拝道、富士山本宮浅間大社、村山浅間神社、山宮浅間神社、人穴富士講遺跡の重要
な文化財がある。（大宮・村山口登拝道、人穴富士講遺跡は平成 24 年 1 月指定）。また、こ
れらの文化財は、平成 25 年に世界文化遺産登録を目指す富士山の文化的価値を証明する構成
資産としても位置付けられている。
このようなことから、「史跡富士山」は今後、地域のかけがえのない財産として、また、
日本はもとより世界の財産として、史跡の適正な保存と公開を要望される。
そこで、本計画は、「史跡富士山」の保護・保存、活用の仕組みとそれに向けての持続可
能な地域づくりを実現するための整備基本計画を策定するものである。

２ 位置付け
静岡県が策定した史跡「富士山」保存管理計画では、『史跡富士山』の保護・保全の考え
方に基づき、整備基本計画策定の必要性が位置付けられている。
また、市が策定している、第４次富士宮市総合計画第２次基本計画においては、「富士山
世界文化遺産登録活動の推進」、「文化財の保護対策及び活用の推進」との方針が示され、
「史跡富士山」を始め、市域の貴重な文化財の保護・活用を推進することが位置付けられて
おり、その他にも、富士宮市都市計画マスタープラン等の市の重要な計画にも位置付けされ
ている。
このようなことから本計画は、史跡「富士山」保存管理計画のもと、市が策定している計
画、文化財保護法や景観法など関係法令等に基づいた、総合的な整備・活用のマスタープラ
ンとして役割を持つものである。
また、今後、富士山の世界文化遺産登録となれば、『史跡富士山』は、世界遺産に関係す
る計画等との調整を図ることになる。
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史跡「富士山」保存管理計画（静岡県）

富士宮市「史跡富士山」整備基本計画
（富士宮市関連文化財）

史 跡 の
保護・保存
整合

・史跡等の調査と整備
・景観の保全

持続可能な
地域づくり

連携

活用の仕組み
・見学ルート整備
・案内板整備
・便益施設整備
・拠点施設整備

・管理、運営体制整備
・地域ルールづくり

遵守

関連法等

文化財保護法・富士宮市文化財保護条例・自然公園法・景観法・都市計画法・
静岡県屋外広告物条例等
図1.1

計画の位置付け

2

富士山世界文化遺産登録

計画・富士宮市都市計画マスタープラン・富士宮市景観計画等

第４次富士宮市総合計画︵第２次基本計画︶
・第３次国土利用計画富士宮市

関連計画
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３ 関連計画
（１）史跡「富士山」保存管理計画

静岡県

平成 24 年 3 月策定

史跡「富士山」保存管理計画は、
『史跡富士山』の文化財としての本質的価値を明らかにす
るとともに、その価値を適切に保存し次世代へ継承していくために保存管理の方法を定めて
いる。そこには、具体的な現状変更等の取扱基準を明らかにし、将来に向けた整備・活用の
基本方針を示し、保存管理と整備・活用を適切に運営するための方策が定められている。
第６章 整備・活用に関する基本的な考え方
「第１節 保存のための整備の推進と、き損した文化財の原状回復や復元整備」・
「第 2 節 来訪者
の便益等に資する環境整備の推進」・
「第 3 節 史跡富士山に関連する資料の収集・集約と調査研究、
公開の推進」
・「第 4 節 本質的価値に関する広報・情報提供の推進」が示されている。

（２）第４次富士宮市総合計画第２次（後期）基本計画

平成 23 年 3 月策定

富士宮市総合計画は、市のあらゆる施策の基になるものであり、市はこの計画に沿って事
業を行っている。総合計画では、富士山文化の創造・継承と文化財の保護・活用の方針が示
されている。
計画の期間
将来都市像
部門別の
基本目標

基本構想目標年次：平成 27 年度
第 2 次（後期）基本計画：平成 23 年度から平成 27 年度まで

富士山の自然に抱かれたやさしく元気なまち
将来都市像を実現するためのキーワード「食」
１
２
３
４
５
６

富士山の自然と産業が調和した元気なまちづくり
やさしい心で進める健康と福祉のまちづくり
健全な心と体をはぐくみ人が輝くまちづくり
快適でにぎわいとふれあいのあるまちづくり
コミュニティ豊かな安全・安心なまちづくり
市民協働と自立したまちづくり

《環境経済》
《健康福祉》
《教育文化》
《都市整備》
《市民生活》
《行財政》

施策の体系 富士山文化を創造・継承するまち【文化・芸術】
と方向
① 富士山文化の創造・継承
【教育文化
1) 富士山文化の創造・継承
・富士山にかかわる自然や歴史などあらゆるものを富士山文化ととらえ、
「歩く博物館」事業などを通じ
（文化・芸
て、富士山文化の理解と啓発を図ります。
術）分野】
・富士山文化の調査・研究を進め、これを継承し情報発信できる環境づくりに努めます。

2) 富士山世界文化遺産登録活動の推進
・富士山を世界に誇れる山として保全し、美しい自然と富士山文化を後世に継承するため、周辺地域や
関係機関と連携を図り、世界文化遺産登録活動を推進します。また、世界文化遺産登録後に訪れる多
くの来訪者に対応するための体制を整えます。

② 文化・芸術の振興
③ 文化財の保護・活用
1) 文化財の保護対策及び活用の推進
・世界文化遺産登録に関係する文化財を含む指定文化財の整備、保存管理体制づくり、管理に対する支
援など、貴重な文化財や資料の保護対策を推進するとともに、市民の協力を得ながら失われつつある
貴重な資料の収集に努めます。また、指定文化財を広く周知するための効果的な活用に努めます。

2) 伝統文化の保存・継承
3) 埋蔵文化財の調査・保存
④ 施設の整備・充実
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（３）第３次国土利用計画富士宮市計画

平成 18 年 3 月策定

土地利用の上位計画である国土利用計画において、村山浅間神社や山宮浅間神社を含む富
士山西南麓一帯は、緑・産業振興地域として位置付けられている。
計画の期間 平成 18 年 3 月から平成 27 年 3 月
総合的かつ計 歴史・文化遺産に関しては、
「生涯学習、郷土を知る機会の創出」が挙げられている。
画的な土地利
用の推進

市民が郷土の自然、歴史・文化を理解し、集落や都市の成り立ちを知ることが大切
であるため、生涯学習などを通じて郷土を知る機会を充実させます。

地域区分別 村山浅間神社や山宮浅間神社が位置する富士山西南麓は、政策推進エリアとして「緑・
の土地利用 産業振興地域」に位置付けられている。
方針
緑・産業振興地域：豊かな自然環境を保全するとともに、国道 469 号（富士南麓道路）
などの広域幹線道路や本市の立地特性を生かし、富士山の景観や自
然との調和に配慮した産業振興を図ります。

（４）富士宮市都市計画マスタープラン

平成 14 年 3 月策定

富士宮市の都市づくりの計画指針である都市計画マスタープランでは、
「史跡富士山」を構
成する文化財は、地域の歴史・文化の象徴としてまちづくりに活用することが示されている。
計画の期間 平成 14 年度から平成 32 年度
基本理念

富士山の恵みを大切に“職・住・遊・学”が共存する創造都市

全体構想

―富士山とともにはぐくまれてきた 歴史・文化・伝統を活かした美しい都市づくり
・浅間大社を中心とした門前町としての特性を活かした街並み形成や富士山の景観にふさわし

都市づ
くりの
目標

い庭園のような美しい都市景観形成を図ります。
・古くからはぐくまれてきた各地域独自の歴史を学び、文化資源や産業の保全・活用により、
個性と魅力あふれた地域づくりを進めます。
・富士山や富士山の恵みである地下水などの自然資源を活かすとともに、豊かな自然景観の保
全を図ります。

地域別
構 想

【大宮中地域】（富士山本宮浅間大社を含む地域）
地域の将来の姿：神田川や浅間大社をはじめとする豊かな水と緑を守り、活かしなが
ら、富士山の玄関口にふさわしい、多様な交流が展開する、にぎわいと活力ある商業
活動が営まれ、利便性の高い環境の中で快適な生活を送ることができる、住みよく、
活気と魅力にみちたまちづくりを目指します。
―文教施設が充実した利便性が高く文化性豊かなまちづくり
・浅間大社、市民文化会館一帯は、より利用しやすいよう周辺も含めて環境整備を目指し、
文化の薫るまちづくりを目指します。（歴史・文化交流地区）

【北山地域】
（山宮浅間神社を含む地域）
地域の将来の姿：富士山麓の恵まれた自然環境を大切に、地域の活力の向上に結びつく
新たな機能を導入し、特色ある自然や歴史が継承された住みよい地域づくりを目指しま
す。
―歴史や自然を大切にした魅力あるまちづくり
・北山本門寺や山宮浅間神社は、地域の歴史の象徴として、歴史的雰囲気づくりを目指しま
す。（歴史ふれあい施設）
・北山本門寺、山宮浅間神社及び北山出張所を拠点として、地域内の社寺、史跡などを巡り、
歴史や文化に触れることのできる歩行者ネットワークの形成を目指します。
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地域別
構 想
（つづき）

【富士根北地域】
（村山浅間神社を含む地域）
地域の将来の姿：富士山麓の恵まれた自然環境や地域の歴史を大切に、新たな産業機能や
農業を活かした交流機能を導入し、ゆとりとうるおいのある暮らしができる活力と魅力に
みちた地域づくりを目指します。
―歴史や文化を大切にしたふれあいのまちづくり
・村山浅間神社及びその周辺の自然を保全・育成に努めるとともに、歴史的雰囲気づくりを目指
します。
（歴史ふれあい施設）
・地域が一体となって、富士山にまつわる文化の継承や地域活動を展開し、ふれあいのまちづく
りを目指します。
・旧登山道の札打場、中宮八幡堂や粟倉の観音堂、その他地域の歴史的資源の保存に努めます。

―富士山麓の自然と調和した新たな拠点づくり＜新機能導入エリア＞
・自然との共生や景観との調和に配慮し、高度技術型企業・研究開発型企業などを中心とする大
規模な産業用地などの新たな機能の導入と適切な配置を目指します。

【上井出地域】（人穴富士講遺跡を含む地域）
地域の将来の姿：富士山麓の大自然を大切に、酪農や養鱒業などの地域産業と観光が
ともに発展し、豊かでゆとりある生活環境が確保された、生活・観光・地域産業が共
存・共栄する地域づくりを目指します。
―多様な自然を享受できる観光・レクリエーション地づくり＜広域観光・レクリエーションエリア＞
・田貫湖、朝霧高原、猪之頭湧水群、白糸の滝などの地域資源を有効に活用するため、既存
の観光・レクリエーション地の充実、新たな観光地の掘りおこしなどにより、多様な自然
を教授できる観光・レクリエーション地づくりを目指します。

人穴富士講遺跡
山頂信仰遺跡
大宮・村山口
登拝道

山宮浅間神社
村山浅間神社

富士山本宮浅間大社

将来都市構想図
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（５）富士宮市景観計画

平成 24 年 1 月策定

富士宮市景観計画は、富士宮市の豊富な景観資源を生かし、良好な景観形成を推進するた
めの基本的な考え方や、取り組み方についてまとめたものである。景観計画では、富士山信
仰に関連する景観や地域の祭りの躍動する景観を守り、生かすことと、富士山への眺望を守
り、生かすことがうたわれている。
景観形成
の 目 標
景観計画
の区域

富士山の庭園都市へ
・景観計画区域：市域全域
・富士山や天子山地等の景観を保全するた
め、景観計画区域内に「富士山等景観保
全地域」と「富士山等眺望保全地域」を
定める。

景観計画の区域

景観形成
基本方針

１
２
３
４

ふるさとの原風景たる自然景観を大切にするまち
生業として育まれた農村景観を継承・充実するまち
富士山と調和し個性を生かす市街地景観を創出するまち
場所に適した公共施設景観を創出・維持するまち

５ 富士山などに因む深い歴史を感じるまち
―富士山信仰に関連する景観を守り、生かします
・富士山本宮浅間大社では、建築物などの保存に努めるとともに、境内地の杜づくりなどを進
め、厳かさが感じられる景観を保全、育成します。
・富士山本宮浅間大社の周辺において、門前町をイメージした建築物などの形態や色彩などの
誘導により、富士山本宮浅間大社と一体となった歴史的な景観を創出します。
・村山浅間神社、山宮浅間神社、人穴浅間神社、人穴富士講遺跡などは、建物や石碑などの歴
史資源の保存、周辺の森林や集落景観などの保全などにより、富士山の歴史を感じることの
できる景観を保全します。更に、多くの人が訪れる場所として歴史資源周辺の環境整備を進
めます。

６ 多くの人に感動を与える富士山の眺望があるまち
・白糸の滝、田貫湖、富士山本宮浅間大社など主要な眺望スポットにおいては、最低でも森林限
界である標高 2,500ｍ以上の部分への眺望を建築物や人工林などが遮らないようにし、富士山
への眺望を守ります。更に、眺望スポット周辺における電柱の移設や無電柱化、まち並みの形
態や色彩などの調和を目指したルールづくり、屋外広告物や電波塔の設置の誘導などにより、
富士山をより良く望むことができるようにします。
・一般国道 139 号、469 号、登山道路は、周辺自治体と連携しつつ、電柱や防護柵等の景観への
配慮、沿道の建築物や屋外広告物の形態や色彩などの誘導、眺望確保のための人工林の適切な
維持管理、駐車スペースの整備などにより、富士山への眺望を楽しむことができるようにしま
す。
７ みんなで取り組む協働の景観づくり
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景観形成
基本方針図

良好な景観
の 形 成 の
ための行為
の 制 限

市域全域の行為の制限に関する事項として、建築物、工作物の建築や開発行為、土砂
の採取、その他土地形質の変更等について、市への届出が必要となる対象行為を示し、
景観形成基準への適合を求めている。

景観形成の

・親水空間整備プロジェクト
・白糸の滝周辺地区景観ルール導入プロジェクト
・中心市街地まちなみ創造プロジェクト
・屋外広告・サイン向上プロジェクト
・ぐるり富士山風景街道推進プロジェクト

重点方策

富士山の周囲を巡るルートにおいて、景観の魅力を高め
また適切にアピールする活動を推進することにより、地域の
振興に寄与する。広域的取り組みに連携した推進を図る。

主な眺望場所からの眺望（例示）

・眺望点整備プロジェクト
富士山を眺めることのできる優れた眺望場所を眺望点として指定し、眺望を確保するために必要な景観の誘導
（工作物の高さや色彩等）を行う。また、眺望場所の修景整備などを進める。
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４ 計画策定までの経緯
平成23年2月7日

国史跡に指定

平成24年1月24日

国史跡に追加指定

平成24年3月

史跡「富士山」保存管理計画 策定（静岡県）

平成24年3月

富士宮市「史跡富士山」整備基本計画

策定（富士宮市）

本計画の策定にあたり、専門家、学識経験者による「史跡富士山」整備基本計画策定委員
会を設置し、平成23年6月から平成24年2月まで全4回の委員会を開催して検討を重ね、文化庁
文化財部記念物課・静岡県文化観光部世界遺産推進課・静岡県教育委員会文化財保護課の協
力を得た。また、実効性の高い計画とするため、庁内各課との調整を実施して計画を策定し
た。

前提条件の整理

目的の明確化

価値の本質に関する認識・共有
史跡の価値評価、地域との連携、市民ニーズ（社
会的要請）、所有者要望、法規制

第1回策定委員会
（H23.6.16）

誰のために何を行うのか

『史跡富士山』の概要
計画策定の進め方
現地視察

地域の中での位置付け、担うべき役割、保存し
活用すべき価値の本質、課題の整理

基本方針の策定

目的を実現させるための方向性
基本理念、保存管理の方針、整備・活用の方針

基本計画の策定

保存と活用の具体的全体像
文化財整備、施設整備の具体的な計画

事業計画の検討

第2回策定委員会
（H23.9.6）
課題の確認
基本方針（基本理念）の設定
文化財整備の方針の検討
便益施設等整備の方針の検討

第3回策定委員会
（H23.12.8）
基本方針の設定
整備基本計画の検討

事業実施に向けた検討
事業スケジュール、管理・運営

第4回策定委員会
（H24.2.6）
整備基本計画案の最終調整

富士宮市「史跡富士山」整備基本計画の策定
図1.2

計画策定の流れ
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第２章 「史跡富士山」の概要
１ 『史跡富士山』の概要
１−１ 指定の経緯
富士山は日本を代表する名山であり、既に特別名勝に指定されているが、富士山には古来
様々な信仰が折り重なっており、自然崇拝を根源として、多様な神仏を寛容に受け入れてき
ている日本人の真情を象徴するものである。
そのため、富士山の周辺には、今日まで時代を超え、宗教・宗派を超えて信仰されてきた
富士山信仰に関わる歴史的・文化的な価値を色濃くとどめる有形・無形のさまざまな文化財
が残されている。それらの中には、今なお富士山信仰と繋がり続けるものも多い。中でも、
富士山信仰を理解する上で不可欠で極めて重要なものが、信仰施設及び関連遺跡等の文化財
である。
そこで、静岡県では、これらの信仰施設及び関連遺跡等の中から、特に富士山信仰に関わ
り重要な価値を有するものについて、これまでに残された調査研究を手掛かりに、史跡とし
て適切な保存・活用を図るため、調査等を行い、富士山信仰の起源から現在までの信仰の変
遷と、信仰の拠点として現在も機能していること等の点を考慮し、特に富士山信仰を語る上
で欠かすことのできない施設・遺構の選定を進めた。
また、これに協力する形で、富士宮市はこれまで実施した調査成果の提供や、指定にあた
っての関係者の同意取得等を行った。
その結果、静岡県側では、富士山八合目以上を範囲とする山頂信仰遺跡の他、大宮・村山
口、須山口、須走口の 3 登拝道、さらに富士山本宮浅間大社、山宮浅間神社、村山浅間神社、
人穴富士講遺跡、須山浅間神社、冨士浅間神社（須走浅間神社）の 6 箇所の神社等について、
富士山信仰を考える上で特に意義ある施設・遺構として選出した。
これらは、その貴重な文化財としての価値が認められ、今後も長く保存活用されるべきも
のとして、山頂信仰遺跡と上記 5 箇所の神社が、平成 23 年 2 月 7 日に、文部科学省告示第
11 号において一括して『史跡富士山』として国の史跡指定を受けた。さらに、人穴富士講遺
跡、大宮・村山口登拝道、須山口登拝道、須走口登拝道が、平成 24 年 1 月 24 日に、文部科
学省告示第 11 号において追加指定された。
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１−２ 指定書
名

称：富士山

種

別：史跡

面

積：4,478,329 ㎡

告示番号：11
特別区分：特別以外
指定年月日：2011.2.7(平成 23.2.7) （追加指定年月日：2012.1.24（平成 24.1.24））
指定基準：三．社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡
所 在 地：山梨県富士吉田市、南都留郡富士河口湖町・鳴沢村、静岡県富士宮市、裾野市、
駿東郡小山町
解 説 文（指定）：山梨県と静岡県の境界に聳える我が国最高峰の火山で、我が国を代表す
ようはい

しゅげん

る信仰の山。古代の遙拝、修験者による登拝から、戦国時代には一般信者の登拝へ、
さらには江戸時代の富士講へと信仰の広がりをみせた。山岳信仰のあり方を考える
うえで重要。
（追加指定）
：古代から近世・近代に至る信仰の山。富士山八合目以上の山頂部を含
む富士山本宮浅間大社の社有地ほかからなる。今回、富士山本宮浅間大社の社有地
の一部、人穴富士講遺跡、大宮・村山口登拝道、須走口登拝道、須山口登拝道を追
加指定する。
詳細解説（指定）
：富士山は、山梨県と静岡県の境界に聳える我が国最高峰の火山で、古くか
らの信仰の山である。夏でも雪を頂き、時に火や煙を吐き出す神秘なさまは、その
優美な姿とともに人々に崇められ、『万葉集』には日本の鎮めの神と歌われた。「不
尽」
「不二」
「福慈」等とも表記され、
「芙蓉峰」、「富岳（富嶽）」とも呼ばれた。
あさまのおおかみ

富士山は奈良時代から平安時代にかけて噴火の記録を残し、浅間大神として神階
奉授を繰り返した。富士山本体を神とする浅間神が最初に祀られたのが、西南麓に
位置する富士山本宮浅間大社（駿河国一宮）で、その旧地と伝承される山宮浅間神
社は本殿を持たず、富士山遙拝の役割をもつ場所であったと考えられる。北麓にお
いても、貞観６年（864）の噴火を契機に浅間神社が建立された（河口浅間神社や冨
士御室浅間神社、一宮浅間神社等がその神社と想定されている）
。久安５年（1149）
に駿河国の末代上人が富士山頂に大日寺を建立し、如法経を埋経して以後、修験と
結びついた宗教者による登拝が展開していった。仏教と習合し、浅間大菩薩とも称
あ づ ま

され、その本地は大日如来とされた。また、富士の人穴（溶岩洞穴のひとつ。
『吾妻
かがみ

鏡 』にみえる）は浅間大菩薩の御在所として、また、胎内洞穴はその誕生地として、
登拝者の信仰の対象となった。慶応４年（1868）の神仏分離令により村山浅間神社
こ う ほ う じ

と大日堂に分離された興法寺は、末代の創建によるとされ、村山修験の中心であっ
た。15 から 16 世紀には一般の道者の登拝も増加し、その様子は 16 世紀の製作とさ
け ん ぽ ん しゃくしょく ふ

じ

ま ん だ ら ず

れる「絹本 着 色 富士曼荼羅図」に描かれている。戦国期における一般道者による登
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拝の盛行は、冨士御室浅間神社に伝わる『勝山記』等からも窺うことができる。
は せ が わ か く ぎょう

近世、人穴で修行を行った長谷川角 行 （1541−1646）を経て、その教えを受け継
いだ食行身禄（1671−1733）
、村上光清（1682−1759）の時代に、富士講は隆盛期を
迎え、登拝道や宿泊施設が整えられ、祈祷を行うとともに富士参詣の仲立ちを行う
お

し

御師やその宿坊が発達していった。
噴火口は内院と呼ばれ、散銭が行われ、火口壁のいくつかのピークは曼荼羅にお
ける仏の世界に擬せられ、
「お鉢めぐり」と呼ばれる巡拝が行われた。山頂部の八合
目以上については、安永８年（1779）、幕府の裁定により富士山本宮浅間大社の支配
権が認められた。
登拝道として、
『甲斐国志』にみえるように吉田口、須走口、村山口、大宮口の４
つがあり（『駿河志料』は後二者を一つにし、別に須山口をあげる）、江戸時代には
吉田口から登る者が多かった。吉田口と須走口は八合目以上で合流する。これら以
外に須山口、船津口があった。須山口は宝永４年（1707）の噴火により廃されるが、
安永９年（1780）に復興し、明治 16 年（1883）
、御殿場口登山道が開設されて、須
山口二合八勺と結びつけられた。御師集落である河口から船津を経て山頂に向かう
船津口のルートは、山崩れにより江戸時代に廃絶されている。村山口、大宮口は主
に富士川以西の東海から近畿の、吉田口は関東及び甲府以北・以西の道者を対象と
していた。吉田口登拝道（登山道）の成立は冨士御室浅間神社所蔵の神像の銘文か
ら伊豆走湯山との関係が窺える。特に中ノ茶屋から馬返を経て山頂に至るルートの
遺存状況は良好である。
これら登拝道の起点を中心に神社が存在する。河口浅間神社は古代からの官道で
ある御坂路に沿い、富士山一ノ鳥居が建てられていた御坂峠と禊ぎ場と伝えられる
母ノ白滝がともに社有地となっている。冨士御室浅間神社は吉田口二合目に鎮座し
た本宮と河口湖畔に建立された里宮からなる。北口本宮冨士浅間神社は日本武尊が
富士山を遙拝したとする伝承のある大塚丘や火祭の神輿の行在所である御鞍石を含
め、吉田口の起点となっている。武田信玄等の庇護を受け、江戸中期以降、富士講
の隆盛とともに、富士講との結びつきを強めた。富士講を広めた村上光清が享保年
間に社殿の修復を行っている。須走口に冨士浅間神社、須山口に須山浅間神社があ
り、いずれも戦国期の史料にみえる。
神仏分離令により、山体から本地仏等の仏教色が排除される。そうした中、富士
講の隆盛は引き続きみられたが、鉄道の発達は登拝道や御師集落の盛衰をもたらし
た。一方で、富士山は近代登山の対象ともなっていく。これらの社寺等の宗教施設
と信仰関係遺跡、山頂に向かう登拝道は信仰の対象としての富士山を語るうえで欠
かすことのできない要素である。
このように、富士山は、古代にあっては浅間神として崇められ、遙拝の対象から、
修験者、やがて一般信者の登拝の対象となり、江戸時代には富士講が組織されて、
富士登拝の著しい広がりをみせた。これらは古代から近代（現代）に至る山岳信仰
のあり方を考える上で重要であることから、富士山八合目以上の山頂部を含む富士
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み く ら いし

お つ か やま

み さ か

山本宮浅間大社、山宮浅間神社、御鞍石・大塚丘を含む北口本宮冨士浅間神社、御坂
峠を含む河口浅間神社、冨士御室浅間神社（本宮・里宮）、村山浅間神社、大日堂、
須山浅間神社、冨士浅間神社等の社寺と登拝道のうち条件の整った吉田口登拝道を
史跡に指定し、保護を図ろうとするものである。
（『月刊文化財』平成 23 年 2 月より転載）
詳細解説（追加指定）
：富士山（標高三七七六メートル）は、山梨県と静岡県の境界にそびえ
るわが国最高峰の火山で、古くからの信仰の山である。夏でも雪を頂き、時に火や
煙を吐き出す神秘なさまは、その優美な姿とともに人びとに崇められ、
『万葉集』に
は日本の鎮めの神と歌われた。
古代にあっては浅間大神として崇められ、遥拝の対象から、久安五年（一一四九）
に駿河国の末代上人が富士山頂に大日寺を建立し、如法経を埋経して以後、修験と
結びついた宗教者による登拝が展開した。仏教と習合し、浅間大菩薩とも称され、
その本地は大日如来とされた。やがて一般信者の登拝の対象となり、江戸時代には
富士講が組織されて、富士登拝の著しい広がりをみせた。神仏分離令により、山体
から本地仏等の仏教色が排除され、さらに、鉄道の発達は登拝道や御師集落の盛衰
をもたらすこととなった。
富士山は古代から近代（現代）に至る山岳信仰の在り方を考える上で重要である
ことから、富土山八合目以上の山頂部を含む富士山本宮浅間大社、山宮浅間神社、
御鞍石・大塚丘を含む北口本宮冨士浅間神社、御坂峠を含む河口浅間神社、冨士御
室浅間神社（本宮・里宮）
、村山浅間神社、大日堂、須山浅間神社、冨士浅間神社等
の社寺と登拝道のうち条件の整った吉田口登拝道を平成二十三年に史跡に指定した。
かんだちやま

今回の追加指定の対象は、富士山本宮浅間大社の社殿の背後を形成する神立山と
呼ばれる社叢の一部と参道沿いの一部区域のほか、浅間大菩薩の御在所とされ、富
士講の開祖である長谷川角行が修行を行ったとされる富士山南西麓の人穴（溶岩洞
穴の一つ）と富士講の信者により約二三〇基の碑塔群が建てられたその一帯の土地、
前回指定を行った吉田口登拝道を除く三つの登拝道である。
大宮・村山口登拝道（現富士宮口登山道）は南西麓の富士山本宮浅間大社および
村山浅間神社を起点に山頂大日岳に至る登拝道で、「村山三坊」の管理下にあった。
外国人として初めて富士登山を行った英国公使オールコックが利用したのもこの道
である。指定は六合目以上の範囲を対象とする。須山口登拝道（現御殿場口登山道）
は南東麓の須山浅間神社を起点に山頂浅間嶽（駒ヶ嶽ともいう）に至る登拝道であ
る。宝永四年（一七〇七）の噴火により一時廃道となるが、安永九年（一七八〇）
に復興し、明治十六年（一八八三）
、御殿場口登山道が開設されて、須山口二合八勺
と結びつけられた。指定は、現在「御殿場口」として利用されている二合八勺以上
の範囲と遊歩道として整備された旧須山口の一部である。須走口登拝道（現須走口
登山道）は東麓の冨士浅間神社を起点とし、八合目で吉田口登拝道と合流して山頂
久須志岳に至る登拝道である。宝永四年の宝永噴火により噴砂に覆われるが、幕府
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の支援を受けて翌年には復興を遂げた。新五合目以上を指定の範囲とする。
これら条件の整った神社境内地、信仰遺跡、登拝道を追加指定し、保護の万全を
期するものである。

図 2.1

（『月刊文化財』平成 24 年 2 月号より転載）

『史跡富士山』を構成する文化財位置図

13

第 2 章 「史跡富士山」の概要

表 2.1

『史跡富士山』を構成する文化財一覧
名

称

所在地

１

山頂信仰遺跡

静岡県・山梨県

２

大宮・村山口登拝道

富士宮市

３

須山口登拝道

御殿場市

４

須走口登拝道

小山町

５

富士山本宮浅間大社

富士宮市

６

山宮浅間神社

富士宮市

７

村山浅間神社

富士宮市

８

人穴富士講遺跡

富士宮市

９

須山浅間神社

裾野市

10

冨士浅間神社

小山町

11

北口本宮冨士浅間神社

山梨県

12

河口浅間神社

山梨県

13

冨士御室浅間神社

山梨県

14

吉田口登拝道

山梨県

：富士宮市に関連する文化財
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２ 「史跡富士山」を構成する文化財の概要
２−１ 山頂信仰遺跡
（１） 概要
富士山山頂には、富士山本宮浅間大社奥宮・浅間大社東北奥宮（久須志神社）や金明水・
銀名水等の宗教施設があり、地形のなかには内院（火口）や安河原（賽の河原）等の宗教的
な名称がつけられた所がある。また、火口壁にある剣ヶ峯や白山岳、久須志岳等の峰々は
はちよう

「八葉」や「八峰」と総称され、かつて山頂部は曼荼羅世界に擬えて考えられていた。
平安時代末期に富士山への信仰登山が開始されると、中世には修験者及び一般の信仰登山
者（道者）が登るようになり、江戸時代には、関東を中心に富士講の講員も多数登山するよ
うになった。登山者は、山頂で「御来迎（仏の来迎と見なされたブロッケン現象）
」または「御
来光（日の出）
」を拝んだり、内院に鎮座する神仏を拝んで散銭（賽銭）をしたり、山頂部の
宗教施設等を巡拝する「お鉢めぐり(八葉めぐり)」を行ったりした。
12 世紀中ごろの修行僧末代は、山頂に大日寺を構え経典を埋納したとされる。末代以降も
山頂において堂社の造営や懸仏・仏像等の奉納や経典の埋納が行われ、近世には大宮・村山
口山頂に大日堂が、吉田口・須走口山頂に薬師堂が造営された。近世の登山案内書である「富
士山真景之図」や「富士山明細図」には、山頂部に多数の仏像や堂社が並ぶ様子が描かれて
いる。
明治 7 年（1874）
、富士山の廃仏毀
釈が行われ、山中の仏像は撤去され、
仏教的地名は神道的なものへ改称さ
れた。また、大宮・村山口山頂の大
日堂は浅間神社（現富士山本宮浅間
大社）奥宮、吉田口・須走口山頂の
薬師堂は浅間神社（現富士山本宮浅
間大社）東北奥宮となった。

富士山頂パノラマ写真（東側より撮影）

① 土地所有と管理状況
指定範囲は富士山八合目以上である。ここは、富士山本宮浅間大社が、慶長 14 年(1609)
に山頂部の管理・支配を行うようになり、安永 8 年（1779）、幕府による裁許により、支配権
が認められたとされる。明治政府によりここは国有地とされたが、昭和 49 年（1974）の最高
裁判決に基づき、平成 16 年（2004）に富士山本宮浅間大社に譲渡（返還）された。
国有地

25,572.41 ㎡

民有地

4,016,901.06 ㎡

合

4,042,473.47 ㎡（県境未確定）

計

富士宮市教育委員会では、文化財保護法による指定文化財として、指定地内の現状変更等
進達・許可などの法的措置、学術的な調査研究、保存管理を行っている。
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② 法的保護、修理・整備の経緯
昭和 27 年（1952）に国特別名勝富士山に指定され、平成 18 年（2006）に保存管理計画が
策定された。
平成 23 年（2011）に国史跡富士山に指定され、平成 24 年（2012）に保存管理計画が策定
された。
③ おもな調査の経緯
年

度

平成 20 年

調査主体
静岡県

概

要

現地踏査・位置測量

④ 関連報告書
(財)静岡県埋蔵文化財調査研究所

（２） 構成要素

2009

『富士山頂信仰遺跡』

（静岡県 2012 『史跡「富士山」保存管理計画』より抜粋）

①「山頂信仰遺跡」を構成する要素
本質的価値を構成する要素

自然的要素

歴史的要素

ア

地質・地形に関す
る要素

噴火口

ア 信仰の対象となっ
た地形

八葉（剣ヶ峯、白山岳、久須志岳、成就岳、伊豆岳、
朝日岳、浅間岳、駒ヶ岳、三島岳）、大内院、小内院、
東安河原、西安河原、虎岩（獅子岩）、割石、雷岩、
このしろが池

イ 建築物及び工作物

浅間大社奥宮、浅間大社東北奥宮（久須志神社）、
鳥居、金明水、銀明水、銅馬舎、石仏・石像、石碑

ウ 遺跡

埋蔵文化財包蔵地

エ 道路

お鉢巡り道

本質的価値を構成する
要素以外の要素

社会的要素

ア 建築物及び工作物

自然的要素

ア 地質・地形に関す
る要素

侵食谷

歴史的要素

ア 建築物及び工作物

石碑

ア 建築物及び工作物

富士山特別地域気象観測所、NTT 富士山頂分室
富士山頂公衆トイレ、衛生センター、案内標識、安
全確保のための工作物、二等三角点標石、石碑、山
小屋

イ 道路

下山道

社会的要素

指定地以外の周
辺環境を構成す
る要素

②「山頂信仰遺跡」周辺の環境を構成する要素
ア

地質・地形に関す
る要素

側火山、侵食谷

自然的要素

歴史的要素

イ 植生に関する要素

富士山特定地理等保護林、富士箱根伊豆国立公園富
士山管理計画区

ア 道路

登山道、御中道
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その他
の要素

③ その他の要素
その他の要素

ア

資料（文献資料・
絵画資料）

「隔掻録」絶頂之図、
「富士山明細図」
、
「富士山真景
之図」

（３） その他の要素
① 指定地及び周辺地域の法適用状況
自然保護法による特別保護地区
都市計画法による市街化調整区域
景観法による景観計画区域
② 付帯施設整備の状況
要素
山室

状況
登山者の休憩・宿泊施設で安全・救急施設を兼ねる。富士宮口登山道（八
合目以上は、富士山本宮浅間大社の社領域であり、吉田口・須山口登山道
には山室が存在している。
）八合目以上では 4 軒が営業している。

富士山頂地域気象研 剣ヶ峯にあった富士山測候所（平成 16 年に無人化）は、NPO 法人「富士山
究所

測候所を活用する会」が、高所を生かした研究施設として、気象庁から借
り受け管理している。

NTT 富士山頂分室

東安河原の西側に NTT 富士山頂分室がある。

富士山頂公衆トイレ 環境省により環境に配慮したバイオトイレが設置されている。
富士山衛生センター 登山客の安全確保を目的として、富士宮口登山道八合目に設けられている。
案内標識

富士山標識関係者連絡協議会が策定した「富士山における標識類総合ガイ
ドライン」に沿って、登山道ごとに 4 色に区別されたデザインの標識が設
置されている。

安全確保のための工 登山道の安全確保のため、がけ崩れや落石防止のためのフェンス、石組み、
作物

鉄杭、ロープ等が登山道周辺に設置されている。

石碑

二等三角点や基準点の石碑が設置されている。

ブルドーザー道（下 救急用・緊急避難道としての役割を持つ道路で、搬送にブルドーザーが使
山道）

われる。歩道との交差部には、進入禁止柵・注意表示板が設置されている。

③ 利用状況
富士山本宮浅間大社末社にあたる奥宮と浅間大社東北奥宮（久須志神社）があり、7・8
月の登山期間中は大勢の参拝者で賑わう。
④ 来訪者アンケート

（２-２

大宮・村山口登拝道を参照）

17

第 2 章 「史跡富士山」の概要

図 2.2

山頂信仰遺跡現況図（八合目以上指定）
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２−２ 大宮・村山口登拝道
（１） 概要
富士山は、平安時代末期に登山が行われる
ようになり、14 世紀初めには富士山中で修行
を行う修験者が村山を拠点として集まるよ
うになったと考えられている。中世には、修
せんだつ

験者・先達に導かれた道者が多く登拝するよ
うになり、16 世紀作とされる「絹本著色富士
曼荼羅図」には道者が大宮・村山口から富士
現在の新七合目室

山に登る様子が見える。
ち せ い ぼ う

つ じ の ぼ う

だいきょうぼう

近世には、「村山三坊」（池西坊・辻ノ坊・大鏡坊）が登拝道を管理し、登拝道には山室の
他にも「札打ち場」や「中宮八幡堂」、
「御室大日堂」などの施設があった。中宮八幡堂は「馬
返し」とも呼ばれ、ここまでは馬を利用することができたが、ここから先は徒歩で登山する
ことになっており、金剛杖が売られていたという。18 世紀後半から 19 世紀初頭の大鏡坊の
記録によると、大宮・村山口登拝道を利用する道者の数は、御縁年で 2,000 人前後、平年で
数百名程度だったと推測される。
明治 39 年（1906）
、村山を経由せず大宮から直接六合目（大宮・村山口登拝道四合目：標
高約 2,600 メートル）に至る新道が建設され、六合目以下の部分は登拝道としての機能を失
った。このため、一部を除き登拝道跡の推定は困難である。
① 土地所有と管理状況
指定範囲は、六合目から山頂までの間（県道 180 号富士宮富士公園線（県道 152 号富士公
園太郎坊線と重複）
）である。八合目以下は、国有林班に含まれる。
国有地

8,991.50 ㎡

富士宮市教育委員会では、文化財保護法による指定文化財として、指定地内の現状変更等
進達・許可などの法的措置、学術的な調査研究、保存管理を行っている。また、静岡県が管
理している。
② 法的保護、修理・整備の経緯
昭和 27 年（1952）に国特別名勝富士山に指定され、平成 18 年（2006）に保存管理計画が
策定された。
平成 24 年（2012）に国史跡富士山に指定され、平成 24 年（2012）に保存管理計画が策定
された。
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③ おもな調査の経緯
年

度

調査主体

概

平成 3・4 年

富士宮市教育委員会

平成 20 年

静岡県

平成 21 年

静岡県

要

村山浅間神社から六合目までの道跡・建物跡現地踏
査、石造物調査
村山浅間神社から六合目までの登拝道及び周辺遺
構概略図作成
村山浅間神社から六合目までの登拝道及び周辺遺
構詳細図作成

④ 関連報告書
富士宮市教育委員会

1993

『富士山村山口登山道跡調査報告書』

(財)静岡県埋蔵文化財調査研究所

（２） 構成要素

2009

『大宮・村山口登山道』

（静岡県 2012 『史跡「富士山」保存管理計画』より抜粋）

①「大宮･村山口登山道」を構成する要素
本質的価値を構成す
る要素

自然的要素
ア

遺跡

埋蔵文化財包蔵地

イ

道路

登山道（県道 180 号線富士宮富士公園線）
、御中道

歴史的要素

ア

建築物及び工作物

岩淵鳥居講の鳥居

社会的要素

ア

建築物及び工作物

標識、登山道の安全確保のための工作物、鳥居

歴史的要素

社会的要素
本質的価値を
構成する要素
以外の要素

自然的要素

②「大宮・村山口登山道」周辺の環境を構成する要素
指定地以外の周辺環境を構
成する要素

自然的要素

ア 建築物及び工作物

石造物

イ

遺跡

埋蔵文化財包蔵地

ア

建築物及び工作物

山小屋とその関連施設、緊急・救急施設、鳥居

イ

道路とその関連施設

ブルドーザー道、県道 180 号線富士宮富士公園線、
宝永遊歩道、駐車場・附属施設、林道

歴史的要素

社会的要素

③ その他の要素
その他
の要素

歴史的要素

ア 資料

「登山案内図」「曼荼羅図」
「登山記」
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（３） その他の要素
① 指定地及び周辺地域の法適用状況
自然保護法による特別保護地区
森林法による国有林
都市計画法による市街化調整区域
景観法による景観計画区域
② 付帯施設整備の状況
要素
山室
案内標識

安全確保のための工作
物
緊急・救急施設
救急搬送・荷物搬送区
域

状況
登山道沿いに山室が建てられている。指定範囲の六合目から山頂までで
は、8 軒が営業している。
六合目以上には、茶色地に青色の帯が入り、白い文字で統一された登山道
案内標識が設置されている。この標識は「富士山における標識類総合ガイ
ドライン」に沿ったデザインで統一されている。
六合目以上では、登山者の安全確保のため、登山道に沿って鉄杭、ロープ
等が設置されている。
登山客の安全確保を目的として、富士山総合指導センター（山頂、五合目）
と富士山衛生センター（八合目）が設けられている。
富士宮口登山道にほぼ並行して、救急用・緊急用避難道としての役割を持
つ道路等の施設が設けられている。搬送にはブルドーザーが使われる。歩
道との交差部には、進入禁止柵・注意看板等が設置されている。
浅間大社前交差点を起点とし山頂に至る県道 180 号富士宮富士公園線は、
二合目以上は県道 152 号富士公園太郎坊線と重複している。

富士宮口登山道（県道
180 号富士宮富士公園
線・県道 152 号富士公
園太郎坊線）
宝永遊歩道
六合目と宝永山を結ぶ遊歩道がある。
駐車場・附属施設
450 台収容の駐車場が五合目に設置されている。付属施設として、レスト
ハウス、宿舎、トイレ、バス乗車券販売所、登山客の多い季節のみ在番の
交番がある。工作物としての広告物、広告旗、バス停留所などがある。

③ 利用状況
指定区間は、現在、富士宮口登山道として利用されている。
【登山客数】
平成 23 年の富士山八合目における登山客数は、約 29.3 万人で、平成 22 年と比べて約
2.8 万人減少したものの、平成 20 年に 30 万人を超えて以来、約 30 万人前後で推移してい
る。
登山道別に見ると、富士宮口登山道は約 7.2 万人で、全登山客数に対する割合は 25％と
なっており、最も多い河口湖口・吉田口登山道の約 16.5 万人（56％）に次ぐ登山客が利用
している。
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表 2.2

富士山の登山客数の推移

ルート

平成17年

平成18年

平成19年

平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

河口湖口・吉田
口登山道

108,247

119,631

132,980

172,369

169,217

184,320

165,038

(54%)

(54%)

(57%)

(56%)

(58%)

(57%)

(56%)

富士宮口登山道

57,962

61,611

54,011

64,034

67,590

78,614

72,441

(29%)

(28%)

(23%)

(21%)

(23%)

(24%)

(25%)

25,416

30,536

33,394

52,323

43,861

48,196

40,179

(13%)

(14%)

(14%)

(17%)

(15%)

(15%)

(14%)

8,667

9,232

11,157

16,624

11,390

9,845

15,758

(4%)

(4%)

(5%)

(5%)

(4%)

(3%)

(5%)

200,292

221,010

231,542

305,350

292,058

320,975

293,416

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

須走口登山道
御殿場口登山道
合計

注意） 各登山道８合目付近設置の赤外線カウンター記録
7月1日〜8月31日の集計人数
カウンターの故障、誤作動などによる数値補正が行われている年、登山道がある。
「環境省関東地方環境事務所調べ」

350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
御殿場口登山道
須走口登山道
富士宮口登山道
河口湖口・吉田口登山道

100,000
50,000

23
年
成
平

成

22
年

21
年
平

成
平

成

20
年

19
年
平

平

成

18
年
成
平

平

成

17
年

0

④ 富士山五合目来訪者アンケート（富士宮市 2010 『富士宮市行動計画基礎調査』より抜粋）
実施日
問
回

答

平成 21 年 8 月 17 日

回答数

310

今後、富士山をより良くするためにはどのような取り組みが必要ですか
・今後の取り組みとして必要なことは、ゴミを無くす 57.3％、登山マナー
の指導 39.4％、不法投棄処理 33.6％と、富士山の環境を守ることが多く
求められている。
・富士山への意見としては、とてもすばらしく良い印象を持ったということ
が多い反面、人が多すぎる、駐車場の混雑解消などがあった。
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図 2.3

大宮･村山口登拝道現況図（六合目〜山頂指定）
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２−３ 富士山本宮浅間大社
（１） 概要
富士山麓の浅間神社は、富士山の噴火を鎮め
るために富士山を神（浅間神または浅間大神）
として祀ったものであり、富士山本宮浅間大社
（以降、文章中の表記は「浅間大社」とする。
）
は最も早く成立したものとされる。浅間大社は、
全国に多数ある浅間神社の総本宮とされる。
「富
士本宮浅間社記」には、大同元年（806）に山宮
浅間神社の地から現在地に移転されたとある。

本殿（国指定重要文化財）

浅間大社は富士山溶岩流の末端に位置しており、
境内には、溶岩の間から湧出した地下水が池と
なった湧玉池（国特別天然記念物）がある。浅
間大社は、噴火を水によって鎮める考え方から、
湧玉池のほとりに置かれたと考えられている。
登拝が盛んになるにつれて、村山の興法寺と
ともに大宮・村山口登拝道の起点となり、周辺
に宿坊が成立したと考えられている。
「絹本著色
こ

り

富士曼荼羅図」には、湧玉池で垢離をとり、富
士山に登る道者の姿がある。近世には、幕府の
庇護を受け、徳川家康の寄進により慶長 11 年
（1606）現在の社殿が造営された。寛文 10 年
（1670）の「境内図写」には、浅間造りの本殿
や楼門等の社殿、堂社、湧玉池（上池）、鏡池な
どが見える。浅間大社は、慶長 14 年（1609）に
は山頂部の散銭取得の優先権を得たとされ、安
永 8 年（1779）には幕府の裁許により八合目以
上の支配権が認められた。八合目以上の土地は、
明治時代に国有地化されたが、昭和 49 年（1974）
の最高裁判決に基づき、平成 16 年（2004）浅間

重要文化財「絹本著色富士曼荼羅図」（浅間大社蔵）

大社に譲渡（返還）された。
① 土地所有と管理状況
指定地は浅間大社の所有地であり、浅間大社により、日常的な管理や整備が行われている。
民有地

71,240.82 ㎡

富士宮市教育委員会では、文化財保護法による指定文化財として、指定地内の現状変更等
進達・許可などの法的措置、学術的な調査研究、保存管理を行っている。
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② 法的保護、修理・整備の経緯
明治 40 年（1907）

本殿が古社寺保存法の下に特別保護建造物に指定された。

大正 13〜昭和元年（1923〜26）本殿・拝殿・楼門等の補修が行われた。
昭和 4 年（1929）

国宝保存法制定に伴い、本殿は国宝とされた。

昭和 8〜9 年（1933〜34）

楼門の修理が行われた。

昭和 11 年（1936）

袖廊・廻廊が附された。

昭和 25 年（1950）

文化財保護法制定に伴い、本殿は重要文化財とされた。

昭和 26〜27 年（1951〜52）本殿の屋根の修理等が行われた。
昭和 27 年（1952）

湧玉池が国特別天然記念物に指定された。

昭和 29 年（1954）

社殿が県建造物に指定された。

昭和 44〜45 年（1969〜70）本殿の屋根の修理等が行われた。
昭和 62〜63 年（1987〜88）本殿の屋根の修理等が行われた(部分補修)。
平成 17 年（2005）

本殿の屋根の修理等が行われた。

平成 22 年（2010）

国特別天然記念物湧玉池保存管理計画が策定された。

平成 23 年（2011）

国史跡富士山に指定された。

平成 24 年（2012）

境内地の一部が追加指定された。
国史跡「富士山」保存管理計画が策定された。

③ おもな調査の経緯
年

度

調査主体

概

要

昭和 59 年〜
富士宮市教育委員会
平成 10 年

富士大宮司館跡・大宮城跡発掘調査（第１次
〜第４次）

平成 16〜19 年

富士宮市教育委員会

神社境内発掘調査（第Ⅰ次〜第Ⅸ次）

平成 20 年

静岡県

社殿北側林地内発掘調査

平成 21 年

静岡県

地形測量、石造物調査

④ 関連報告書
富士宮市教育委員会

1996

『浅間大社遺跡』

富士宮市教育委員会

2000

『元富士大宮司館跡』

富士宮市教育委員会

2003

『浅間大社遺跡Ⅱ』

富士宮市教育委員会

2004

『浅間大社遺跡Ⅲ』

富士宮市教育委員会

2005

『浅間大社遺跡Ⅳ』

(財)静岡県埋蔵文化財調査研究所

2009

『浅間大社遺跡
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図 2.4

浅間大社及び周辺発掘調査位置図
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（２） 構成要素

（静岡県 2012 『史跡「富士山」保存管理計画』より抜粋）

①「富士山本宮浅間大社」を構成する要素
ア
本質的価値を構成する要素

自然的要素

地質・地形に関す
る要素

溶岩流・湧水（湧玉池）

イ 植生に関する要素

ア 建築物及び工作物

社殿(本殿・拝殿・幣殿・楼門・透塀)、手水舎、廻廊、
灯籠、随身像、鉾立石

イ 遺跡

埋蔵文化財包蔵地

歴史的要素

社会的要素
本質 的価値を構成する要素 以外の要
素

自然的要素

ア

動植物に関する要
素

鳥類、魚類、水生植物、社叢

歴史的要素

ア 建築物及び工作物

参道、鏡池、輪橋(太鼓橋)、桜の馬場、御神幸道首標
の碑、燈籠、鳥居、狛犬、駿州赤心隊の碑、流鏑馬
像、忠魂碑(彰忠碑)、欄干橋（神路橋、神路枚橋）
、
禊所、水屋神社、厳島神社、天神社、稲荷神社、祈
祷殿、三之宮、七之宮

社会的要素

ア 建築物及び工作物

渋沢用水(横溝川)、社務所、浅間大社参集所、神田川
ふれあい広場施設、弓道場、消防団詰所、案内板・
説明板、古神札納所、藤棚、駐車場

②「富士山本宮浅間大社」周辺の環境を構成する要素
指定地以外の周辺環境を構成する要素

自然的要素

ア 地質・地形に関す
る要素

神田川

ア 遺跡

埋蔵文化財包蔵地

イ 建築物及び工作物

神田宮、大灯籠

ア 建築物及び工作物

正面鳥居、駐車場、宮町交番、売店、トイレ、富士
山せせらぎ広場、御手洗橋、神幸橋

イ 道路

登山道、甲州街道

歴史的要素

社会的要素

その他
の要素

③ その他の要素
歴史的要素

ア 資料

「絹本著色富士曼荼羅図」
「富士浅間曼荼羅図」
「寛
文 10 年浅間大社境内絵図（社頭古絵図）」
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（３）その他の要素
① 指定地及び周辺地域の法適用状況
都市計画法による風致地区、第二種住居地域
景観法による景観計画区域
② 周辺地域の土地利用、産業構造等
浅間大社周辺地区は、昔から門前町として大宮の市が開かれるなど、商業地としても栄
えてきたところである。現在は、神田川を挟んで東西に商店街が広がり、富士宮市の中心
市街地を形成している。また、中央図書館、市民文化会館が集まる文教地区である。
中心市街地の人口は、平成 7 年に 8,260 人であったが、平成 17 年には、6,960 人と減少
が進み、浅間大社を中心とした各種の祭りの担い手なども少なくなってきており、市街地
の活気が失われつつある。
【市街地整備と景観】
通称神田通りは、道路拡幅に伴い現代的な和風の町並み整備や電線の地中化などが進め
られ、景観の向上が図られている。また、浅間大社南側では神田川と平行して通る主要地
方道富士富士宮由比線の拡幅が進み、道路及びその周辺景観も整備されてきている。今後
は、市街地を南北に分断してきた JR 身延線の鉄道高架事業が進み、南北地区を結ぶ道路や
歩道の連続性が改善される予定である。
③ 付帯施設整備の状況
要素
駐車場

状況
指定地南西部の第 1 駐車場（有料）、神田川ふれあい広場南側の第 2 駐車場（北側
普通車用、南側バス専用、有料）
、県道 414 号朝霧富士宮線沿いの富士山せせらぎ
広場（無料）などがある。

公衆トイレ

駐車場や公園に接して 3 ヶ所設置されている。

神田川ふれあい 湧玉池を水源とする神田川沿いに神田川ふれあい広場がある。広場内には、トイ
広場

レ、各種遊具、ベンチ、時計、水飲み場などが設置されている。

誘導板

駐車場への誘導サインは設置されているが、わかりにくい。駅や駐車場からの歩
行者向けの誘導サインは設置されていない。

説明板

本殿や湧玉池などが文化財に指定されていることを案内・説明する高札が設置さ
ている。
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④ 周辺地域における文化・交流施設
要素

状況

売店

第 2 駐車場内に、富士宮の特産品を取り扱う販売所「ここずらよ」がある。

観光案内所

第 2 境内駐車場内に、売店・トイレに併設して、観光案内所が設置されている。土・

「寄って宮」 日・祝日は観光ガイドボランティアが来訪者を案内している。
まちづくりサ 神田通り沿いの商店街にある。観光マップが置いてある。
ロン 「宮っ」
ぶらっと宮っ イベント広場として利用されている。
お宮横丁

第 2 駐車場南側に食事と土産物販売の御休処「お宮横丁」がある。

富士山せせら 浅間大社南にある。入口には大鳥居が建てられ、神田川に沿って散策できる遊歩道
ぎ広場

をはじめ、トイレ、大型バスの駐車可能な無料駐車場などが整備されている。市街
地観光の拠点となっている。

長屋門

安政 4 年(1857)、大名となった本郷泰固が川成島天王社前（現新富士駅南口付近）
に長屋門のある陣屋を築いた。この屋敷は明治以降、地元用人の和田家に引き継が
れ、昭和 14〜15 年にかけて屋敷の大部分が壊されたが、長屋門は遠藤家が譲り受
け、料亭の門として移築された。平成 15 年に市が料亭跡地を取得し、平成 20 年に
「フードバレー構想」の一環として、老朽化した長屋門の修復、レストラン棟の建
設を行い、平成 24 年度からはレストラン棟を市民、事業者へ貸し出す予定である。

郷土資料館

富士宮市民文化会館内に郷土資料館が設置されている。市内の遺跡・史跡・文化財
などについて展示を行っている。

関連する文化 浅間大社に関連する神社がある。また、周辺には社人・社僧屋敷等があったとされ
財

る。

⑤ 利用状況
浅間大社では、年間を通じて各種祭事が行われている。特に、5 月の流鏑馬祭と 11 月の
例祭は数多くの出店が並び、大勢の人々で賑わう。
⑥ 来訪者アンケート（富士宮市 2010 『富士宮市行動計画基礎調査』より抜粋）
実施日
問
回答

平成 21 年 9 月 13 日
回答数
297
今後、浅間大社をより良くするためにはどのような取り組みが必要ですか
・今後の取り組みとして必要なことは、駐車場の整備 39.1％、休憩所・案内所の設置
37.3％、トイレの整備 23.6％である。なお、アンケート実施後に、浅間大社駐車場
にあった古いトイレは新しく整備された。
・浅間大社に対する意見としては、水を生かす、子どもが遊べて良い、神社について
のガイドがほしい、浅間大社へのわかりやすい道路標識による誘導がほしいなどが
あった。
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図 2.5

浅間大社現況図
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図 2.6

浅間大社周辺地域の状況図

31

第 2 章 「史跡富士山」の概要

２−４ 山宮浅間神社
（１） 概要
山宮浅間神社には富士山を遥拝するた
めの遥拝所がある。これは、古い富士山祭
祀の形をとどめているものと考えられて
いる。遥拝所は溶岩流の先端部に位置し、
遥拝所の周囲には溶岩礫を用いた石塁が
巡っている。遥拝所内部の石列は、主軸が
富士山方向に向いている。
「富士本宮浅間社記」には、浅間大社は
山宮浅間神社の地から移転されたとある。
山宮浅間神社の創建年代は不詳だが、発掘

遥拝所から見た富士山

調査では祭事に使用されたと推定される 12 世紀の土器（カワラケ）が出土しており、文献史
料では 16 世紀から確認できる。
また、かつては、浅間大社の祭神が春と秋に浅間大社と山宮浅間神社を往復する「山宮御
神幸」が行われていた。山宮御神幸の道筋（御神幸道）50 町（１町は約 109 メートル）には、
元禄 4 年（1691）に 1 町毎に標石が置かれた。明治 7 年（1874）以降山宮御神幸は行われな
くなり、標石の大半も失われているため、現在正確な道筋は不明である。
① 土地所有と管理状況
指定地は山宮浅間神社の所有地であり、神社氏子等により日常の維持管理が行われている。
民有地

9,995.00 ㎡

富士宮市教育委員会では、文化財保護法による指定文化財として、指定地内の現状変更等
進達・許可などの法的措置、学術的な調査研究、保存管理を行っている。
② 法的保護、修理・整備の経緯
昭和 60 年（1985）

富士宮市の史跡に指定された。

平成 23 年（2011）

国史跡富士山に指定された。

平成 24 年（2012）

国史跡「富士山」保存管理計画が策定された。

32

第 2 章 「史跡富士山」の概要

③ おもな調査の経緯
年

度

平成 20 年

調査主体
静岡県

概要
地形測量、遥拝所発掘調査

④ 関連報告書
(財)静岡県埋蔵文化財調査研究所

図 2.7

2009

『浅間大社遺跡

山宮浅間神社遺跡』

山宮浅間神社発掘調査遥拝所平面図（左）・石列実測図（右）

（(財)静岡県埋蔵文化財調査研究所

2009

『浅間大社遺跡

石塁発掘状況
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（２） 構成要素

（静岡県 2012 『史跡「富士山」保存管理計画』より抜粋）

本質的価値を構成する要
素

①「山宮浅間神社」を構成する要素
自然的要素

ア

地質・地形に関す

る要素

溶岩流

本 質 的 価 値を 構 成す
る要素以外の要素

ア 建築物及び工作物

鉾立石、石段(参道)、遥拝所（石列・石塁）

イ 遺跡

埋蔵文化財包蔵地

歴史的要素

ア 建築物及び工作物

玉垣

社会的要素

ア 建築物及び工作物

籠屋（社務所）、手すり、鉄柱、トイレ、燈篭、駐車
場、石碑、鳥居、参道、手水鉢

歴史的要素

社会的要素
自然的要素

指 定 地 以 外 の 周 辺 環境 を 構 成
する要素

②「山宮浅間神社」周辺の環境を構成する要素
自然的要素
ア 建築物及び工作物

御神幸道標石

イ 道路

御神幸道

ア 建築物及び工作物

案内板・説明板、水道、水飲み場

イ 道路

登山道（県道 180 号富士宮富士公園線）

歴史的要素

社会的要素

③ その他の要素
その他
の要素
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（３）その他の要素
① 指定地及び周辺地域の法適用状況
都市計画法による市街化調整区域
砂防法による砂防指定地
景観法による景観計画区域
② 周辺地域の土地利用、産業構造等
山宮浅間神社周辺は、農地、住宅地等が混在している。境内地北は林地であり、境内地
東には県道 180 号線（富士宮富士公園線）が通っている。
山宮地区の人口は、平成７年は 4,046 人、平成 17 年は 4,088 人である。
③ 付帯施設整備の状況
要素

状況

駐車場

境内地の中間を東西に横断する道路に面して、4〜5 台程度の乗用車用の駐車場があ
る。しかし、大型バスなどの駐車スペースは無く、対応できていない状況にある。

公衆トイレ

公衆トイレは、籠屋の西側に 1 ヶ所設置されているが、規模が小さい。

説明板

籠屋の南側に、山宮浅間神社の由緒を記した説明版、市指定文化財の説明版、富士宮
市歩く博物館の説明板がある。遥拝所入口には、掲示板が立てられている。

④ 利用状況
4 月には浅間大社とともに初申祭が行われ、10 月には例祭が行われている。
⑤ 地元住民アンケート（富士宮市 2010 『富士宮市行動計画基礎調査』より抜粋）
実施日
問
回答

平成 21 年 12 月 1 日〜22 日

回答数

419

世界遺産登録に期待することはありますか
・山宮浅間神社の環境整備 56.4%、山宮浅間神社の保存管理強化 49.7％が高く、施設
等の保存管理に期待するところが高い。
・次いで、地域の知名度が上がる 34.3％、富士講に興味を持つ 30.4％
・指定されたことによる波及効果などに期待するところがみられる。

問
回答

世界遺産登録された場合、心配なことは何ですか
・駐車場、渋滞が心配 41.9％と最も多い。
・次いで観光客を誘導できない 32.0％、建て替えが難しくなる 29.9％
・新たに訪れる観光客を迎え、適切に誘導することが出来るか心配されている。

問
回答

山宮浅間神社または周辺地区に必要な環境整備は？
・公衆便所 59.9％、駐車場 45.9％、案内板 29.3％と、観光客を受け入れるための施
設整備などを必要とする声が多い。
・山宮浅間神社の重要な遺産である遥拝所を大切にすると同時にその整備も必要とす
る回答も多かった。
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図 2.8

山宮浅間神社現況図
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２−５ 村山浅間神社
（１）概要
村山は、富士山における修験道の中
心地であり、明治時代の廃仏毀釈運動
により廃されるまで、興法寺という寺
院があった。
鎌倉時代には、末代上人に関連する
修行者により寺院が成立したと考えら
れ、村山には正嘉 3 年（1259）の銘が
ある大日如来坐像が伝わっている。文
明 18 年（1486）には聖護院門跡道興の
来訪があり、この頃には本山派に加わ

大日堂前（明治 35 年）

るようになったと考えられる。戦国時代初めには、今川氏の庇護を受け、修験者や道者が集
まり、周辺には坊が建ち並んでいたと考えられている。16 世紀作とされる「絹本著色富士曼
荼羅図」には、興法寺で諸堂を礼拝したり垢離をとったりする道者の姿が見える。また、興
法寺周辺（元村山集落）は周囲の集落より一段高い場所に位置し、戦国時代には東西の見附
で出入りを取り締まっていた。
近世には、村山三坊（池西坊・辻之坊・大鏡坊）が興法寺や集落とともに、大宮・村山口
登拝道や山頂の大日堂を管理した。近世の村山は、興法寺を中心とする、修験者や門前百姓
の住む修験集落だった。登山期には、三坊の免許を受けた各地（主に富士川以西畿内まで）
の先達が、道者を連れて村山を訪れた。また、元禄年間に、幕府の寄進を受け、現在の境内
の基礎が整えられたと考えられている。
明治初年の神仏分離令により、三坊の修験者は還俗し、興法寺は廃され、興法寺の中心的
だいとうりょう ご ん げ ん し ゃ

堂社であった浅間神社と大日堂は分離された。また、大棟梁権現社は廃され場所を変え高嶺
総鎮守として祀られた。明治 39 年（1906）の登山新道の開削により、登山道から外れた。な
ほうえん

お、修験道は明治 5 年（1872）に禁止されたが、村山の法印（修験者）の活動は 1940 年代ま
で続けられた。
① 土地所有と管理状況
指定地は、浅間神社、大日堂、富士宮市が所有している。日常の維持管理は神社氏子等に
より行われている。
市有地

894.24 ㎡

民有地

35,007.06 ㎡

合

35,901.30 ㎡

計

富士宮市教育委員会では、文化財保護法による指定文化財として、指定地内の現状変更等
進達・許可などの法的措置、学術的な調査研究、保存管理を行っている。
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② 法的保護、修理・整備の経緯
昭和 31 年（1956）

大スギが県天然記念物に指定された。

昭和 43 年（1968）

イチョウが県天然記念物に指定された。

平成 23 年（2011）

国史跡富士山に指定された。

平成 24 年（2012）

国史跡「富士山」保存管理計画が策定された。

③ おもな調査の経緯
年

度

調査主体

概要

平成 13〜15 年

富 士 宮 市 教 育 神社境内発掘調査、大日堂調査、古文書・仏像・金石
委員会
文調査

平成 20 年

静岡県

地形測量、池西坊跡・大宝院跡発掘調査、石垣測量

④ 関連報告書
富士宮市教育委員会

2004

『村山浅間神社調査報告書』

(財)静岡県埋蔵文化財調査研究所

2009

『村山浅間神社遺跡』

… 富士宮市教育委員会
… 財団法人 静岡県埋蔵文化財調査研究所

図 2.9

村山浅間神社発掘調査位置図
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（２）構成要素

（静岡県 2012 『史跡「富士山」保存管理計画』より抜粋）

①「村山浅間神社」を構成する要素
ア
本質的価値を構成する要素

自然的要素

地質・地形に関す
る要素

イ 植生に関する要素

湧水、大沢川（村山沢）

指定天然記念物
み ず ご り

ご ま だ ん

浅間神社社殿、大日堂、水垢離場、護摩壇、手水舎(手
ア 建築物及び工作物
歴史的要素

水鉢)、石段（参道）、石垣、石造物（登拝記念碑、
ほうきょう い ん と う

宝 篋 印塔、観音菩薩立像、地蔵菩薩立像、石灯籠）、
ひ

で

ぎ

碑伝木
イ 遺跡

埋蔵文化財包蔵地

歴史的要素

ア 建築物及び工作物

狛犬、新築落成記念碑、道標

社会的要素

ア 建築物及び工作物

社務所、宝物殿、村山公会堂、トイレ、参道手すり、
天然記念物保護柵・支柱、石柱(縣社、富士根本宮)、
村山水道完成記念碑、案内板、説明板

社会的要素
本質的価値を構成する
要素以外の要素

自然的要素

指定地以外の周辺環境
を構成する要素

②「村山浅間神社」周辺の環境を構成する諸要素
自然的要素

歴史的要素

ア 遺跡

埋蔵文化財包蔵地

社会的要素

③ その他の要素
その他
の要素

その他の要素

（３）その他の要素
① 指定地及び周辺の法適用状況
都市計画法による市街化調整区域
河川法による河川区域
景観法による景観計画区域
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② 周辺地域の土地利用、産業構造等
村山浅間神社周辺は、農業地域の間に住宅地が散在する落ち着いた農村集落景観地域と
なっている。
村山地区の人口は、平成 7 年 1,262 人であったものが、平成 17 年には、1,162 人と減少
しており、行事を維持する後継者不足が懸念される。
③ 付帯施設整備の状況
要素

状況

駐車場

指定地西側に駐車場がある。

公衆トイレ

社務所の北側に１ヶ所設置されているが、建物の老朽化が進んでいる。

宝物殿

社殿の南西側に宝物殿がある。

誘導板

国道 469 号線からの誘導板が設置されているが、わかり難い状況である。

案内板

「富士山表口真面之図」を描いた案内板がある。

村山公会堂

社務所の西側に公会堂がある。

④ 利用状況
毎年 7 月 1 日に開山祭のイベントが行われ、富士山入山式、京都聖護院から招いた修験
者による護摩焚き、オールコック碑献花などが行われる。
⑤ 地元住民アンケート（富士宮市 2010 『富士宮市行動計画基礎調査』より抜粋）
実施日
問
回答

平成 21 年 11 月 15 日〜30 日

回答数

95

世界遺産登録に期待することはありますか
・村山浅間神社の環境整備 72.6%、村山浅間神社の保存管理強化 54.8％が多く、施設
等の保存管理に期待するところが高い。
・次いで、地域の知名度が上がる 31.0％、神社や行事に興味を持つ 27.4％など指定さ
れたことによる波及効果に期待するところがみられる。

問
回答

世界遺産登録された場合、心配なことは何ですか
・観光客が騒がしくなる 49.4％、大日堂の仏像の管理 41.6％、建て替えが難しくなる
40.4％、観光客を誘導できない 38.2％など
・新たに訪れる観光客が増え、歴史資源を守り、適切に誘導することができるか心配
されている。

問
回答

村山浅間神社または周辺地区に必要な環境整備は？
・公衆便所 56.6％が最も高く、受入体制に必要な施設と考えられている
・その次は防犯設備 42.2％、照明設備 34.9％であり、大日堂の仏像などの貴重なもの
を保護することを望んでいることがわかる。
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図 2.10

村山浅間神社現況図
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２−６ 人穴富士講遺跡
（１）概要
人穴富士講遺跡は、人穴浅間神社の境
内にある。ここには、犬涼み山溶岩流内
にできた長さ約 83 メートルの溶岩洞穴
「人穴」と富士講講員が建立した 200 基
を超える碑塔等がある。また、ここには、
甲州街道や山梨県郡内地方に通じる郡内
道（人穴道）が通っていた。
『吾妻鏡』には人穴探検の様子が描か
れている。この人穴探検談は、後に浅間

碑塔群

大菩薩の霊験譚「人穴草子」としてまとめられ、近世には富士講の隆盛もあり広く普及した。
また、
『吾妻鏡』には、人穴は「浅間大菩薩の御在所」とあり、当時人穴が富士山信仰に関係
する場所であったことがうかがえる。
富士講の資料によると、江戸の富士講の開祖長谷川角行は、人穴に篭って修行し、仙元大
日神の啓示を得たとされる。角行の教えは、江戸時代中期以降、江戸を中心に広まり、数多
くの富士講が組まれた。また、角行は人穴で亡くなったとされ、人穴は富士講の浄土（浄土
門）とされた。このため、人穴は角行の修業の地・入滅の地や仙元大日神のいる場所として
信仰を集め、参詣や修行のために人穴を訪れる講員も多く、人穴は先達の供養碑や記念碑な
どの碑塔を建立することも多く行われた。
こうきゅうじ

また、近世、人穴には、光侎寺（大日堂）があったとされる。光侎寺は修行者の世話をす
る施設だと考えられており、赤池家が管理していたとされる。赤池家は、この他、溶岩洞穴
「人穴」やその周辺を管理し、参詣者の案内や修行者の世話、お札・御朱印の授与、碑塔建
立の世話等を行っていた。
明治初年の神仏分離令・廃仏毀釈により、光侎寺（大日堂）は廃され、人穴浅間神社が置
かれた。昭和 17 年（1942）には付近が軍用地として接収されたため周辺住民とともに人穴浅
間神社は移転し、昭和 29 年（1954）現在地に復興した。なお、富士講の衰退もあり、碑塔の
建立は昭和 39 年（1964）以降行われていない。
① 土地所有と管理状況
指定地は浅間神社の所有地と個人所有の山林からなっている。神社氏子等により、人穴浅
間神社や周辺の清掃などの日常の維持管理が行われている。
民有地

27,887.00 ㎡

富士宮市教育委員会では、文化財保護法による指定文化財として、指定地内の現状変更等
進達・許可などの法的措置、学術的な調査研究、保存管理を行っている。
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② 法的保護、修理・整備の経緯
平成 11 年（1999）

富士宮市史跡に指定された。

平成 24 年（2012）

国史跡富士山に指定された。

平成 24 年（2012）

国史跡「富士山」保存管理計画が策定された。

③ おもな調査の経緯
年

度

調査者

概要

平成 7・8 年 富士宮市教育委員会

古文書・石造物調査

平成 13 年

建物跡、参道石段他発掘調査

富士宮市教育委員会

④ 関連報告書
富士宮市教育委員会

1998

『史蹟人穴』

富士宮市教育委員会

2001

『史蹟人穴Ⅱ』

図 2.11

人穴富士講遺跡発掘調査位置図
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（２）構成要素

（静岡県 2012 『史跡「富士山」保存管理計画』より抜粋）

本質的価値を構成する
要素

①「人穴富士講遺跡」を構成する要素
自然的要素

ア 地形・地質に関す
る要素

溶岩流、溶岩洞穴（人穴）

ア 建築物及び工作物

碑塔群、玉垣

イ 遺跡

埋蔵文化財包蔵地

ア 建築物及び工作物

人穴浅間神社社殿、参道

イ 遺跡

道跡（甲州街道跡）

ア 建築物及び工作物

説明板・案内板

歴史的要素

社会的要素
本質的価値を構成する要
素以外の要素

自然的要素

歴史的要素

社会的要素

②「人穴富士講遺跡」周辺の環境を構成する要素
指定地以外の周辺環境を構成する
要素

自然的要素

歴史的要素

社会的要素

ア 地形・地質に関す
る要素

溶岩洞穴（新穴）

ア 建築物及び工作物

参道、碑塔

イ 遺跡

埋蔵文化財包蔵地

ウ 道路

郡内道（人穴道）、甲州街道（中道往還）

ア 建築物及び工作物

駐車場、トイレ、鳥居

ア 資料

「地誌」「登山案内図」「登山記」

イ 物語

「富士の人穴草子」

③ その他の要素
その他
の要素

その他の要素
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（３）その他の要素
① 指定地及び周辺の法適用状況
自然公園法による普通地域
都市計画法による市街化調整区域
景観法による景観計画区域
② 周辺地域の土地利用、産業構造等
人穴富士講遺跡周辺は、農業と畜産業を中心とした地域に住宅地が散在する落ち着いた
農村集落景観地域を形成している。
人穴地区の人口は、平成 7 年 777 人、平成 17 年には 502 人である。
③ 付帯施設整備の状況
要素

状況

駐車場

現在、人穴浅間神社のための公的な専用駐車場はない。私的な駐車場として、人
穴浅間神社の南側の階段下に広場があり、駐車場として活用されている。

公衆トイレ

駐車場脇に、簡易トイレが２箇所、手洗い場が１箇所設置されている。

木道

洞穴内を巡るための木道が一部朽ちている。

説明板

洞穴の入口に、人穴の由緒や市指定文化財であることを記した説明板、碑塔群や
洞穴内の危険に対して注意を促す旨の案内板がある。

④ 利用状況
富士講関係者等による人穴への参詣が行われている。富士講自体が衰退したことで、昭
和 39 年（1964）以降碑塔の建設は行われていない。また、氏子により人穴浅間神社の祭礼
が行われている。
⑤ 地元住民アンケート（富士宮市 2010 『富士宮市行動計画基礎調査』より抜粋）
実施日
問
回答

問
回答

問
回答

平成 21 年 11 月 16 日〜30 日

回答数

76

世界遺産登録に期待することはありますか
・遺跡の保存管理強化 56.9％、人穴富士講遺跡の環境整備 54.9%が高く、施設等の保
存管理に期待するところが高い。
・次いで、富士講に興味を持つ 27.5％、地域の知名度が上がる 23.5％、観光客が増え
て賑わう 19.6％など、指定されたことによる波及効果に期待するところがみられ
る。
世界遺産登録された場合、心配なことは何ですか
・碑塔や洞穴の管理 55.6％が特に多く、現在の状態では危険性があるため、不安が大
きいと推測される。
・次いで、建て替えが難しくなる 38.1％、観光客が騒がしくなる 33.3％、観光客を誘
導できない 28.6％など、新たに訪れる観光客が増え、歴史資源を守り、適切に誘導
することが出来るか心配されている。
人穴富士講遺跡または周辺地区に必要な環境整備は？
・公衆便所 78.1％が特に多く、受入体制に必要な施設と考えられている。
・その次は碑塔 34.4％、防犯設備 29.7％であり、碑塔が倒壊する心配があることや犯
罪などが発生しないことを望んでいることがわかる。
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図 2.12

人穴富士講遺跡現況図

46

第 2 章 「史跡富士山」の概要

３ 「史跡富士山」を取り巻く環境
３−１ 法適用状況
本計画の策定にあたっては、
「史跡富士山」の根拠となる文化財保護法をはじめ、適用され
る法令又は各種制度、それらの下に定められた個別の計画を保存管理の中心として、文化財
の周辺環境を保全する上で根拠となる法令又は各種制度、計画等との整合性をも十分考慮す
る。
表 2.3

「史跡富士山」を構成する文化財の法適用状況
森林法 砂防法 河川法

自然公園法

高度地区

用途地域

市街地調整区域

風致地区

河川区域

砂防指定地

●

●

平成 23 年

[国]特別名勝富士山 富士宮市 平成 18 年
[国]史跡富士山

平成 23 年

富 士 山 本 宮 浅 間 大 社 [国]史跡富士山
（境内地）

富士宮市 平成 23 年

[国]特別天然記念物 富士宮市 平成 21 年

同（本殿）

[国]重要文化財

富士宮市

―

同（社殿）

[県]建造物

富士宮市

―

山宮浅間神社

[国]史跡富士山

富士宮市 平成 23 年

村山浅間神社

[国]史跡富士山

富士宮市 平成 23 年

同（大スギ）

[県]天然記念物

富士宮市

―

同（イチョウ）

[県]天然記念物

富士宮市

―

人穴富士講遺跡

[国]史跡富士山

富士宮市 平成 23 年

●

●

●

●二住

同（湧玉池）

(ア)
(イ)

保安林

大宮・村山口登拝道

山梨県

普通地域

[国]史跡富士山

国有林

[国]特別名勝富士山 静 岡 県 ・ 平成 18 年

第３種特別地域

山頂信仰遺跡

第２種特別地域

（策定年度）

第１種特別地域

保存管理
計画等の
関係市町
策定状況

特別保護地区

名称

文化財保護法等
文化財指定状況

都市計画法

●

●

●

●

●

●

●

市全域が景観法の景観計画区域に指定されている。
市全域が、開発等の行為に対し、禁止、許可、届出等の規制を行っている法令及び条例の
対象となっている。

史跡指定地を含む周辺地域（富士宮市分）の法的土地利用規制図を次頁に示す。
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図 2.13

法的土地利用規制図
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３−２ 交通アクセス
「史跡富士山」には、今後、日本国内はもとより世界各地から多くの人が訪れるようにな
ると予測される。ここでは、市外からの広域交通アクセス及び各文化財への交通アクセスの
現状を整理する。

（１）富士宮市へのアクセス
① 富士山静岡空港を利用する場合
富士山静岡空港から JR 富士宮駅へのアクセスは、鉄道、車を利用できる。
鉄道：富士山静岡空港〜バス約 30 分〜JR 島田駅〜約 60 分〜JR 富士駅、JR 身延線に乗り換え約
20 分〜JR 富士宮駅
計約 110 分
車 ：富士山静岡空港〜東名高速道路吉田 IC〜富士 IC〜西富士道路（有料）〜JR 富士宮駅
計約 110km 約 90 分

② 鉄道を利用する場合
鉄道による主要な経路は、県外から新幹線により JR 新富士駅にアクセスし、そこから
JR 富士駅まで移動し、JR 身延線にて JR 富士宮駅に来ることが考えられる。
東海道新幹線◇JR 東京駅 こだま約 70 分◇JR 新富士駅
◇JR 新大阪駅 ひかり約 50 分 ◇JR 名古屋駅こだま約 100 分◇JR 新富士駅
バスに乗り換え約 10 分◇JR 富士駅 JR 身延線に乗り換え約 20 分◇JR 富士宮駅

③ 車を利用する場合
車利用の場合には、各方面から直接各文化財へアクセスすることが考えられるが、ここ
ではバス等との比較のため、JR 富士宮駅を市内周遊の起点として想定する。
車による主要な経路は、県外から高速道路により最寄りの IC にアクセスし、そこから隣
接市町との主要な連絡道路である西富士道路や国道 139 号を経由して、JR 富士宮駅に来る
ことが考えられる。
現在、新たな国土幹線道路として新東名高速道路の建設が進んでいる。西富士道路へ新
東名高速道路が接続されると、交通利便性が高まることがが予想される。
◇東名高速道路
◇東名高速道路
◇中央自動車道
◇中央自動車道

東京
大阪
東京
松本

約 80 分◇富士 IC 西富士道路・国道 139 号経由約 12 分◇JR 富士宮駅
約 360 分◇富士 IC 西富士道路・国道 139 号経由約 12 分◇JR 富士宮駅
約 90 分◇河口湖 IC 国道 139 号経由 約 65 分◇JR 富士宮駅
約 75 分◇甲府南 IC 国道 358 号･139 号経由 約 60 分◇JR 富士宮駅

④ 高速バスを利用する場合
東京駅と羽田空港から、高速バスの定期便がある。
◇東京駅 約 150 分◇JR 富士宮駅
◇羽田空港 横浜駅・新富士駅経由 約 200 分◇JR 富士宮駅
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（２）各文化財へのアクセス
① 山頂信仰遺跡、大宮・村山口登拝道
JR 身延線富士宮駅から五合目までは、7 月〜10 月の間は路線バスが運行する。県道 180
号富士宮富士公園線（富士山スカイライン）を利用して約 35km の距離があり、バスでの所
要時間約 80 分である。7 月・8 月にはマイカー通行規制が行われている。
五合目からは、20 分程度歩いて六合目に至り、そこから大宮・村山口登拝道指定区間と
なり 4〜7 時間で山頂に到達する。
② 富士山本宮浅間大社
JR 富士宮駅から約 1km の距離があり、徒歩 15 分程の位置にある。JR 富士宮駅北側の県
道 76 号富士富士宮由比線(通称神田通り）を西方向に移動して、浅間大社へアクセスする。
③ 山宮浅間神社
現在、JR 富士宮駅から山宮浅間神社への路線バス運行路線は無いため、自家用車、タク
シー等でのアクセスに限られる。
JR 富士宮駅からは、富士山頂方面に向かう県道 180 号富士宮富士公園線で約 6.5km の距
離があり、所要時間は 15 分程である。また、国道 469 号（富士南麓道路）が、神社南側約
600ｍのところに接続している。
④ 村山浅間神社
現在、JR 富士宮駅から村山浅間神社への路線バス運行路線は無いため、自家用車、タク
シー等でのアクセスに限られる。
JR 富士宮駅からは、富士山頂方面に向かう県道 180 号富士宮富士公園線、国道 469 号を
通って約 8km の距離があり、所要時間は 20 分程である。
⑤ 人穴富士講遺跡
現在、JR 富士宮駅から人穴富士講遺跡への路線バス運行路線は無いため、自家用車、タ
クシー等でのアクセスに限られる。
幹線交通としては国道 139 号が西側を通っているが、人穴地区に直接接することはなく、
通過交通となっている。そのため、国道 139 号から人穴地区に接する県道 75 号清水富士宮
線により、南側は上井出地区から、北側は朝霧高原方面から進入する。
JR 富士宮駅からは、約 18km の距離があり、所要時間は 40 分程である。
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図 2.14

富士宮市観光資源位置図
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３−３ 関連文化財
「史跡富士山」を構成する文化財に関係する指定文化財が点在している。
① 山頂信仰遺跡、大宮・村山口登拝道
№
１

種
国

別

特別名勝

文化財名
富士山

所在地
二合目以上

所有者（管理者）
富士宮市他

指定日
昭27.11.22

② 富士山本宮浅間大社
№

種

別

文化財名

所在地

所有者（管理者）

１

国

特別天然記念物

湧玉池

宮町1-1

２

国

重文・建

富士山本宮浅間神社本殿

宮町1-1

〃

明40.5.27

３

国

〃

・絵

絹本著色富士曼荼羅図

宮町1-1

〃

昭52.6.11

４

国

〃

・工

太刀

銘景光

宮町1-1

〃

明45.2.8

５

国

〃

・〃

脇差

銘信国

宮町1-1

〃

〃

６

県

富士山本宮浅間大社社殿

宮町1-1

〃

昭29.1.30

７

県

絵

富士浅間曼荼羅図

宮町1-1

〃

昭56.10.23

８

県

工芸品

青磁蓮弁文大壺

宮町1-1

〃

昭52.3.18

９

県

〃

青磁浮牡丹文香炉

宮町1-1

〃

〃

10

県

〃

人形手青磁大茶碗

宮町1-1

〃

〃

11

県

〃

鉄板札紅糸威五枚胴具足

宮町1-1

〃

〃

12

市

〃

伝源義助作大薙刀

宮町1-1

〃

昭40.5.10

13

市

〃

隋身像

宮町1-1

〃

平5.5.25

14

市

書跡・典籍

後陽成天皇宸翰

宮町1-1

〃

昭40.5.10

15

市

天然記念物

大宮縄状溶岩

元城町32

〃
画

富士山本宮浅間大社

指定日

富士宮市

昭27.11.22

昭44.4.1

③ 山宮浅間神社
№
１

種
国

別

天然記念物

文化財名
万野風穴

所在地
山宮字長穴

所有者（管理者）
富士宮市

指定日
大11.3.8

④ 村山浅間神社
№

種

別

文化財名

天然記念物

２

県

〃

村山浅間神社のイチョウ

〃

〃

昭43.7.2

３

市

画

天象の図

〃

〃

昭55.1.11

４

市

〃

太郎坊権現の図

〃

〃

〃

５

市

〃

阿字曼陀羅

〃

〃

〃

６

市

〃

伝末代上人画像

〃

〃

〃

７

市

大日如来坐像（胎蔵界）

〃

〃

昭57.8.23

８

市

〃

大日如来坐像（金剛界）

〃

〃

〃

９

市

〃

大日如来坐像（胎蔵界）

〃

〃

〃

10

市

〃

役行者倚像

〃

〃

〃

11

市

〃

不動尊像

〃

〃

〃

12

市

〃

駿州富士郡二股村石経塚

刻

粟倉1050-1
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村山浅間神社

指定日

県

彫

村山1151

所有者（管理者）

１

絵

村山浅間神社の大スギ

所在地

小林

充

昭31.5.24

昭63.4.15
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３−４ 観光の状況
富士宮市には、富士山信仰の聖地である浅間大社をはじめとする歴史遺産や、富士山を源
とする豊富で良質な地下水や湧水、白糸の滝、朝霧高原といった貴重な自然環境が存在し、
本市の観光資源となっている。また、富士山の良好な自然景観を求めて、市北部などにおい
てゴルフ場、キャンプ場、観光牧場などのレジャー施設、教育・研修施設なども開発されて
いる。
平成 22 年度の富士宮市の観光入り込み客数は、約 553 万人であり、最近 10 年間は 500〜
600 万人で推移している。個別に見ると、朝霧高原周辺が 170〜230 万人程度、市全体の 30
〜40％、浅間大社周辺が 130〜150 万人程度、市全体の 20〜25％で推移し、大きな割合を占
めている。浅間大社周辺や登山客は、平成 19 年度頃から急速に増加したが、一定の落ち着き
を見せている。白糸の滝周辺は、年々減少傾向にある。
宿泊客数は、17〜21 万人にとどまり、本市の観光は通過型観光であるといえる。平成 19
年度までは若干の増加傾向であったが、景気低迷や気象等の影響から、平成 20、21、22 年度
と減少している。
表 2.4
対象地区
田貫湖周辺
朝霧高原周辺
白糸の滝周辺
富士養鰻場
浅間大社周辺

富士宮市の観光客入り込み状況
平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
319,471

327,292

315,646

288,836

289,487

301,780

317,181

293,244

287,732

301,900

284,163

2,304,944 2,229,920 2,203,785 1,680,114 1,807,810 1,657,882 1,859,309 1,811,927 2,013,840 1,964,905 1,843,705
711,900

645,199

622,150

508,292

502,966

480,247

520,880

519,279

517,437

484,248

443,841

41,889

42,841

38,995

31,980

32,517

34,595

33,819

32,999

29,613

29,547

28,243

1,290,000 1,320,000 1,330,000 1,150,000 1,140,000 1,030,000 1,324,396 1,532,142 1,517,059 1,381,385 1,341,505

入浴施設

111,581

113,225

111,411

136,007

131,926

126,479

128,381

188,824

180,585

189,176

243,116

富士山周辺

433,848

567,127

566,735

472,630

469,976

426,970

419,512

337,142

602,041

393,831

432,935

美術館等

57,724

45,953

52,584

58,091

98,996

90,052

43,956

43,299

ゴルフ場

180,371

170,775

179,096

181,235

186,687

181,349

200,982

204,214

207,257

196,820

294,851

芝川周辺

39,406

合計

5,451,728 5,462,332 5,420,402 4,507,185 4,660,365 4,329,354 4,848,416 4,963,070 5,355,564 4,941,812 4,951,765

宿泊客

185,525

183,279

187,441

190,868

181,786

174,874

やきそば店

290,000

294,000

507,000

471,000

502,000

524,000

0

イベント

368,091

355,151

355,279

357,000

287,644

242,800

322,650

75,190

65,006

64,934

118,377

136,574

74,745

84,779

登山客
総合計

175,933

70,230

214,502

76,140

206,741

81,520

197,720

46,600

168,523

5,697,891 5,752,974 5,708,663 4,751,505 5,579,171 5,226,790 5,963,070 6,100,315 6,463,568 5,958,231 5,527,717

※富士宮市統計より
平成 22 年度のやきそば店の入り込み客数は、未算入
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３−５ 富士山の歴史・文化に関する市の取組
富士宮市では、各団体と連携して富士山の歴史・文化に関する各種の取組を行っている。
① 世界文化遺産登録に向けての説明会・広報事業
（富士宮市教育委員会富士山文化課

平成 19 年度〜）

平成 19 年度から、毎年 1,000〜2,000 人への説明会と、市広報への掲載をはじめとする広
報事業（4〜10 万人）を実施している。
【説明会】
・市内中学校を対象とした「富士山学習」での説明
・高校生や大学生への説明
・地元地区への説明
・庁内連絡会への説明
・出前講座（高齢者学級）への説明
・公共施設見学会 富士山世界文化遺産コースを実施
・親子施設めぐり（世界遺産コース）

【広報】
・広報ふじのみやで概要掲載
・富士山世界文化遺産登録推進講演会の開催
・イベントでの広報（産業フェア、B1 ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ、
田貫湖フィッシング＆アートフェア、サイク
リングイベント、富士山の日イベント等）
・富士山登山者へのグッズ配布
・外国人への啓発
等

・青年会議所、商工会議所、ＪＡ等への説明

② 富士宮市歩く博物館事業（富士宮市教育委員会文化課

平成 6 年〜）

「歩く博物館」とは、富士宮市内に点在する文化財（歴史・民俗・自然など）を歩いて巡
り、見て、ふれ、感じてもらうもので、市内に、各地域の特色を活かした 18 コースを設定し
ている。
・ガイドブック、パンフレットの頒布
ガイドブック(Ａ４判、82 ページ)は、全 18 コースを地図･写真と詳しい解説で紹介しており、解
説員テキストとしても利用できる。富士山文化課で有償頒布(１冊 500 円)している。
パンフレット(Ａ４判、一枚刷り)は、各コースを地図･写真に簡単な解説を加えており、歩く時の
携帯に便利である。富士山文化課及び郷土資料館(市民文化会館内)で・各出張所・公民館で、各地
域にあるコースのパンフレットを無料頒布している。
・歩く博物館探索会の開催
富士山文化課では、年間３回の歩く博物館探索会を開催している。当日は、歩く博物館解説員が
案内する。

③ 『富士山文化遺産ガイドブック』の発行
（富士宮市教育委員会富士山文化課

平成 22 年 3 月

平成 24 年 3 月改定）

平成 22 年 3 月の芝川町との合併による新富士宮市誕生を記念して、市内に所在する文化財
を紹介するガイドブックである。
④ その他各種観光パンフレットやＨＰでの広報
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第３章 課題の整理
１ 「史跡富士山」の課題の整理
（１）本質的価値の保存と顕在化
個別の文化財に最も適切な保存と活用の方策を導き出すためには、文化財の本質的価値（歴
史的価値、学術上の価値）を明らかにするとともに、現状について的確に把握し、保護・保
存、公開と活用のあり方を検討することが必要である。
「史跡富士山」を構成する文化財は、地域の人々の手により守られ受け継がれてきたが、
歴史的・文化的視点において解明されていない部分も多いことが課題として挙げられる。
そのため、国、静岡・山梨両県、関係市町村、地域住民、関係機関等との緊密な協力のも
と、発掘調査や文献調査等調査研究を継続的に進め、その成果を整備に反映させる必要があ
る。
指定地外にも歴史的価値を有すると思われる箇所がある。これらの箇所は、調査研究の結
果、指定地内と一体の価値を有する遺構の存在が判明した場合は、追加指定を目指すととも
に、公有化も含め整備の対象地として位置付け、一体の保存と活用を図ることが重要である。
「史跡富士山」から富士山への眺望は、各文化財が立地した要因を地理的・文化的に理解
する上で非常に重要である。したがって、整備において富士山の眺望への配慮が必要である。
「史跡富士山」の本質的価値は、有形の諸要素のみならず、信仰儀礼、風俗、生活慣習、
生業等無形の諸要素にも及ぶ。しかし、時代とともにそれらが途絶えるなど衰退しているも
のがある。したがって、地域住民が中心となって、伝統行事などを保存・継承するための方
策を考えていくことが課題として挙げられる。
史跡指定地内に含まれる各種の施設等には、本質的価値と関連性が希薄なものが存在する
ため、今後史跡として望ましいものに改善していく必要がある。

（２）ネットワーク化・情報発信
『史跡富士山』を総体として保護・保存、活用するためには、市域さらには関連市町の個々
の文化財を有機的に結びつけるネットワーク化が必要不可欠である。しかし、現状では、各
文化財が地域や氏子等によって保存されており、
『史跡富士山』として各構成要素を関連付け
るという視点がない。
具体的には、各文化財を結び、史跡を理解できるモデルルートが設定されていない、史跡
を理解・関連付けるサインがない、
『史跡富士山』を知り、理解するための情報収集の場や方
法がないなど整備上の課題が挙げられる。
また、
『史跡富士山』を構成する文化財周辺も含め、富士山周辺には多くの貴重な文化財や
施設等が存在することから、これらと各文化財を結ぶ様々なネットワークの構築が必要であ
る。
推進体制においても、他県・他市との連携がなく、
『史跡富士山』を関連市町村全体の宝と
して共有するための住民の関わりが少ないなどの課題が挙げられる。
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『史跡富士山』全体のネットワーク化のためには、来訪者を受け入れるために必要な施設
の整備を推進することが重要である。
しかし、現状では、来訪者が安全で快適に見学するためのトイレ・駐車場・休憩施設・サ
イン等の不足や、老朽化等により現状のままでは利用できないなど、来訪者を受け入れるた
めの整備が十分ではない。また、見学ルートなどの動線はなく、個別の説明板等は設置され
ているが、来訪者に『史跡富士山』としての文化財的な価値を伝えられる施設がない。
そこで、今後増加すると予想される来訪者が文化財への理解を深め、快適に利用すること
ができるよう、遺構を確実に保存し、景観に配慮した上で、施設の整備を充実することが課
題として挙げられる。

２ 各文化財の課題の整理
「史跡富士山」は、構成要素が点在しているため、史跡全体を視野に入れつつ、その中に
おける各文化財の位置付け及びその整備･活用が果たす役割等に関して十分検討する必要が
ある。ここでは、史跡全体の課題の整理に沿って、各文化財の整備のための課題を整理する。

２−１ 山頂信仰遺跡
（１）本質的価値の保存と顕在化
山頂信仰遺跡では、明治初年の廃仏毀釈運動の影響で仏教的施設や仏像などが撤去され、
喪失したものも少なくなかった。その後も、姿を変えながらも山頂部に対する信仰自体は現
代に受け継がれているとして、富士山の顕著な普遍的価値を表す枢要な要素として位置付け
られている。これまで、山頂の自然環境の厳しさと、県境・各市町村境界が確定していない
ことなどから、山頂信仰遺跡の総合的学術調査が行われてこなかったことに鑑み、今後、さ
らなる価値付けのための総合的な調査実施が望まれる。

（２）付帯施設の整備
登山者の安全を確保するための山室、トイレ、案内板等の施設は整備されている。しかし、
『史跡富士山』を理解・関連付ける説明板やガイダンス施設はない。
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２−２ 大宮・村山口登拝道
（１）本質的価値の保存と顕在化
大宮・村山口登拝道の指定地は、現富士宮口登山道として利用されている六合目以上であ
る。しかし、六合目から山頂についての調査は不十分であるため、今後調査が必要である。
また、村山浅間神社から六合目までの未指定の範囲については、道跡や関連建物跡などが
残存している部分もあり、今後の調査対象とするべきである。特に、中宮八幡堂跡や御室大
日堂跡等の遺構については、発掘調査を行い、文化財としての価値判断をする必要がある。

（２）付帯施設の整備
登山者の安全を確保するための山室、トイレ、案内板等の施設は整備されている。しかし、
『史跡富士山』を理解・関連付ける説明板やガイダンス施設はない。

２−３ 富士山本宮浅間大社
（１）本質的価値の保存と顕在化
浅間大社は、古代から富士山西南麓地域の中心的神社であったと考えられている。平成18
年（2006）には浅間大社の御鎮座1200年祭が催され、それを契機として、社殿等の修復が行
われ、一定の整備が完了している。
しかし、寛文10年（1670）の「境内図写」には、社殿の周辺に現在残されていない信仰関
連の様々な建築物が描かれている。発掘調査でその一部と考えられる石畳や護摩堂跡と考え
られる遺構が確認されており、今後、調査の成果及び現況を踏まえ、それらの整備・公開を
検討する必要がある。
また、浅間大社周辺には、浅間大社に関連する神社、社人・社僧の屋敷や宿坊があったた
め、今後、広域的な調査が必要である。

（２）付帯施設の整備
指定地及び周辺には、来訪者のためのトイレ、駐車場、公園、休憩施設、観光案内所、売
店等が整備されており、市街地周遊の拠点として利用できるが、文化財の価値を情報提供で
きるような施設にはなっていない。
サイン整備については、駐車場へのサイン、JR身延線の駅や駐車場からの歩行者向けの誘
導サインは充足されていない。説明板についても、浅間大社を説明するものもあるが、
『史跡
富士山』を理解・関連付けるサインは設置されていない。
また、浅間大社は、富士山中からの出土品、その他宝物類など多彩な品々を所有している
が、それらを展示し、史跡としての価値を紹介する施設は設置されていない。
そのため、来訪者が文化財への理解を深め、快適に利用するための施設整備が必要である。
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２−４ 山宮浅間神社
（１）本質的価値の保存と顕在化
山宮浅間神社は、古くから富士山を拝む遥拝所が設けられ、祭祀が行われていた所だと考
えられている。遥拝所の中央には祭壇や祭祀参列者の座席と思われる石列が設けられ、周囲
には遥拝所を聖域として区別していると思われる石塁が築かれている。しかし、現在の状況
は、周辺に植林が進み、富士山の眺望が確保しづらくなっている。また、石塁については一
部崩れている部分がある。石塁は、指定地に入っていない部分も含めて未調査の部分が多く、
今後、調査を実施し、追加指定や整備を検討することが必要である。
現在の遥拝所は、見学者が容易に立ち入ることができる状況であることから、石列等の遺
構に影響を及ぼすことが懸念されるため、対策が必要である。
また、遥拝所下平坦面や参道は、土器（カワラケ）の散布地であり、神の宿った鉾を立て
たと伝えられる石などの神事に関係する遺構もあることから、調査が必要である。
その他にも神社南側には、御神幸道の跡や丁目の標石が一部残存することから、あわせて
調査が必要である。

（２）付帯施設の整備
トイレ、駐車場は規模が小さいため、今後の来訪者の増加により機能不足が生じると予想
される。誘導板は設置されておらず、説明板は『史跡富士山』を理解・関連付けるサインで
はない。ガイダンス施設、休憩所等も設置されていない。そのため、来訪者が文化財への理
解を深め、快適に利用するための施設整備が必要である。
また、山宮浅間神社の周辺は、廃屋があるなど景観を悪化させていることから、植栽等の
対策が必要である。

２−５ 村山浅間神社
（１）本質的価値の保存と顕在化
村山地域は、古くから富士修験の中心地として栄え、登山の起点としての役割を果たして
いた。しかし、明治維新以後、修験道の廃止や登山道の付け替えなどによって富士山信仰や
富士登山とのかかわりが薄らぎ、村山浅間神社境内の関連遺構や周辺環境も大きく変容した。
そのため、歴史的価値を明らかにするためには、必要な調査を実施し、歴史を象徴する建物
や遺構の復元や改修が求められている。
その中でも、興法寺の中心であり、指定地内で唯一残る江戸時代の建造物である大日堂は、
見学者が往時の様子を理解できる状況ではないため、修復する必要がある。
その他にも、護摩壇、水垢離場、龍頭池などの重要な遺構についても、解明されていない
部分が多いことから、調査を実施し、整備を検討する必要がある。
また、指定地外の神社周辺には、村山三坊（池西坊・辻之坊・大鏡坊）の跡や山伏の住居
跡、村山口登拝道の起点ともなった六道坂等の遺構もあることから、調査が必要である。
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（２）付帯施設の整備
老朽化したトイレ、既存駐車場が今後の来訪者の増加により機能不足が生じると予想され
る。誘導板は設置されているもののわかりづらい。説明板は『史跡富士山』を理解・関連付
けるサインではない。また、ガイダンス施設、休憩所等は設置されていない。そのため、来
訪者が文化財への理解を深め、快適に利用するための施設整備が必要である。

２−６ 人穴富士講遺跡
（１）本質的価値の保存と顕在化
人穴富士講遺跡は、江戸時代中頃から富士講信者が建立した碑塔群が存在する。これらの
一部には倒壊や損壊等が生じており、見学者の安全確保ができない状態でもある。平成23年
度、静岡県東部地震の災害復旧工事が行われた。今後、安全性の確保を前提とした整備をし
公開を行うことが必要である。
また、洞穴は、洞穴内を廻る木道が朽ちている部分もあり、照明設備もないことから、安
全確保ができていない状況である。また、洞穴上部には、発掘調査により光侎寺（大日堂）
と推定される建物跡が検出されており、そこに到る参道跡が34ｍ残っていることから、今後
も関係する遺構の調査を実施し、整備を検討する必要がある。
なお、洞穴上部に、民間所有の土地が含まれており、公有化の検討も必要である。

（２）付帯施設の整備
駐車場は、来訪者専用の公的な駐車場は設けられていない。トイレは簡易トイレのみであ
るため、来訪者が快適に利用できる状況ではない。誘導板は設置されておらず、説明板は『史
跡富士山』を理解・関連付けるサインではない。また、ガイダンス施設、休憩所等も設置さ
れていない。そのため、来訪者が文化財への理解を深め、快適に利用するための施設整備が
必要である。
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第４章 基本方針
１ 基本理念
富士山は、荘厳な円錐形を成す独立成層火山であり、世界に誇れる日本の最高峰である。
その優れた自然的価値を基盤として、多様な信仰、芸術、景観を育んできた。
『史跡富士山』は、富士山を源に発祥した富士山信仰にかかる関連施設及び関連遺跡等で
構成され、歴史的・文化的に高い価値を持っている。また、これらは、山頂部から麓の市街
地まで、広域的に多様な環境のもとに存在しており、過去から現在への歴史的な流れの中で、
富士山周辺で生活・生業を営む人々と密接なつながりをもってきた。こうしたつながりは、
地域の「暮らし」に息づいており、未来に向けても、大切に保存・活用していくことが重要
である。
このように、『史跡富士山』は、世界に誇ることのできる国民共有の財産であるとともに、
地域にとってもかけがえのない宝といえる。
こうした認識のもと、富士宮市「史跡富士山」整備基本計画の基本理念を以下の通り定め、
行政と市民の協働のもと、
「史跡富士山」の本質的価値を継承していくものとする。

【 基 本 理 念 】
我が国の象徴である富士山が生む歴史的・文化的景観の中で、
地域に息づく「史跡富士山」の保存と活用を通じて、
“富士山が育んだ地域の歴史的流れと文化的価値を感じる”
空間を創出・継承します。
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２ 整備・活用に関する基本方針
「史跡富士山」を将来にわたって継承するためには、適切な保存と活用が必要である。適
切な保存によりはじめて多彩な活用が可能となり、また、活用は保存をより確実に行う上で
重要な役割を果たす。保存と活用の技術的側面からの各種の措置が整備である。また、整備
においては保存と活用とのバランスが肝要である。
そこで、
「史跡富士山」の保存管理は、史跡「富士山」保存管理計画に基づいて確実に実施
する。併せて、富士山のもつ多様な価値を活かし、富士山の自然や歴史、郷土に対する市民・
来訪者の意識を高め、積極的な活用を図る。
整備に当たっては、史跡を適切な状態で恒久的に保存し、周辺域も含めた歴史的環境の保
全に留意し、本質的価値や密接に関連する要素を損ねることなく、遺構の整備や周辺環境の
整備を段階的に実施していく。
整備・活用に関する基本方針を以下に示す。
① 本質的価値の保存と次世代への伝達
「史跡富士山」は、国民共有の財産として、その価値が減ずることなく、末永く享受で
きるよう、事前に適切な調査研究を実施し、その成果を十分踏まえた適切な整備を行う。
⇒

第５章２ 文化財整備計画

② 歴史・文化が体感・体験できる空間形成
史跡のネットワーク化のためのルート及び施設整備を行い、空間スケールに応じた魅力
ある歴史的・文化的景観の形成を図る。学習・情報発信施設を整備し、多様な来訪者が楽
しみながら「史跡富士山」の歴史・文化を体感し、体験して学ぶことができるようにする。
⇒

第５章３ 施設整備計画

③ 様々な主体との合意形成
富士宮市は、市民協働を基本として、地域住民、市民団体、事業者、関係諸機関等との
合意形成を図る。地域は、
「史跡富士山」の本質的価値を共有し、一体となって将来に伝え
ていくとともにその価値を発信する。
⇒

第６章 整備の実行と管理・運営

④ 各文化財の整備の基本方針の設定
各文化財の基本方針の設定においては、
「史跡富士山」を構成する文化財は多岐にわたるため、

文化財ごとの特徴や富士山への眺望等の周辺環境、相対的な位置付けを考慮する。
⇒

第４章３ 各文化財の整備基本方針
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３ 各文化財の整備基本方針
整備・活用に関する基本方針①「本質的価値の保存と次世代への伝達」のため、基本方針④に
示したように、文化財ごとの特色を踏まえた整備基本方針を以下に示す。

３−１ 山頂信仰遺跡
山頂信仰遺跡は、自然環境の厳しさと、様々な課題により十分な調査が行われていない。
このようなことから、静岡・山梨両県及び関係市町と調整をはかり、山頂信仰遺跡の調査及
び整備の指針を示す。

３−２ 大宮・村山口登拝道
大宮・村山口登拝道の指定範囲である六合目から山頂の部分については、文献調査や現地
調査を行い、登拝道の歴史を明らかにしていく。
また、村山浅間神社から六合目までの未指定の範囲は、中宮八幡堂跡・御室大日堂跡等の
建物跡や道跡の遺構について、今後の発掘調査を含めた総合調査を実施することができるよ
う調整を図り、将来的には追加指定を目指す。

３−３ 富士山本宮浅間大社
過去の浅間大社境内の様子を伝える寛文10年（1670）絵図写には、社殿の周辺に現在残さ
れていない信仰関連の様々な建築物が描かれている。発掘調査では、護摩堂跡と推定される
建物跡及び石畳の道跡遺構が確認されており、これらの遺構の性格を明らかにするため、全
面的な発掘調査等を実施する。併せて、調査後の保存･公開方法を検討し整備する。
また、絵図に描かれている建物跡等の未調査部分については、確認調査を実施し、今後の
保存整備につなげるようにする。将来的には、浅間大社に関連する神社や、かつての宿坊や
社人・社僧屋敷跡を含めた信仰遺跡について調査を実施し、広域的整備を図っていくことと
する。

３−４ 山宮浅間神社
遥拝所の整備は、遥拝所を聖域として区別していると思われる石塁の範囲を確定させるた
めの調査を行う。指定地に含まれない部分については、調査を実施し、追加指定を目指す。
また、一部崩れている部分があることから、修復を行う。
また、遥拝所は、石塁の内部への立ち入りを規制し、その外から見学者が富士山を望むこ
とができるよう整備を行う。
その他にも、境内地（遥拝所下平坦面や参道等）には、祭儀に関する施設や儀礼が行われ
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た場所のある可能性があることから、調査を実施し、その性格を明らかにする。その結果に
より、必要な場合は保存･公開方法を検討して整備する。
周辺環境については、富士山の眺望や境内の歴史的な景観に配慮し、土地所有者の協力の
もとに、森林の管理や建築物の規制誘導等、指定地と一体的な景観保全の方策を実施する。
また、山宮浅間神社と浅間大社の間には、両者をつなぐ御神幸道があり、神社境内には神
の宿った鉾を立てたと伝えられる石や神事に参列した大宮司をはじめ神職等が籠ったとされ
る籠屋があることから、調査を実施する。

３−５ 村山浅間神社
村山浅間神社において、大日堂は、江戸時代の建造物として現存する唯一のものであるが、
現在は建立当時の様相とは変化していることから、調査を実施し修理を行う。また、建物内
にある木造大日如来坐像や役行者倚像等を見学できるよう整備をする。
境内地内においては、富士修験の歴史を証明する重要な遺構である水垢離場、護摩壇、龍
頭池、大棟梁権現社があったとされる護摩壇裏手の上段については、発掘調査を実施し、整
備をする。
他にも指定地内には、浅間神社や灯籠、宝筺印塔等の石造物や碑伝木があり、それらにつ
いても、調査、整備をする。
将来的には、指定地外の神社周辺にある村山三坊（池西坊・辻之坊・大鏡坊）の跡や、六
道坂の遺構等を含めた集落全体の様相を知るための調査を行い、神社を中心とした広域的整
備を実施し、村山浅間神社の歴史を顕在化する。

３−６ 人穴富士講遺跡
洞穴内部の保存整備については、洞穴自体の安全性を踏まえた上で、来訪者が内部を見学
できるよう安全確保を考えた整備を実施する。洞穴上部には、個人所有の土地が含まれるの
で、将来の保存のため公有化をする。
碑塔群については、地震などの要因により崩れ破損しているものや、長い年月による風化
など、痛みが激しいことから、解明されていない部分を含め調査を行い、保存のための措置
を実施する。また、公開するために順路を設定し、安全確保の措置を講じるとともに、解説
板等を設置する。
その他にも洞穴直上の平場で検出されている光侎寺（大日堂）と推定される建物跡及びそ
の建物跡へ向かう参道跡があることから、保存･公開方法を検討し整備する。
また、指定地外の周辺には、人穴の管理を行っていたとされる赤池家の跡等の深い係わり
のある所があることから、将来的に調査し広域的整備をする。
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第５章 整備基本計画
１ 段階的な整備の考え方
各文化財の整備にあたり、具体的な実施方法や調査の進捗状況を踏まえることはもとより、
市の財政状況や作業量、整備効果を鑑み、段階的な整備を行うことが必要である。そこで、
様々な状況を整理し、短期、長期の段階的な整備を行うものとする。

１−１ 短期整備
【概ね平成 24 年度〜平成 29 年度】
史跡指定地内を対象とすることを基本とする。各遺跡のうち、
「保存に課題を抱え早急に保
存のための整備が必要な遺構」及び「文化財の価値を象徴する遺構で、顕在化が必要な遺構」
については､必要な調査を実施した上で､最優先して取り組む｡また、必要なサイン、便益施設
等についても短期整備として行う。
今後、整備を進める上で必要となる調査、研究については、短期整備の中で行う。

１−２ 長期整備
【概ね平成 30 年度〜平成 36 年度】
短期整備において、完了しない整備については継続して行う。
調査、研究を進める中で、建物等遺構の整備、追加指定の作業が生じた場合は長期整備と
して行う。また、来訪者の動向により、便益施設及び案内施設等の整備の必要性が生じた場
合については、長期整備として行う。
史跡指定地の周辺遺跡は、基本的に長期整備の対象とする。

２ 文化財整備計画
第４章３の各文化財の整備基本方針に基づき、本質的価値を構成する要素を保存・活用す
るための調査及び整備内容を示した、整備基本計画一覧表を次頁以降に示す。
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２−１ 山頂信仰遺跡
項目

1

山頂信仰遺
跡

要素

本質的価値
を構成する
要素（歴史
的要素）

解説

調査・整備内容

指定範囲は、八合目以上の富士山本
宮浅間大社社有地である。
現在、富士山本宮浅間大社奥宮・久
須志神社や金明水・銀明水等の宗教施
設があり、噴火口を大内院、平地を東
安河原・西安河原（もと賽の河原）と
呼ぶなど宗教的な名称が残っている。
また、剣ヶ峰や白山岳、久須志岳等の
ピークは「八葉」や「八峰」と総称さ
れ、かつて山頂部は仏教の曼荼羅世界
に擬えて考えられていた。

【調査】
〇浅間大社や村山浅間神社等の山頂信
仰に関連する文献資料の富士宮市域調
査を行い、その上で、両県及び関係市
町村による発掘調査及び文献調査等の
総合学術調査の実施を提案する。

解説

調査・整備内容

指定地は、現在も富士宮口登山道と
して利用されている六合目以上の県道
道路敷である。
沿道には、山室７軒が営業してい
る。旧五合目室（御中道室）や七合目
県営室など、廃業した山室跡が４箇所
残っている。また、万延元年(1860)の
御縁年に、市内大泉寺によって造立さ
れた題目塔や、岩淵鳥居講によって、
12年に一度の申年に奉納される鳥居な
どがある。

【調査】
〇山室の歴史や小屋跡・石造物などに
ついて、現地調査・文献調査・聞き取
り調査を実施する。また、指定区域の
測量を行う。
【整備】
〇調査結果に基づき、登拝道や山室な
どの歴史について解説した説明板を設
置する等の公開方法を検討する。

村山浅間神社から六合目までの未指
定の範囲については、道跡や関連建物
跡などが残存している部分がある。
標高1,250ｍ付近の中宮八幡堂跡、
及び標高2,000ｍ以上では御室大日堂
跡を含め６箇所の建物跡が確認されて
いる。

【調査】
〇道跡及び中宮八幡堂跡・御室大日堂
跡など建物跡７箇所の遺構について、
発掘調査（道跡・建物跡）するととも
に、登山記録や文献調査等の総合学術
調査を実施する。
【整備】
〇調査結果に基づき、道路や建物跡の
保存整備を実施するとともに、その公
開方法を検討する。

２−２ 大宮・村山口登拝道
項目

1

2

登拝道指定
地（六合目
〜山頂、現
富士宮口登
山道）

登拝道未指
定地（六合
目以下、大
宮･村山口登
拝道跡）

要素

本質的価値
を構成する
要素（歴史
的要素）

指定地以外
の周辺環境
を構成する
要素(歴史的
要素)
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２−３ 富士山本宮浅間大社
項目

1

2

3

4

5

推定護摩堂
跡・石畳跡

林地内建物
跡

要素

本質的価値
を構成する
要素（歴史
的要素）

本質的価値
を構成する
要素（歴史
的要素）

解説

調査・整備内容

平成20年の発掘調査で、寛文年間
の古絵図に描かれた護摩堂跡と考え
られる建物跡が検出された。溶岩礫
の石垣で正方形に囲まれた敷地内に
建物跡の礎石が確認された。規模は
桁行３間・梁行４間で、南側が入り
口となっていたと考えられる。
石畳跡は、古絵図に記載のある社
殿裏から北東方向に向かう道の跡と
考えられる。

【調査】
〇推定護摩堂跡及び石畳遺構の性格を
明らかにするため、発掘調査を行うと
ともに、浅間大社関連文書を精査し、
建物の構造・変遷等を明らかにする。
【整備】
〇調査結果を基づき、推定護摩堂跡及
び石畳遺構の保存整備を実施する。推
定護摩堂については、展示を行うため
の保存措置を検討する。

平成20年の発掘調査で、調査対象
地全域でトレンチ発掘が実施され、
上記の推定護摩堂跡・石畳跡の他に
石列や集石遺構が検出された。併せ
て大量の土師器・陶磁器が出土し
た。

【調査】
〇平成20年調査の未調査部分に、発掘
調査を行うとともに、浅間大社関連文
書を精査し、建物の構造・変遷等を明
らかにする。
【整備】
〇発掘調査によって検出された遺構の
保存整備を、文献調査等によって具体
化された遺構について、その公開方法
を検討する。

寛文10年絵
図写に描か
れた建物跡

本質的価値
を構成する
要素（歴史
的要素）

寛文年間の古絵図には、現在見ら
れないような建物が描かれており、
当時の様相を知ることができる。

【調査】
〇浅間大社関連文書を精査し、絵図成
立の背景や、絵図に描かれた建物や工
作物の構造・変遷等を明らかにすると
とももに、文献調査の成果を踏まえ
て、発掘調査を行う。
【整備】
〇発掘調査で発見された遺構について
は、保存整備を行う。発見された遺構
の調査成果に基づきながら、絵図に描
かれた当時の情景を描いた復元図を作
成するなど、その活用方法を検討す
る。

周辺関連神
社

浅間大社周辺には、浅間神社祭神
の第一御子神を祀る若之宮浅間神社
指定地以外
や、同第二御子神を祀る二之宮浅間
の周辺環境
神社、がある。さらに、大社遷座に
を構成する
よって移転したと伝承される富知神
要素(歴史的
社や、富士山の噴火を鎮める火之御
要素)
子神を祀る悪王子神社等々、浅間信
仰に関連する神社が多くある。

【調査】
〇周辺の富士山信仰関連要素の文献調
査、聞き取り調査を行う。
【整備】
〇各神社を巡って歩くことのできるよ
うな散策コースを設定する。

江戸時代には、神社周辺に大宮司
家・公文家・案主家などの社人屋
敷、別当家を始めとする社僧屋敷、
登山者の宿泊した宿坊などがあり、
浅間神社領であった神田川以西に
は、関連する人々の居住地が拡がっ
ていた。

【調査】
〇浅間大社や旧社人・社僧の文献調査
及び聞き取り調査を行い、神社周辺の
様相や変遷について明らかにするとと
もに、社僧屋敷や宿坊の発掘調査を実
施する。
【整備】
〇調査成果に基づき、かつての神社周
辺の復元図を作成するなど、その活用
方法を検討する。
〇富士山信仰の歴史を体感できるよ
う、関連文化財を巡る散策ルートを整
備する。

神社周辺

指定地以外
の周辺環境
を構成する
要素(歴史的
要素)
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２−４ 山宮浅間神社
項目

遥拝所

石塁

遥拝所の周辺約45ｍ四方が石塁によ
本質的価値
り方形に区切られている。青沢溶岩流
を構成する
の溶岩塊上に溶岩礫を積み上げて構築
要素（歴史
されいる。石塁下から祭祀に用いられ
的要素）
たと思われる土師器が出土している。

参道

3

4

説明

富士山を直接遥拝し、祭儀を行うこ
とを目的として築造されたと推定され
る施設。南北約15ｍ、東西約8ｍの長方
形で、30〜40㎝程の溶岩を用いた石列
本質的価値
によって組まれている。富士山を拝む
を構成する
方向に祭壇が位置し、祭壇に向かって
要素（歴史
左側に祭儀を行う際の大宮司席、公
的要素）
文・案主席、献饌所が、向かって右側
に別当・社僧席が設けられている。
遥拝所の周囲にはコンクリート製の
玉垣が設置されている。

1

2

要素

石鳥居から籠屋まで続く参道は、コ
本質的価値
ンクリートで舗装され、籠屋から遥拝
を構成する
所へ続く参道は砂利道となっている。
要素（歴史
遥拝所へ登る参道は石段となってい
的要素）
る。

遥拝所に向かう参道脇の平坦面から
本質的価値
遥拝所下平
を構成する は、カワラケが大量に採取できること
坦面（参道
要素（歴史 から、祭儀に関する施設の存在や、儀
含）
礼が行われた場所である可能性があ
的要素）
る。

調査・整備内容
【調査】
〇遥拝所中央部石列及び周辺部石塁を
含めた本発掘調査を行い、全体像を把
握する。
【整備】
〇石塁・石列は崩壊している部分もあ
り、発掘調査の成果に基づき構築時の
状態に復元し、保存措置を行う。
〇石列周辺の玉垣は撤去し、石列周辺
は立入禁止とする。
〇石塁外面は未指定であるため、範囲
を確定し追加指定・公有化を目指す。
〇石塁内側に植林された樹木は伐採す
る。さらに、表土を取り除いて溶岩を
露出させ、富士火山を最も身近に遥拝
する雰囲気を醸し出すような公開方法
を検討する。
〇遥拝所から常に富士山方向が眺望で
きるよう、樹木を伐採し管理できるよ
う地権者に協力を求めていく。
【調査】
〇遥拝所へ登る石段の実測。
〇籠屋から遥拝所へ至る参道は古写真
と景観が異なっていることから、かつ
ての状況を把握するために発掘調査を
実施する。
〇境内地全域で、遺跡の性格を把握す
るために発掘調査を実施する。
〇「鉾立石」の現況を調査し、古写真
と照合しながら本来の様相を解明す
る。
【整備】
○石段は、以前あった石段が分かるよ
う保存整備と公開方法を検討する。
〇石段の危険部分の修復を行い、現況
の手すりは景観に調和したものに取り
替える。
〇籠屋から遥拝所へ至る参道は、発掘
調査の成果に基づき整備する。
〇遙拝所下平坦面は、発掘調査の成果
に基づき、今後の整備方法について検
討する。
〇「鉾立石」は、調査結果にしたがい
保存整備を行う。

籠屋(社務所)をくぐり遥拝所へ続く
参道に、「山宮御神幸」で神の宿った
鉾を休めるための「鉾立石」が置かれ
ている。石は火山弾であり、籠屋をく
ぐってすぐの位置に１つ、石段の手前
に１つの計２つが置かれている。

鉾立石

本質的価値
を構成する
要素（歴史
的要素）

籠屋(社務
所)

山宮浅間神社で祭儀を執り行った大
本質的価値 宮司以下の神職や社僧が一夜参籠した
を構成する 所。
現在の籠屋(社務所)は昭和８年に建
要素以外の
要素(社会 てられたもので、それ以前の籠屋の実
態は不明である。祭儀の際に仮屋が建
的要素)
てられた可能性もある。

浅間神社の神様が春と秋の大祭の前
日に浅間大社(本宮)と山宮浅間神社(山
指定地以外 宮）の間を往き来した御神幸道があ
の周辺環境 る。沿道には一丁目ごとに標石（丁目
御神幸道と
を構成する 石）が建てられていたと考えられる
標石
要素(歴史 が、当時の位置に建てられていると推
測されるものは、４基確認できるだけ
的要素)
である。
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【文献・民俗調査】
〇文献資料から、山宮で行われた祭儀
について調べ、周辺で行われている同
様の民俗事例の調査を行い、かつての
籠屋の様相を解明する。
【整備】
〇調査結果に基づき、説明板を設置す
る。

【調査】
〇文献資料や周辺の民俗事例から、山
宮御神幸の歴史について調査する。
〇山宮御神幸の遺跡である御神幸道及
び標石の調査を実施する。
【整備】
〇調査結果に基づき、浅間大社と山宮
浅間神社を結ぶ御神幸道を中心とした
広域的な整備について検討する。
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２−５ 村山浅間神社
項目

1

大日堂

水垢離場跡

2

3

4

護摩壇跡

要素

解説

調査・整備内容

本質的価値
を構成する
要素（歴史
的要素）

明治初年まで存在した興法寺の中心
的な建造物で、部材の状況や絵洋彫刻
の特徴などから江戸末期の建造と考え
られ、江戸時代の建造物としては現存
する唯一のものである。建物内には、
木造大日如来坐像や役行者像が祀ら
れ、柱には富士峰修行の打札が残り、
かつての修験信仰の面影を強く伝えて
いる。

【調査】
〇解体して、建造年代・構造等を解明
する。
〇下部構造調査のための発掘調査を行
う。
【整備】
〇調査結果に基づき、建造当時の様子
に修復し公開する。
〇防犯・防火施設を設置する。
〇大日堂及び内部に安置されている仏
像の説明板を設置する。

本質的価値
を構成する
要素（歴史
的要素）

峰入り修行や富士登拝の道者が垢離
をとって身を浄めた所である。
水垢離場は、境内の中段にあり、間
口約6.5ｍ・奥行き約4ｍの長方形で、
深さ約0.6ｍに掘り込み、底に石を敷
きつめ、周囲は石積みとなっている。
水源は、古絵図や発掘調査の成果か
ら、「龍頭池」の水を引いていたと推
定される。

【調査】
〇引水路や石組の調査を行い、築造時
期・使用方法等について解明する。
〇古文書や参詣記録等を調査する。
【整備】
〇発掘調査の成果に基づき、水垢離場
及び引水路の公開方法を検討し、保存
整備する。
〇絵や写真などを使った説明板を設置
する。

本質的価値
を構成する
要素（歴史
的要素）

大日堂東側にあり、正面奥に不動明
王石像が祀られている。
一辺5.3ｍの四囲の石組の中に、丸
い石組の護摩壇がある。護摩壇の前に
は、「于時安政四年九月」の年号と造
立者銘が刻まれた石があり、安政四年
（1857）に龍宝院などの村山下修験に
よって造立されたと推定される。
古絵図から、かつて大棟梁権現社の
拝殿にあたる部分と推定される。

境内地東側に「龍頭池」と呼ばれる
湧水池があり、かつてはこの水が水垢
離場に引水されていたと考えられる。
絹本著色富士曼荼羅図には、村山と
推定される建物群の右側に、垢離をと
る登山者の様子が描かれており、古く
から利用されていたものと推測され
る。

【調査】
〇発掘調査を行い、築造時期・構造を
解明する。
【整備】
〇大棟梁権現社拝殿跡である可能性も
あり、上段の大棟梁権現社跡と連携し
た保存整備を行う。
〇現在、祭事等に使用されているた
め、利用を想定した整備を検討する。
〇説明板の設置

【調査】
〇池の規模や構造についてトレンチ調
査を実施し明らかにする。
〇文献調査を実施する。
【整備】
〇説明板の設置をする。
〇周辺環境の整備を行う。
〇水垢離場への引水路跡が確認された
場合には、引水路の公開方法を検討す
る。

龍頭池跡

本質的価値
を構成する
要素（歴史
的要素）

大棟梁権現
社跡

護摩壇裏手の上段に、末代上人を祀
る大棟梁権現社があった。発掘調査の
結果、検出された礎石跡から東西１
本質的価値 間・南北２間の建物があったと推定さ
を構成する れた。元禄10年(1697)徳川綱吉によっ
要素(歴史的 て再建された後、宝永の地震で倒壊し
要素)
たという。
明治初年に、境内地高台に遷し、地
域に氏神(現在の高根惣鎮守）として
祀られた。

【調査】
〇文献調査を実施し、発掘調査で発見
された建物跡の解明を行う。
【整備】
〇発掘調査によって検出された遺構は
覆土によって保存し、直上に実物大の
複製を作成して展示するなど公開方法
を検討する。
○保存箇所に説明板を設置する。

山林内建物
跡

平成14・15年度の発掘調査で、境内
地林地内から平安時代（10世紀前半）
本質的価値 の遺構（竪穴１、溝１)が検出され
を構成する た。信仰との関連は判断できない。
要素(歴史的
また、現社殿北東側の林地内でも造
要素)
成された跡が検出され、中世の遺物が
出土している。元禄年間の造営以前の
様相を知ることのできる遺構である。

【調査】
〇文献調査を実施し、発掘調査で発見
された建物跡の解明を行う。
【整備】
〇発掘調査によって検出された遺構は
覆土によって保存し、直上に実物大の
複製を作成して展示するなど公開方法
を検討する。
○保存箇所に説明板を設置する。
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第 5 章 整備基本計画
（村山浅間神社 続き）
項目

5

6

7

8

9

10

要素

解説

調査・整備内容

本質的価値
を構成する
要素（歴史
的要素）

境内には石垣が２段あり、浅間神社
と大日堂入り口には、それぞれ石段が
造られている。
道路に面した下段の大日堂入り口の
石垣には天保13年（1842）の、浅間神
社入り口の石垣には大正3年（1914）
の刻銘がある。
上段の石垣は、浅間神社から西側の
部分は新しく築造されたもので、浅間
神社から東側は古い石垣が残されてい
る。

【調査】
〇現況写真の撮影及び調査を実施す
る。文献調査等で石段・石垣の変遷を
明らかにする。
【整備】
〇保存整備を行う。

本質的価値
を構成する
要素（歴史
的要素）

村山浅間神社境内には、２基の登拝
記念碑を始めとして、坊や信者によっ
て奉納された灯籠や宝筺印塔など、30
基の石造物ある。
刻まれている銘から、造立当時の興
法寺関係者や信者の様子を知ることが
できる。

【調査】
〇刻銘のある造立組織及び造立者につ
いて調査する。
〇宝筺印塔については埋経の可能性が
あるので、下部の発掘調査を行う。
【整備】
〇宝筺印塔は、発掘調査の成果に基づ
き修復・整備する。
〇重要なものには説明板を設置する。

碑伝木

本質的価値
を構成する
要素（歴史
的要素）

この碑伝木は、天保12年(1841)９月
20日に京都の聖護院宮雄仁親王(ゆう
にんしんのう)が村山に参詣(峰入)し
た時に立てられたものである。雄仁親
王の他に、同行した修験者の名前が刻
まれており、聖護院と興法寺との関連
が見て分かる貴重な資料である。
以前は屋外に立てられていたが、風
雨にさらされ痛んできたため、大日堂
内梁の上に保管されている。
高770㎝×幅60㎝×厚22㎝

【調査】
〇建てられていた場所の特定。
〇歴代聖護院宮村山参詣記録の整理。
【整備】
〇実物大のレプリカを作成し、境内地
内の元あった場所に展示する。
〇実物資料は、展示施設等に展示す
る。

浅間神社社
殿

本質的価値
を構成する
要素(歴史的
要素)

浅間神社は、神仏分離によって境内
社富士浅間七社を相殿として造られ
た。現在の社殿は大正2年に新築され
たものだが、幣殿と拝殿は老朽化した
ため、その後鉄筋コンクリート一部木
造に建て替えられている。

【調査】
〇神仏分離前の様相について、古文書
資料を精査し解明する。
【整備】
〇かつての様相について説明板を設置
して紹介する。

修験集落

浅間神社周辺には、村山三坊（池西
指定地以外 坊・辻之坊・大鏡坊）をはじめとし、
の周辺環境 三坊に属していた下修験が居住し、集
を構成する 落全体が信仰集落を形成していた。
要素(歴史的
古文書資料からは、天文年間以前に
要素)
は18戸、元禄年間には45戸あったとさ
れる。

【調査】
〇文献調査から、集落の変遷の様子を
解明する。必要に応じて発掘調査を実
施する。
【整備】
〇時代ごとの集落全体の様子を再現し
たイメージ図を作成する。
〇ガイダンス施設の設置や、各ポイン
トを巡る散策路の整備方法について検
討する。

大日堂内には、文明10年(1478)銘の
ある木造大日如来坐像(金剛界)や、慶
長13年(1608)銘のある木造役行者倚
像、応永24年(1417)銘のある銅造不動
明王立像などの仏像類が安置されてお
り、村山の歴史と信仰を偲ぶことがで
きる。
なお、正嘉３年(1259)銘のある木造
大日如来坐像(胎蔵界)は、市教育委員
会で保管している。

【調査】
〇調査済
【整備】
○仏像の保存修理を行う。
〇大日堂の修復に併せて、仏像類を拝
観できるようにする。
〇郷土資料館に展示中の正嘉３年木造
大日如来坐像(胎蔵界)を併せて展示す
る。

石段・石垣

石造物

仏像

−
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２−６ 人穴富士講遺跡
項目

1

2

要素

解説

調査・整備内容

碑塔群

人穴浅間神社の境内地には、富士講
信者が建立した200基以上の碑塔があ
る。18世紀中頃から、江戸を中心に富
士講が隆盛すると、人穴は霊地(西の浄
本質的価値
土)として信仰されるようになり、18世
を構成する
紀末以降、現在の東京都・埼玉県・千
要素（歴史
葉県を中心とした関東地方の富士講信
的要素）
者によって墓碑や供養碑が建立され
た。講(枝講)ごとにまとまって建立さ
れており、刻銘から、各講の歴史や構
成地域を知ることができる。

【調査】
〇碑塔修復に併せて、埋納物・工法・
材質等について調査する。
【整備】
〇碑塔修復。倒壊の危険があるものに
ついては、基壇から組み直し保存対策
を実施し、見学者の安全確保を図る。
〇亀裂・剥離が生じているものについ
ては、石材表層の強化・撥水処理を行
い、劣化及び風化の抑制を図る。
〇見学者用のコースを設定し、碑塔の
説明板を設置する。

洞穴内

洞窟は、『吾妻鏡』の仁田忠常探検
談や、その説話を基に成立したとされ
る「富士の人穴草子」の舞台となった
所で、中世における富士山信仰の一端
を知ることができる。
本質的価値
また、永禄年間に、富士講の開祖と
を構成する
される長谷川角行が穴に籠もって修行
要素（歴史
をし、その教えを受け継いだ行者も修
的要素）
行を続けたという。18世紀末以降は、
富士講の隆盛にともない、富士講の霊
地・行場となった。
現在も、富士登山の後に人穴を訪れ
る富士講信者が見られる。

【調査】
〇「富士の人穴草子」等の文献資料研
究。
〇富士講以前の人穴信仰の調査。
【整備】
〇洞内を巡るための歩道整備
木道整備
安全確保のための照明設置
〇洞内へ入るにあたり管理棟の設置な
どの管理方法について検討する。

大小２つの建物跡が、人穴洞穴直上
の平場で検出されている。西側に規模
の大きな１棟と、その東側にやや小規
模の１棟があり、大規模なものの方が
本質的価値
建物跡（推
古い遺構とみられる。
を構成する
定大日堂
角行は光侎寺を建て修行の拠点とし
要素（歴史
跡）
たとされるが、その場所は特定できな
的要素）
い。文化年間に空胎上人によって光侎
寺大日堂が再建されたが、この建物跡
が再建された大日堂に関係するもので
はないかと推定される。

【調査】
〇建物跡に関する文献調査をするとと
もに、本発掘調査を実施する。
【整備】
〇建物入り口の石段や西側の石垣を修
復し、建物跡であることが分かるよう
直上に実物大の複製を作成し展示する
などの管理方法について検討する。

3

建物跡へ向かう参道跡が、井戸跡の
所在する平地から建物跡南側の平場ま
本質的価値
で約34ｍ続いている。現在の参道が造
参道跡・井 を構成する
られるまで、使われていた可能性があ
戸跡
要素（歴史
る。井戸跡は溶岩角礫や土砂によって
的要素）
埋没している。使用時期は不明であ
る。

4

人穴周辺

人穴南方約400ｍの所に、角行の世話
をしたとされる御法家赤池家の跡があ
る。赤池家は江戸時代には人穴村の名
主を務め、人穴参詣者(富士講信者)の
宿を営み、人穴を管理して碑塔の造立
指定地以外
にも関わっていた。
の周辺環境
人穴北方約300mの所に溶岩洞窟新穴
を構成する
があり、富士講の石碑が立っている。
要素(歴史
人穴地域と山梨県郡内地方を結ぶ郡
的要素)
内道(人穴道・上井出道）があった。富
士講信者は、この道を使って人穴参詣
に訪れた。また、この道は人穴・上井
出地域と郡内地方との物資の運搬にも
使われた主要道路でもあった。
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【調査】
〇参道変遷に関する文献調査を実施す
るとともに、発掘調査を実施する。
【整備】
〇参道跡の石段を露出させ、石段内の
樹木を伐採し、保存措置を講じて露出
展示をするなど、その後の公開方法を
検討する。

【調査】
〇赤池家跡及び郡内道跡の調査を実施
する。
〇関連する溶岩洞穴の新穴の調査を実
施する。
〇指定地周辺の文化財調査を実施す
る。
【整備】
〇指定地周辺の富士講関連遺跡や文化
財を結ぶ散策路の整備について検討す
る。
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３ 施設整備計画
３−１ ネットワーク形成の考え方
『史跡富士山』を構成する文化財は、多岐にわたり、広範囲に分布するため、関連する数
多くの文化財も点在しており、それぞれの歴史や文化的価値は様々な観点で相互につながり
を持つため、地理的条件を基に大循環から小循環の３つの段階を想定し、それぞれに空間ス
ケールによって『史跡富士山』を理解できるようネットワークを形成していくことが、効率
的かつ効果的である。便益施設等の整備にあたっては、系統的なネットワーク形成の考え方
に基づいて配置する。
各段階の位置付け
大循環：『史跡富士山』の広域ネットワーク
中循環：「史跡富士山」を中心とした富士山信仰のネットワーク
小循環：「史跡富士山」を構成する文化財を巡るネットワーク
各段階でモデルルートを設定し、移動手段、来訪者数を想定し、必要なガイダンス施設、
駐車場、トイレ、休憩施設、サインについて、必要数、施設内容、規模を検討する。
なお、モデルルートは利用パターンの一例を示したものである。ルート設定には各循環の
モデルルートを組み合わせたり、他の地域資源を取り込むことも考えられる。今後、地元住
民との協働により詳細に検討することが望まれる。

図 5.1

ネットワーク概念図
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（１）循環の特徴
① 大循環の特徴
位置付け：
『史跡富士山』の広域ネットワーク
富士山周辺（静岡・山梨県）には、富士山の眺望点や『史跡富士山』を始め、富士山信
仰に関係する文化財が点在している。大循環での広域ネットワークにより、これらの文化
的価値とその背景となった富士山の景観を、
『史跡富士山』全体の空間スケールを体感でき
るルートを設定し巡る。富士山を中心として日本はもとより世界からこの地に多くの人が
訪れることが想定できる。
移動手段は、主に乗用車又はバスが考えられる。

図 5.2

大循環のイメージ
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大循環 『史跡富士山』の広域ネットワーク
■浅間神社をめぐるルート
山梨県と静岡県の境界に聳える富士山は、奈良時代か
ら平安時代にかけて噴火を繰り返し、その噴火を鎮める
ために各所に浅間神社が創建されたと考えられている。
噴火が沈静化すると、修験者による登拝が始まり、戦
国時代には一般登拝者があらわれ、江戸時代には関東地
方を中心に富士講が組織されるなど信仰の広がりをみ
浅間大社
せた。
富士山周辺には、それぞれの富士山信仰と深い関わりを持つ浅間神社があり、これら
の浅間神社をめぐり、古代から現代に至る富士山信仰の歴史や変容を考え、感じるルー
トを設定する。
〔浅間大社〜山宮浅間神社〜村山浅間神社〜須山浅間神社〜冨士浅間神社〜北口本宮
冨士浅間神社（山梨）〜冨士御室浅間神社（山梨）〜河口浅間神社（山梨）
〕
■登拝に関わるルート
富士山の登拝が開始されると、各神社を起点として登
山道が整備され、江戸時代の富士講の成立によって登山
者も増加した。富士登山は、明治時代以降、信仰の登拝
から一般大衆の登山へと形を変え、現代に至っている。
しかし、登山の形は今も昔も同じで、各所に信仰登山
モデル の面影を残しており、静岡県側の修験信仰に基づいた登
大宮・村山口登拝道
ルート 拝や、山梨県側の富士講を基盤とした登拝など、各登山
口によって違いが見られる。これらの登山口にある神社を経て登山道を登り、富士山信
仰や登拝の歴史・文化を学びながら、山頂を目指すルートを設定する。
〔浅間大社〜村山浅間神社〜大宮・村山口登拝道〜山頂信仰遺跡〕
〔須山浅間神社〜須山口登拝道〜山頂信仰遺跡〕
〔冨士浅間神社〜須走口登拝道〜山頂信仰遺跡〕
〔北口本宮冨士浅間神社〜吉田口登拝道（山梨）〜山頂信仰遺跡〕
■江戸富士講に関わるルート
江戸時代中期以降、戦国時代末期に人穴で修行をした
長谷川角行を祖とする富士山信仰が、江戸を中心に盛ん
となり、富士講と言われる講を組んで富士山の登拝を行
った。その登拝は富士山だけでなく、開祖が修行した人
穴や白糸の滝、さらには富士五湖などを廻る修行も行な
白糸の滝
われた。
これらの富士講に関わる文化財を巡り、近世から近代にかけての富士山信仰のあり方
を感じるルートを設定する。
〔人穴富士講遺跡〜白糸の滝〜本栖湖・精進湖・西湖・河口湖（山梨）〜御師住宅（山
梨）〜北口本宮冨士浅間神社（山梨）〜忍野八海（山梨）〜船津胎内樹型・吉田胎内樹
型（山梨）〜山中湖（山梨）〕
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（つづき）

■富士山眺望ルート
富士山の頂きを天に伸ばし裾野が広がる姿は、類まれ
な景観を生み、神聖視され、信仰と芸術の対象になって
きた。この姿を眺望できる地点は、富士山の見え方の変
モデル
化を楽しみながら景観の美しさを体感する場所であり、
ルート
時代を超え、過去の人々の思いを追体験できる場所でも
ある。こうした眺望点を巡るルートを設定する。
田貫湖から見た富士山
〔岩本山公園〜山宮浅間神社〜富士山さくらの園〜富士宮口五合目〜田貫湖〜道の駅
朝霧高原〜本栖湖・精進湖・西湖・河口湖（山梨）〜忍野八海（山梨）〜山中湖（山梨）
〕
【ニーズ】
世界から、全国からこのエリアへの来訪が期待され、『史跡富士山』を目指す富士山
を一般的に広く、知ろう、体感しようとするニーズが高い。
【移動手段】
乗用車または、バス（観光、定期路線）
【来訪者数（想定）
】
・静岡県側
市観光統計資料「浅間大社周辺」の入込客数を参考にする。既に受入体制が整った観
光地であるものの一旦は客数が落ち込んだ時期もあったが、世界遺産登録に向けた気運
の高まりなどにより平成 18 年度以降は観光客が増加し、平成 22 年度は約 134 万人とな
っている。世界遺産登録後も堅調に推移することが期待できる。実績値から推計して、
毎年約 5 万人増加し、登録直後には約 170 万人の入り込みを想定する。
・山梨県側
山梨県観光入込客統計調査報告書の「富士吉田・河口湖・三つ峠周辺」の観光入込客
来訪者
数（延べ人数）を参考にする。既に観光地として受入体制が整った観光地であり、世界
遺産登録に向けた気運の高まりなどにより入込客数は年々増加し、平成 22 年度は約 796
万人となっている。世界遺産登録後も堅調に推移することが期待できる。実績値から推
計して、毎年約 23 万人増加し、登録直後には約 890 万人の入り込みを想定する。
富士吉田・河口湖・三つ峠周辺観光入込客数＊

浅間大社周辺観光入込客数

1,800,000

10,000,000
9,500,000

1,600,000

9,000,000

1,400,000

8,500,000
1,200,000
8,000,000
1,000,000
推計

800,000
H15

H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

7,500,000

実績

H25

推計

H26

7,000,000
H15

H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

実績

H25

H26

＊富士吉田・河口湖・三つ峠周辺の観光入込客統計調査は、平成 22 年度より、観光庁の共通基準（平成 21 年 12 月策定）
に基づいて全面的に改訂されたため、前年までの調査・集計結果との直接的な比較ができなくなっている。

必要
施設

両県合わせて年間 1,100 万人の規模で富士山への来訪が想定され、来訪者ニーズに応
えるために、総合案内を行うビジターセンター機能をもち、来訪の起点・終点となる施
設が必要である。施設には、『史跡富士山』の情報発信、学習、休憩、物販、管理の拠
点となり、総合的な機能を有することが望まれる。
参考例：三重県東紀州地域（尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町）の観光入り込み数は、約 160 万人である。ま
た、尾鷲市に位置する三重県立熊野古道センターは、「紀伊山地の霊場と参詣道」（世界遺産）のビジターセンターであ
り、敷地規模は約 39,000 ㎡。平成 22 年度来館者数は、115,876 人
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② 中循環の特徴
位置付け：
「史跡富士山」を中心とした富士山信仰のネットワーク
富士宮市内の富士山を信仰の対象とした、浅間神社、修験や富士講に関係する文化財を
理解してもらう様々なルートを設定し巡ることになる。また、多くの人がここでしか見る
ことができない富士山の眺望点や観光地と併せて巡ることが予想される。
移動手段は、主に乗用車又はバスが考えられる。

図 5.3

中循環のイメージ
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中循環 「史跡富士山」を中心とした富士山信仰のネットワーク
■浅間大社と山宮浅間神社を巡るルート
浅間大社の祭神が浅間大社と山宮を往復する御神幸道
があったことから、大社と山宮との関係をより深く理解
できるルートを設定する。
〔浅間大社〜山宮浅間神社〕
■浅間大社と村山浅間神社から富士山頂へ至るルート
道者が浅間大社から村山の修験集落を経由して富士山
頂を目指していたことを理解できるルートを設定する。
モデル 〔浅間大社〜村山浅間神社〜（富士山スカイライン）〜
ルート 大宮・村山口登拝道〜山頂信仰遺跡〕
■富士講に関する文化財を巡るルート
富士講の開祖長谷川角行が修行した人穴や白糸の滝を
巡り、富士講をより深く理解できるルートを設定する。
〔白糸の滝〜人穴富士講遺跡〕
■眺望点を巡るルート
富士山の眺望点を巡るルートを設定する。
〔白糸の滝〜田貫湖〜道の駅「朝霧高原」
〕

御神幸道三丁目の碑

道の駅「朝霧高原」から見た富士山

【ニーズ】
富士山をもっとよく知るためにゆっくり文化財を見て回りたいというニーズがある。
地域で様々な体験プログラムを受けたいというニーズがある。
【移動手段】
乗用車または、バス（観光、定期路線）
【来訪者数（想定）
】
■浅間大社
市観光統計資料「浅間大社周辺」の入込客数を参考にする。近年増加傾向にあり、平
成 22 年度は約 134 万人となっている。実績値から推計して毎年約 5 万人増加し、世界
来訪者
遺産登録直後には約 170 万人の入り込みを想定する。
■富士山周辺
市平成 22 年度観光統計資料の「富士山周辺」の約 43 万人を基本とする。世界遺産登
録後は、約 1.7 倍を見込み＊、約 73 万人の入り込みを想定する。
■富士講・富士山の眺望点（国道 139 号線に沿ったエリア）
市平成 22 年度観光統計資料の「白糸の滝周辺」の約 44 万人を基本とする。世界遺産
登録後は、約 1.7 倍を見込み＊、約 75 万人の入り込みを想定する。
＊世界遺産登録後の増加は、石見銀山統計を参考とした。石見銀山では、世界遺産登録前の平成 18 年度の
入り込み数は約 40 万人であったが、登録した平成 19 年度は 71 万人となり、約 1.7 倍増となった。

必要
施設

施設には、各中循環の特性にあった情報発信、休憩の機能を有することが望まれる。
なお、駐車場は、各中循環で想定されるガイダンス施設に付随する既存駐車場の利用
を基本とする。
参考例：山梨県立富士ビジターセンターでは、富士山の紹介、観光情報の提供、環境保護団体等の会議の
場を提供として利用されており、施設規模は、敷地面積 27,594 ㎡、鉄筋コンクリート造り地上 2 階建とな
っている。平成 19 年度来館者数は、約 19 万人
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③ 小循環の特徴
位置付け：富士宮市内の「史跡富士山」を構成する文化財を巡るネットワーク
「史跡富士山」を構成する文化財内を巡るルートを設定する。またその周辺にある文化
財、文化施設、湧水地等の自然景観を巡るルートを設定する。
移動手段は、徒歩、自転車等が考えられる。
小循環 富士宮市内の「史跡富士山」を構成する文化財を巡るネットワーク
■浅間大社付近ルート
浅間大社を核として、浅間大社や富士登拝に関連す
る文化財や文化施設を巡るルートを設定する。
〔浅間大社（既設トイレ・駐車場）〜長屋門〜神田宮
〜富士山せせらぎ広場（既設トイレ・駐車場）〜大宮
城跡・蔵屋敷稲荷〜神田市神社〜大頂寺〜御神幸道三
丁目碑〜若之宮浅間神社〜城山公園（既設トイレ）〜
社僧屋敷跡〜宝幢院跡〜二之宮浅間神社〜大宮司墓地
〜富知神社〜富士山下山仏（富士高砂酒造株式会社）
〜市民文化会館・郷土資料館（既設トイレ・駐車場）
〜芙蓉館碑〜宿坊跡〜浅間大社〕
距離約 5km、1 日コース
■山宮浅間神社付近ルート
山宮浅間神社を核として、御神幸道に関連する文化
財を訪ねるルートを設定する。
〔山宮浅間神社（既存トイレ・駐車場）〜青面金剛と
観音像〜山神宮〜市内最古道祖神〜御神幸道と標石〜
モデル
中沢の道祖神〜向の双体道祖神〜西村の道祖神〜西村
ルート
の八幡宮〜山宮薬師寺〜紅葉天神〜山宮浅間神社〕
距離約 5km、1 日コース
■村山浅間神社付近ルート
村山浅間神社を核として、村山地区を巡るルートを
設定する。
〔村山浅間神社（既存トイレ・駐車場）〜東見附跡〜
村山道の道標〜山辻の石畳〜道者道〜西見附跡〜大鏡
坊跡〜村山浅間神社〕
距離約 5km、半日コース
■人穴富士講遺跡付近ルート
人穴富士講遺跡を核として、富士講に関連する文化
財を巡るルートを設定する。
〔人穴富士講遺跡（既存トイレ・駐車場）〜浄土門之
碑〜甲州街道跡〜赤池家跡〜郡内道跡〜人穴富士講遺
跡〕
距離約 1.5km、所要時間約 40 分
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湧玉池

御神幸道の標石

村山地区航空写真（奥が村山浅間神社）

赤池家古写真（明治時代）
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（つづき）

【ニーズ】
文化財を身近に感じ、深く知りたいとするニーズが高い。
【移動手段】
徒歩または、自転車
【来訪者数（想定）
：各史跡の最大時滞留者数】
■山宮浅間神社付近
現在の利用者数 20.1 人／日であり、現在の利用者数から、世界遺産登録後の入り込
み時の最大時滞留者数を推定する。
（仮に最大時滞留者数を日平均の 10 倍を想定）
20.1 人／日×10＝201 人
（年間来訪者数：20.1 人／日×1.7×365≒12,000 人）
来訪者

■村山浅間神社付近
現在の利用者数 27.9 人／日であり、現在の利用者数から、世界遺産登録後の入り込
み時の最大時滞留者数を推定する。
（仮に最大時滞留者数を日平均の 10 倍を想定）
27.9 人／日×10＝279 人
（年間来訪者数：27.9 人／日×1.7×365≒17,000 人）
■人穴富士講遺跡付近
現在の利用者数 20.5 人／日であり、現在の利用者数から、世界遺産登録後の入り込
み時の最大時滞留者数を推定する。
（仮に最大時滞留者数を日平均の 10 倍を想定）
20.5 人／日×10＝205 人
（年間来訪者数：20.5 人／日×1.7×365≒12,000 人）

必要
施設

市内外からの来訪者が、目的に合わせ様々なルートを選べるよう、ガイドマップや
サイン等を整備する。
各小循環の起点に、ルートを周遊するための情報発信機能を整備する。また、来訪
者に対応するためにトイレの整備が必要であることから、情報発信機能をトイレに併
設する。なお、トイレ規模の選定は、以下を参考として設定する。
（３−４トイレ参照）
「建築設計資料集成」の「造園」の「基礎データ」から、次の式を使用した。
【公衆便所（必要穴数）＝最大時滞留者数（園地収容力）×便所利用率（0.0125）
】
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ルート案

図 5.4

浅間大社付近ルート案

ルート案

図 5.5

山宮浅間神社付近ルート案
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ルート案

図 5.6

村山浅間神社付近ルート案

ルート案

図 5.7

人穴富士講遺跡付近ルート案
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（２）ネットワーク施設整備の考え方
ネットワーク形成の考え方に基づき、体系的な施設整備を実施する。施設は、史跡の価
値や様々な情報を発信する機能を持つものとする。施設の整備に当たっては、文化財を適
正に保存するとともに、周辺環境にも配慮する。
① 遺構の保存
施設の整備にあたっては、事前に確認調査、発掘調査を実施する。遺構が検出された場
合は計画変更を行い、遺構の保存を優先する。
設置位置は、史跡の周縁とし、かつ史跡の本質的価値に影響を与えない場所とする。
② 景観への配慮
周辺環境に配慮した施設を整備する。また、史跡の価値を損なわないようデザインに配
慮する。設置に当たっては、富士山の眺望や、史跡の厳かな雰囲気を妨げないように配慮
する。
③ ユニバーサルデザインの導入
高齢者、障害者、親子連れ、幼児、外国人等に配慮したユニバーサルデザインを基本と
し、誰もが使いやすいように整備する。
④ シンボル性への配慮
富士山をシンボルとしたデザインを用いることで、『史跡富士山』の相互の関連性を持
たせるようにする。
⑤ ネットワーク形成のための整備手法の検討
『史跡富士山』を来訪者が巡るネットワークを形成するため、情報の共有化、デザイン
の共有化等を図り、施設整備を行う。
整備にあたっては、必要に応じて機能の複合化を図り、トイレの壁面等を利用した『史
跡富士山』の価値や所在地域の保存活動状況等を広報する情報発信機能や休憩機能を持た
せることを考える。
⑥ 市民協働
施設の整備・維持管理にあたっては、市と市民が協働・連携して行うこととする。市は、
整備段階から周辺住民や関係者等の意向を把握し、周辺住民や関係者等に対し維持・管理
の協力を求める。
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３−２ ガイダンス施設
ガイダンス施設とは、『史跡富士山』の本質的価値を来訪者に理解してもらうために、
歴史的背景、価値、往時の姿等を分かりやすく説明するものである。現在はそのような施
設がないため、各循環の形成に必要な機能に応じたガイダンス施設を整備する。
設置場所：原則として史跡指定地外とし、遺構の保存に影響を与えないようにする。
利用者の動線を考慮した場所とする。
史跡の本質的価値を有する要素を損なわない位置や、富士山への眺望を妨げ
ない位置とする。
デザイン：『史跡富士山』の本質的価値を十分理解した上でデザインを検討する。『史
跡富士山』として統一的な印象を与えられるように配慮する。
表5.1 ガイダンス施設の機能と整備内容案
位置付け

機能

整備内容案

大 『史跡富士山』情報発信拠点（仮 『史跡富士山』の情報発信、学習、休 主体：静岡県
循 称 富士山世界遺産センター）
憩、物販、管理
環
各市町村の『史跡富士山』情報 各市町村に関わる『史跡富士山』の情 主体：各市町村
発信拠点
報発信、学習、休憩、物販、管理
【富士宮市では】
市内の情報発信拠点

富士宮市に関わる『史跡富士山』の情 ・登山道沿いにある富士山さくらの園へのガ
報発信、学習、休憩、物販、管理
イダンス施設の設置

中 富士宮市が設定するルートの情 富士宮市が設定するルートの情報発 主体：富士宮市
循 報発信拠点
信、学習、休憩
環
浅間大社と山宮浅間神社を 浅間大社と山宮浅間神社を巡るルー ・長屋門のガイダンス施設化
巡るルートの情報発信拠点 ト（浅間大社、山宮浅間神社等）の情
報発信、学習、休憩
浅間大社と村山浅間神社か 浅間大社と村山浅間神社から富士山 ・富士山環境交流プラザへのガイダンス機
ら富士山頂に至るルートの 頂に至るルート（浅間大社、村山浅間 能の付加
情報発信拠点
神社関連、大宮・村山口登拝道、山頂 ・富士宮口五合目レストハウスへのガイダン
信仰遺跡等）の情報発信、学習、休憩 ス機能の付加
富士講に関する文化財を巡 富士講に関する文化財を巡るルート ・白糸の滝のトイレへのガイダンス機能の付
るルートの情報発信拠点
（人穴富士講遺跡、白糸の滝等）の情 加
報発信、学習、休憩
眺望点を巡るルートの情報 富士山の眺望点を巡るルート（白糸の ・道の駅「朝霧高原」へのガイダンス機能の
発信拠点
滝〜田貫湖〜道の駅「朝霧高原」）の 付加
情報発信、学習、休憩
小 富士宮市内の各文化財及び周 各文化財及び周辺の関連文化財の情 主体：富士宮市
報発信、学習、休憩
循 辺の関連文化財の情報発信
環
浅間大社付近の情報発信
浅間大社関連の情報発信、学習、休 ・観光案内所「寄って宮」へのガイダンス機
憩
能の付加
山宮浅間神社付近の情報発 山宮浅間神社関連の情報発信、学 ・籠屋へのガイダンス機能の付加
信
習、休憩
・新設トイレへのガイダンス機能の付加
村山浅間神社付近の情報発 村山浅間神社関連の情報発信、学 ・宝物殿・社務所へのガイダンス機能の付加
信
習、休憩
・新設トイレへのガイダンス機能の付加
人穴富士講遺跡付近の情報 人穴富士講遺跡関連の情報発信、学 ・新設トイレへのガイダンス機能の付加
発信
習、休憩、管理（洞穴）
・管理棟を新設
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（１）大循環
① 富士宮市の情報発信拠点／富士山さくらの園
富士山さくらの園は、市制60周年記念事業の一環として平成15年（2003）3月末に開園し
た。
市の花であるフジザクラを始めとした開花時期の異なる全国各地の桜30種類約200本が
植えられ、3月上旬から5月上旬まで長い期間花見が楽しめる。また、春だけでなく10月か
ら12月頃にも桜の花を見ることができ、富士山の新しい桜の名所を目指している。
登山道沿線に位置しており、富士宮口五合目
を目指す利用者に効果的に『史跡富士山』の情
報提供をすることができる。そこで、富士宮市
の『史跡富士山』の情報発信拠点として、ガイ
ダンス施設の設置を想定する。
所在地

富士宮市粟倉

敷地面積

128,518.06㎡

駐車場

30台

トイレ

男2、女2、多目的1

その他施設

芝生広場、あずまや

事例）三重県立熊野古道センター（三重県尾鷲市）
三重県立熊野古道センターは、
「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界遺産に登録されて３年目の2007
年２月に、尾鷲湾を望む絶景の場所に約３万９千平方メートルの規模でオープンした。三重県・和
歌山県・奈良県の中では最大の施設で、国内はもちろん世界に向けた情報の発信基地となっている。
●展示空間
常設展示室・多目的交流ロビー・体験学習室等を含めた尾鷲ヒノキで造られた２棟の木造建物と、
鉄筋コンクリート造りの収蔵庫や研究スペースがある研究収蔵棟と芝生広場等のある施設等を有し
ている。映像ホール、常設展示室、企画展示室がある。
●世界遺産センターの目的と役割
世界遺産センターは、来訪者に世界遺産に登録された伊勢路の石畳道と、巡礼者が歩いた七里御
浜と熊野川、信仰のメッカ花の窟、鬼ケ城・獅子岩等の世界遺産の魅力を案内するのが目的となっ
ている。また、交流を促進するため、写真学校や俳句会、古道ウォーク等センターを拠点とした館
外での幅広い活動を行っている。
敷地面積
建築面積
延べ面積
構造・階数

基礎
高さ

38,963.45㎡
3,356.46㎡
2,429.33㎡
木造（展示棟・交流棟）・地上1
階（2棟）、鉄筋コンクリート造り
（研究収蔵棟）・地上２階（1棟）
直接基礎
最高高さ7.95m、軒高6.7ｍ
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（２）中循環
① 浅間大社と山宮浅間神社を巡るルートの情報発信拠点／長屋門
安政4年(1857)に陣屋の長屋門として建てられ、料亭の門として現地に移築された。平成
15年（2003）に市が料亭跡地を取得し、平成20年（2008）に「フードバレー構想」の一環
として、老朽化した長屋門の修復、レストラン棟の建設を行った。（レストラン棟は市民、
事業者へ貸出予定）
浅間大社に近く歴史ある長屋門を活用し、浅間大社と山宮浅間神社を巡るルートの情報
を発信するガイダンス施設として整備する。
所在地
敷地面積
建築面積
延床面積
構造・階数
駐車場
トイレ

富士宮市大宮町
1,051.74㎡
148.83㎡
99.94㎡
木造 １階
なし（徒歩又は自転車利用）
なし

② 浅間大社と村山浅間神社から富士山頂へ至るルートの情報発信拠点
／富士山環境交流プラザ、富士宮口五合目レストハウス
富士山環境交流プラザは、富士山の登山口付近に位置し、富士山の自然の恵みを楽しむ
人々の活動拠点として平成21年（2009）に完成した。市は、環境学習や環境保全活動の拠
点として、また地域文化や芸術の振興、富士山の世界遺産登録活動に活用している。施設
前を通る国道469号は、市の東の玄関口ともなることから観光案内所としても活用している。
展示室・工作室・会議室・情報カウンター・展望テラスを設け、富士山に開けた中庭を囲
うようにＬ地型に配置している。
恵まれた立地環境や既存設備を活かし、主に浅間大社と村山浅間神社から富士山頂へ至
るルートの情報を発信する機能を付加する。
所在地
敷地面積
建築面積
延床面積
構造・階数
駐車場
トイレ

富士宮市粟倉
499㎡
294.64㎡
434.80㎡
鉄筋コンクリート構造
鉄骨造 地上２階
50台
男、女、多目的

その他、富士宮口五合目レストハウスに、主に浅間大社と村山浅間神社から富士山頂に
至るルートの情報を発信する機能を付加する。
③ 富士講に関する文化財を巡るルートの情報発信拠点／白糸の滝のトイレ
白糸の滝のトイレに、主に富士講に関する文化財を巡るルートの情報を発信する機能を
付加する。
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④ 眺望点を巡るルートの情報発信拠点／道の駅「朝霧高原」
道の駅「朝霧高原」に、主に眺望点を巡るルートの情報を発信する機能を追加する。
事例）青塚古墳史跡公園ガイダンス施設「まほらの館」
（愛知県犬山市）
鉄筋コンクリート 1 階建て 床面積 330 ㎡
史跡青塚古墳の内容や市内の遺跡についてパネル・映像等を使
い紹介している。また、発掘調査で出土した埴輪等も展示してい
る。その他、研修室や入園者の休憩コーナー、案内事務室等があ
る。維持管理と活用をＮＰＯ団体に委託している。
出典：犬山市ＨＰ
休憩コーナーから見た古墳

（３）小循環
効率的に各文化財及び周辺の関連文化財の情報を発信するため、既存施設や新設トイレ
にガイダンス機能を付加することを基本とする。
事例）法華寺畑遺跡（鳥取県倉吉市）

パンフレット箱

トイレの外観

ガイダンス施設としての建物ではないが、トイレ（男、女、
多目的）の壁にパンフレット箱や説明板がある。軒下にベン
チを置いた休憩コーナーがある。
説明板

３−３ 駐車場
（１）大循環
大循環のガイダンス施設には、『史跡富士山』に関する来訪者の大多数が、観光バスや
乗用車で利用する。また、定期バスやタクシー等の発着所としての周遊の拠点機能を持つ
ことが想定され、大規模な駐車場が必要となる。
富士山さくらの園には、現在30台の駐車場が整備されているが、今後の利用者の増加を
考えると、さらなる整備が必要である。
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参考）山梨県立富士ビジターセンター
平成19年度年間利用者 約19万人

駐車場台数

乗用車100台、バス15台

（２）中循環
中循環のガイダンス施設には、「史跡富士山」巡りの拠点施設として、観光バスや乗用
車で利用することを想定して、必要な駐車場を整備する。レンタサイクル基地の併設を検
討する。
浅間大社と山宮浅間神社を巡るルートの拠点施設としては、長屋門を想定している。浅
間大社周辺には、浅間大社や富士山せせらぎ広場に、バス及び乗用車の駐車場が既に整備
されているため、長屋門へのアクセスは徒歩又は自転車を想定している。駐車場は不要で
あるが、駐輪場を確保する。
浅間大社と村山浅間神社から富士山頂に至るルートの拠点施設としては、富士山環境交
流プラザと富士宮口五合目レストハウスを想定している。既に整備されている駐車場（富
士山環境交流プラザ50台、富士宮口五合目レストハウス500台）を利用する。
富士講に関する文化財を巡るルートの拠点施設としては、白糸の滝のトイレを想定して
いる。白糸の滝では、新たなトイレ整備を計画しており、観光拠点として世界文化遺産、
史跡富士山の情報発信も行う施設とする。以前から観光地として多くの人が訪れており、
数多くの駐車場が存在しているため、既設駐車場を利用する。
眺望点を巡るルートの拠点施設として、道の駅「朝霧高原」を想定しているが、施設の
駐車場が既に整備されているので、それを利用する。

（３）小循環
小循環では、車で訪れた人が移動手段を徒歩や自転車に変換して、周辺の散策ルートを
周遊するため、駐車場が必要になる。駐車場の不足が予想される場所には、駐車場を整備
する。駐車場は、原則として、史跡指定地外に設置する。また、観光バスでのアクセスを
考慮したバス専用駐車場、車いす使用者用駐車場を設ける。併せて、レンタサイクル基地
の併設を検討する。
浅間大社は、既存駐車場での対応とする。
山宮浅間神社は、史跡指定地外で、登山道である県道富士宮富士公園線に面したアクセ
ス性の良い場所に駐車場を整備する。車いす使用者用、バス用、自家用車用駐車場を設け
る。観光バスの駐車場は、1台分を確保し、利用者が重なる場合は、用地を確保してピスト
ン輸送を検討する。
村山浅間神社は、史跡指定地内の高低差と集落の景観に配慮して、現地形を活かし、高
齢者・障害者等用、普通車用駐車場、観光バス用に分けて駐車場を設ける。高齢者・障害
者等駐車場は、できるだけ高低差がなく大日堂まで到達できるように、史跡指定地外の境
内地西側隣接地（第１駐車場）及び消防第15分団北側隣接地（第２駐車場）に整備する。
ただし、この場所は、史跡指定地外であるが文化財包蔵地に位置するため、遺構調査を実
施し、その成果に基づいた位置選定を行う。また、第１駐車場予定地にある防火水槽（プ
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ール）を第２駐車場に地下式防火水槽として移設する。自家用車用の駐車場は、神社の南
を通る国道469号からのアクセスが主な経路となるため、国道469号に面した位置に整備す
る。この駐車場から神社に向かう経路からは、村山浅間神社を正面から望むことができる。
ただし、この場所は史跡指定地外であるが文化財包蔵地に位置するため、遺構調査を実施
し、その成果に基づいた位置選定を行う。観光バスの駐車場は、元村山集落の景観保全の
ため、なるべく集落外に確保する。駐車場の設置場所は、駐車場から神社まで集落内を歩
いて行くことができる近距離の場所や、神社前までピストン輸送を行う遠距離の場所を検
討する。
人穴富士講遺跡は、県道富士宮富士線からアクセスする。史跡指定地内の高低差に配慮
して、高齢者・障害者用、観光バス用、自家用車用駐車場を設ける。高齢者・障害者用駐
車場は、碑塔群や洞穴に段差なくスムーズに到達できるように、史跡指定地外の北側隣接
地に確保する。観光バス、自家用車用駐車場は、史跡指定地外の境内地南側隣接地に整備
する。県道からの進入路は、必要に応じて拡幅する。

３−４ トイレ
（１）大循環
大循環のガイダンス施設には、多くの来訪者を想定し、トイレが充足するよう整備をす
る。

（２）中循環
中循環のガイダンス施設に、富士宮市内の「史跡富士山」巡りの拠点施設として、トイ
レを整備する。
浅間大社と山宮浅間神社を巡るルートの拠点施設として、長屋門を想定しているが、浅
間大社周辺には、浅間大社や富士山せせらぎ広場のトイレがあるので、それを利用する。
浅間大社と村山浅間神社から富士山頂に至るルートの拠点施設として、富士山環境交流
プラザと富士宮口五合目レストハウスを想定しているが、施設のトイレが既に整備されて
いるので、それを利用する。
富士講に関する文化財を巡るルートの拠点施設としては、平成24年度に整備する白糸の
滝のトイレを利用する。
眺望点を巡るルートの拠点施設として、道の駅「朝霧高原」を想定しているが、施設の
トイレが既に整備されているので、それを利用する。

（３）小循環
小循環では、車で訪れた人が移動手段を徒歩や自転車に変換して、周辺の散策ルートを
周遊するため、駐車場と併せてトイレが必要になる。ルート上や史跡内の既存トイレ機能
の不足が予想される場所には、駐車場と併せてトイレを整備する。この際、トイレには案
内機能、休憩機能を持たせ、来訪者が休憩しながら「史跡富士山」や各文化財に関しての
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情報を得ることができるようにする。設置位置は、各文化財の周辺の動線や各文化財内の
動線を考慮する。デザインの配慮はガイダンス施設と同様とする。
浅間大社は、既存公衆トイレで対応する。
山宮浅間神社は、史跡指定地内にある既存トイレは継続して利用する。新たに、史跡指
定地外の県道富士宮富士公園線に面した駐車場にトイレを整備する。男性用、女性用、多
目的トイレを設置する。トイレ整備に伴い、浄化槽の設置も行う。
【必要穴数の算定】
トイレの必要穴数については、以下を参考とした。
「建築設計資料集成」の「造園」の「基礎データ」
【公衆便所（必要穴数）＝最大時滞留者数（園地収容力）×便所利用率（0.0125）】
現在の利用者数20.1人／日から、世界遺産登録後の入り込み時の最大時滞留者数を推
定する（最大時滞留者数を日平均の10倍に想定）。
20.1人／日×10＝201人
201人×0.0125＝2.51

→

3穴

村山浅間神社は、史跡指定地内の高低差と集落の景観に配慮して、高齢者・障害者等用、
普通車用駐車場、観光バス用に分けて駐車場を設けるため、それにあわせて、トイレ整備
を行う。史跡指定地内にある既存トイレは、継続して利用する。
史跡指定地外の境内地西側隣接地の第１駐車場にトイレを整備する。なお、第１駐車場
は史跡指定地外であるが、埋蔵文化財包蔵地に位置するため、遺構調査を実施し、その成
果に基づいた位置選定を行う。
元村山集落外の団体バスの駐車場にトイレを整備する。男性用、女性用、多目的トイレ
を設置する。トイレ整備に伴い、浄化槽の設置も行う。
【必要穴数の算定】
現在の利用者数27.9人／日から、世界遺産登録後の入り込み時の最大時滞留者数を推
定する（最大時滞留者数を日平均の10倍を想定）。
27.9人／日×10＝279人
279人×0.0125＝3.48

→

4穴

人穴富士講遺跡は、境内地南側隣接地の駐車場付近に駐車場と一体となったトイレを整
備する。史跡指定地内であるため、遺跡調査を実施し、その成果に基づいた位置選定行う。
男性用、女性用、多目的トイレを設置する。トイレからの雑排水等の処理ができない土地
であり、浄化槽の設置もできないため、土壌処理システム等の導入を検討する。なお、史
跡指定地内にある既存の簡易トイレは撤去する。
【必要穴数の算定】
現在の利用者数20.5人／日から、世界遺産登録後の入り込み時の最大時滞留者数を推
定する（最大時滞留者数を日平均の10倍を想定）。
20.5人／日×10＝205人
205人×0.0125＝2.56

→

3穴
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３−５ 休憩施設
大循環、中循環のガイダンス施設には、ベンチ等の休憩コーナーが併設されている。
小循環では、既存施設の休憩機能が不足している山宮浅間神社、村山浅間神社、人穴富
士講遺跡については、新設するトイレの軒下にベンチ等を設置する。
デザインの配慮はガイダンス施設と同様とする。

３−６ サイン
（１）サイン整備の考え方
① 各種メディアを利用した情報の補完
『史跡富士山』を構成する各文化財が離れているため、総合案内板、パンフレット、Ｉ
Ｔ機器等により、各文化財の位置関係の説明、来訪案内、歴史上の関連説明を行い、史跡
全体への理解を深める。
② 一貫した案内
自家用車、公共交通機関及び徒歩等、想定される来訪パターンに応じたサインを整備し、
史跡を構成する文化財への確実で安全な到着に結びつける。
各文化財においては、来訪者に『史跡富士山』の価値を理解してもらうため、
『史跡富士
山』の総合的説明や各文化財の解説、各文化財を理解しやすい順路への誘導を行う。
『史跡富士山』のエリアが広範囲かつ２県に及ぶため、構成する文化財のサインのデザ
インについては、関係市町村を含めた史跡内での統一を図る。
③ ユニバーサルデザインの導入
設置・整備に関しては、国、県等の各ガイドラインや設置基準に従うとともに、ユニバ
ーサルデザインを意識し、サインの規模、配置、色彩、外国語表記等を検討する。
④ 案内標識の顕在化
既に設置されている案内板・標識板については、景観を阻害せずかつ来訪者が理解しや
すいよう、設置者と協議の上、なるべく集約するよう努める。
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（２）サイン計画
「史跡富士山」周辺のサインと史跡内のサインに分けて、設置するサインの種類と位置を
示す。
① 周辺のサイン
静岡県は「地域別公共サイン整備行動計画」にしたがい、サイン整備を推進している。
富士宮市域は、富士山周辺地域に位置付けられ、下記のテーマごとに計画が示されている
が、文化財の中には行動計画に設置計画がないものもあるため、県等関係機関と協議し著
名地点誘導サイン等を設置していく。また、公共交通機関や拠点となる施設からの歩行者、
自転車利用者用のサインについても関係機関、市関係部署と協議し設置していく。
表 5.2

地域別公共サイン整備行動計画

地域ごとのテーマ

出典：静岡県 平成 20 年 『地域別公共サイン整備行動計画」

表 5.3

周辺のサインの種類

サインの種類・例

観光案内看板
周
辺

歩
行 歩行者用
者 地図看板
用

著名地点
誘導サイン

近
隣

駅
道の駅
高速道路のSA,PA

駅
バス停留所
歩行開始点
道の分岐点
駐車場
交通拠点から目的施設の誘導
ルート上に配置
歩行者用
交差点の門、横断歩道脇

表示項目
・バースケール
・方位マーク
・表示する主要施設の整合
・近隣市町の情報
・バリア・バリアフリー表示
・インフォメーションセンター情報コーナー
・バースケール
・方位マーク
・表示する主要施設の整合
・近隣市町の情報
・バリア・バリアフリー表示
・インフォメーションセンター情報コーナー
名称、矢印、距離
英語表示、ピクトグラム、ユニバーサルデザイ
ンの仕様
ⅰマーク表示

静岡県地域別公共サイン整備
名称、矢印、距離
行動計画で規定された箇所の
英語表示、ピクトグラム
み
車
両
用

周
辺

設置場所

道
路
案
内
標
識

【法定】
地点案内標識
（101,102,114系）

静岡県地域別公共サイン整備
名称、矢印、距離、
行動計画で規定された箇所の
英語表示、ピクトグラム
み

【法定】
経路案内標識
(105,106,108系）

静岡県地域別公共サイン整備
方面、方向、道路名称
行動計画で規定された箇所の
ローマ字表記
み

駐車場案内標識

史跡周辺の駐車場入口手前
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② 史跡内のサイン
「史跡富士山」を構成する文化財へ到着後、史跡内を歩いて巡る来訪者のためのサインに
ついて検討する。
サインの種類は、標柱、総合案内板、遺構名称板、遺構解説板、誘導サイン、規制サイン
とする。
デザインは、
『史跡富士山』として識別性を高めるため、富士山の自然、歴史、文化、景観
に配慮しつつ、構成する文化財全体で統一を図る。色彩は、明度・彩度を抑えた落ち着いた
色調とする。大きさは、安全性、見つけやすさ、ユニバーサルデザイン、周辺の景観等に配
慮して決定する。素材や形状は、機能性、安全性、耐久性、経済性等から比較検討して決定
する。表示項目は、以下の項目とするが、世界文化遺産登録への対応として、世界文化遺産
の標記と多言語化が必要になる。
表 5.4

史跡内のサインの種類

サインの種類・ 例

設置場所

表示項目

標柱

史跡の文字
名称
各文化財１箇所 文部科学省の文字
指定の年月日
建設年月日

総合案内板

史跡の文字
指定の理由
各文化財1箇所 説明事項（写真、図表、解説文）
保存上注意すべき事項
地域を示す図面

遺構名称板

各遺構

遺構名称

遺構解説板

各遺構

遺構説明
遺構の名称、遺構解説（写真、図表、解説文）

誘導サイン

順路沿い

矢印、ピクトグラム等を使用し
遺構、便益施設など目標物、方向、距離
必要に応じて簡単な地図を添付

規制サイン

保護すべきとこ
ろ、危険箇所

利用上の注意事項など、管理上の行動規制に
関する情報

図 5.8

サインのデザイン例（総合案内板 1 例、遺構解説板 2 例、誘導サイン 2 例）
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③ 各文化財内の配置
来訪者の行動起点や主要分岐点を中心に、安全性、見つけやすさ、ユニバーサルデザイン
等に配慮して、過不足のない適切な配置となるように作成する。
指定地内については、景観等に配慮しつつ関係者と協議しながら、既設のサイン等の撤去
や新たに設置する遺構名称板・遺構解説板・誘導サイン・規制サイン等の設置場所・大きさ・
内容等を検討する。
指定地外については、便益施設の整備や調査結果による散策ルートの設定の際に誘導サイ
ン・規制サインを検討する。
● 山頂信仰遺跡、大宮・村山口登拝道
山頂信仰遺跡と六合目以上の大宮・村山口登拝道は、
「富士山における標識類総合ガイドラ
イン」との整合を図る必要がある。本計画では、
『史跡富士山』としての情報を得て各文化財
に到達できるように、富士宮口五合目に総合案内板を設置する。
総合案内板の設置に当たっては、富士箱根伊豆国立公園としての案内と、
『史跡富士山』と
しての案内を集合化することを含め、管理者との調整を図って決定していく。
● 富士山本宮浅間大社
境内には既に多くのサインがある。このため、標柱・総合案内板は、2 つの機能を兼ねた
ものとし、設置場所を検討する。誘導サイン・規制サインは、現在の公開範囲については当
面の整備は行わない。
● 山宮浅間神社
標柱・総合案内板の設置に当たっては、動線や景観に配慮し、二の鳥居南側に設置する。
既設のサイン等の集約を検討する。遥拝所については、神聖な場所として立ち入りを制限す
る規制サインが必要である。より詳しい説明については、休憩場所や籠屋への解説板の設置
やパンフレット等の作成・配布で対応する。
● 村山浅間神社
標柱・総合案内板は、すでに社標があるため、2 つの機能を兼ねたものとする。設置場所
は階段南側とし、規模・デザインは周囲の景観を考慮する。また、既設のサイン等の集約、
改修を検討する。より詳しい説明については、休憩場所や大日堂内への解説板の設置やパン
フレット等の作成・配布で対応する。
● 人穴富士講遺跡
駐車場からの人工物が少ない景観を維持するため、人工物を集約化する。このため、標柱
は階段脇に設置し、総合案内板は新設されるトイレに隣接させる。より詳しい説明について
は、休憩場所への解説板の設置やパンフレット等の作成・配布で対応する。
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３−７ 園路・広場
往時の道及び広場の形状を活かして、往時の雰囲気を再現しつつ、来訪者を史跡内の主要
な見所へ安全で快適に誘導する園路と、来訪者の休憩やイベント等の活用に供される広場と
を整備する。
しかし、活用上やむを得ずその他の位置に園路・広場が必要な場合には、往時のものとは
舗装等の仕上げを変える等の配慮を行い、遺跡の理解に誤解が生じないようにする。
園路・広場の整備にあたっては、可能な限りユニバーサルデザインに対応する。しかし、
園路に適切な緩勾配を確保することが、遺構保護上、景観の保全上、困難である場合は、案
内施設、迂回路、人的な補助等により対応するようにし、史跡としての価値を損なわないよ
うに配慮する。
① 幅員
主要な園路の幅員は、車いす使用者同士が行き違いしやすいよう 180cm 以上を確保す
る。
② 縦断勾配
縦断勾配は、高齢者及び車いす使用者等が円滑に利用できるよう 5％以下（やむを得
ない場合は 8％以下）として設定することが望ましい。ただし、勾配が急な箇所を改良
すると史跡の本質的価値の保存に支障をきたす場合は、人的補助（管理人や観光ボランテ
ィアガイド等）やサインへの勾配表示により負担を軽減する。
③ 舗装
舗装材料は、通行しやすさ及び歴史的な周辺景観との調和、耐久性、経済性の面から
適切に選定する。
④ 危険箇所への対応
利用者の安全確保のため、階段、斜面の法肩等の危険箇所には、手すりや転落防止柵の
設置等の対応を行う。

鉢形城（埼玉県寄居町）透水性コンクリート舗装の園路
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３−８ 植栽
史跡の環境を良好に保つため、又は、史跡指定地外において緑陰で休憩するため、史跡
の本質的価値を損ねない範囲で、樹木を植栽する。地域の植生にあった樹種を選択する。
また、史跡指定地外の周辺環境が歴史的な雰囲気に悪影響を及ぼしている箇所について
は、遮蔽するよう樹木を配置する。特に、山宮浅間神社の周辺は、廃屋がある等景観を悪
化させているため、遮蔽のための植栽を実施する。

３−９ 管理運営のための施設
（１）給排水施設
給水施設としては、トイレ、水飲み等の施設、清掃のための施設、植栽の維持管理のた
めの施設等がある。これらの施設に、必要な設備の充実を図る。
排水施設は、既に整備されている箇所もあるが、不十分な箇所については新たに整備す
る。例えば、建物復元や石塁の復元をはじめとする遺構の整備に伴い、雨水による洗掘を
防ぐために、側溝や地下浸透等による適切な排水を行う。

（２）電気施設
① 照明設備
「史跡富士山」を構成する文化財には、必要最小限の照明設備を設ける。照明設備は、
景観に支障を及ぼさないよう配慮する。照明設備は、通行の安全、治安維持のため、各史
跡の入口付近や歩道等、必要な場所に充実させる。
② その他の電気設備
照明設備や防災施設、ガイダンス施設等の建築設備等に電力を供給するための設備を設
ける。

（３）防災施設
火災、水害、盗難等による被害を未然に防止又は最小限に抑制し、保存に万全を期すた
め、管理体制等を踏まえて、監視設備、警報設備、防火設備、消火設備等を適宜設置する。
特に、村山浅間神社の大日堂には、防犯・防火施設を整備する。

（４）管理運営のための建物
人穴富士講遺跡には、洞穴を見学する際の安全確保を図るため、管理棟の設置を検討す
る。管理棟には、安全確保のために必要な備品や清掃用具等を収納する。デザインの配慮
はガイダンス施設と同様とする。
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（５）保存管理のための囲い
遺構の保存のため、人の進入を防ぎ、立入り禁止を明示することを目的として、必要な
箇所に管理用の囲いを設ける。デザインは、史跡にふさわしい雰囲気づくり、遺構を解説
する機能を複合的に持たせることも考えられる。
囲いの種類には、以下のようなものがある。
表5.5 囲いの種類と特色
囲いの種類

特色

金属製の柵

強固に立入りを制限するもの

石材の柵

強固に立入りを制限するもので、荘厳な雰囲気に調和するよう修景上配
慮したもの

木製の柵

物理的に立入りを制限するもので修景上配慮したもの

杭列及び縄等

立入り禁止を明示するもの

植栽による遮蔽

立入りを制限するとともに修景を兼ねるもの

山宮浅間神社では、遥拝所の遺構を保存するため、入口部分から奥は立入り禁止とする。
人穴富士講遺跡は、碑塔群を保存するため、主な見学路を除いて立入り禁止とする。これ
らの囲いの種類は、遺構の保存を第一に考え、景観に配慮して適切に選定するものとする。

史跡小牧山(愛知県小牧市)土塁断面土層を囲う金属性の柵

山宮浅間神社遥拝所の玉垣

史跡金沢城跡(石川県金沢市)石積を囲う木製の柵

石材の柵（出典：造園技術研究会 1996 『ランドス
ケープの修景石工事マニュアル』）
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４ 整備基本計画スケジュール
遺跡名
Ⅰ 山頂信仰遺跡
(八合目以上)

事業内容
1

短期整備（指定地）
平成24年度

平成25年度

平成26年度

建物跡・霊跡・石造物等の
信仰遺跡

平成27年度

長期整備（未指定地）
平成28年度

平成29年度

◆文献調査
◆地形測量

◆報告書作成

調査結果に基づき後期整備
・発掘調査結果に基づき整備

◆発掘調査

護摩堂跡・石畳跡

◆発掘調査
◆文献調査

◆基本設計

◆発掘調査
◆文献調査

◆文献調査

◆実施設計

◆整備[サイン]

指定地内[護摩堂跡・石畳
跡、林地内建物跡、寛文古
絵図建物跡]

◆報告書作成
[護摩堂跡・石畳跡、林地
内建物跡、寛文古絵図建 調査結果に基づき後期整備
物跡、林地内建物跡]

指定地外[宿坊跡及び社人・
社僧屋敷跡]

文献・聞取り調査（宿坊跡及び
社人・社僧屋敷跡）

3 便益施設

遥拝所

◆基本設計[ガイダンス]

◆発掘調査

◆発掘調査
◆基本設計

◆実施設計
◆追加指定、公有化

指定地内[参道・遥拝所下平 ◆発掘調査
◆文献・民俗調査
場・鉾立石、籠屋他]

◆実施設計[ガイダンス]

◆整備[ガイダンス]

◆整備[遥拝所]・[サイン]
◆報告書作成[遥拝所・参
道・遥拝所下平場・鉾立
石、籠屋]

1
Ⅳ 山宮浅間神社

◆文献・民俗調査
◆整備[サイン]

調査結果に基づき後期整備
文献・民俗調査・発掘調査及び広
域的整備（御神幸道を中心）

2 指定地外
3 便益施設

・未調査部分の発掘調査（建物
跡・道跡）

◆整備[護摩堂跡・石畳跡]・
[サイン]

1

2

平成31年度〜

◆両県・関係市町との調整・調査

Ⅱ 大宮・村山口登 1 六合目〜山頂（現富士宮口 ◆文献・民俗調査
登山道）
拝道
(六合目〜山頂指
指定地外[六合目以下（大
定)
2
宮・村山口登拝道跡）]

Ⅲ 富士山本宮浅間
大社

平成30年度

◆整備、用地購入[トイレ、駐
車場]
◆基本設計

大日堂

◆整備（解体修理）
◆発掘調査
◆文献調査
◆実施設計

◆基本設計[ガイダンス]

◆実施設計[ガイダンス]

◆整備（修復：組み立て）[大
日堂]･[サイン]

◆報告書作成

◆発掘調査[水垢離場跡・
護摩壇跡・龍頭池跡、石造
物、碑伝木]
◆文献・民俗調査
[境内地内]

◆基本設計[水垢離場跡・護
摩壇跡・龍頭池跡、大棟梁
権現社跡､石造物、碑伝木]

◆整備[ガイダンス]

1
指定地内[水垢離場跡・護摩
壇跡・龍頭池跡、大棟梁権
現社跡、山林内建物跡、石
造物、碑伝木、浅間神社社
殿]

Ⅴ 村山浅間神社

2

◆整備[サイン]

◆実施設計[水垢離場跡・
護摩壇跡・龍頭池跡、大棟
梁権現社跡､石造物、碑伝
木]

◆整備[水垢離場跡・護摩
壇跡・龍頭池跡、大棟梁権
現社跡､石造物、碑伝木]・
[サイン]

文献・民俗調査・発掘調査及び広
域的整備（三坊及び下修験屋敷
跡等）

指定地外[三坊及び下修験
屋敷跡等]
◆実施設計[トイレ・駐車場]

◆整備、用地購入[トイレ、
駐車場]

◆基本設計[ガイダンス]

◆実施設計[ガイダンス]

◆整備[宝篋印塔]
碑塔群

◆基本設計[順路・碑塔群]
◆実施設計[順路・碑塔群]

◆発掘調査
◆整備[順路、碑塔群]・[サ
イン]

◆発掘調査
◆整備[碑塔群]

指定地内[洞穴、建物跡・参
道跡・井戸跡]

◆発掘調査[建物跡・参道
跡・井戸跡]
◆文献調査[境内地内]
◆整備[サイン]

◆基本設計[洞穴内（測量含
む）、建物跡・参道跡・井戸
跡]

◆実施設計[洞穴内、建物
跡・参道跡・井戸跡]

3 便益施設

◆報告書作成[水垢離
場跡・護摩壇跡・龍頭池
跡、大棟梁権現社跡､石
造物、碑伝木]

◆整備[ガイダンス]

◆発掘調査
◆整備[碑塔群]

◆報告書作成[洞穴内、建
物跡・参道跡・井戸跡]

1
Ⅵ 人穴富士講遺跡

◆整備[洞穴内、建物跡・参
道跡・井戸跡]・[サイン]

文献・民俗調査・発掘調査及び広
域的整備（御法家跡等）

2 指定地外[御法家跡等]
3 便益施設
※

◆整備[トイレ]

◆整備、用地購入[駐車場]

◆基本設計[ガイダンス]

◆文献・民俗調査◆発掘調査◆地形測量◆基本設計◆実施設計◆整備◆報告書◆追加指定、公有化

◆実施設計[ガイダンス]

◆整備[ガイダンス]
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５ 整備計画図

図 5.9

山頂信仰遺跡整備計画図（八合目以上指定）
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図 5.10

大宮・村山口登拝道整備計画図（六合目〜山頂指定）
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図 5.11

大宮・村山口登拝道整備計画図
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図 5.12

第 5 章 整備基本計画

富士山本宮浅間大社整備計画図

10

図 5.13

第 5 章 整備基本計画

山宮浅間神社整備計画図

105･106

図 5.14

山宮浅間神社整備イメージパース
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第 5 章 整備基本計画

10
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図 5.15

村山浅間神社整備計画図
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図 5.16

村山浅間神社整備イメージパース
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第 5 章 整備基本計画

図 5.17

村山浅間神社周辺整備計画図
11

図 5.18

第 5 章 整備基本計画

人穴富士講遺跡整備計画図
113･114

図 5.19

人穴富士講遺跡整備計画図（碑塔群拡大図）
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第 5 章 整備基本計画

図 5.20

人穴富士講遺跡整備イメージパース
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第６章 整備の実行と管理・運営
「史跡富士山」の保存と活用を図るため、適切な整備を行い、継続的かつ適切な管理・運
営を実施していくことが必要である。なお、「史跡富士山」の整備の実行と保存管理につい
ては史跡「富士山」保存管理計画に基づき行う。

１ 整備の実施
史跡の管理団体である富士宮市は、国、静岡県と連携を図り、「史跡富士山」整備基本計
画に基づき史跡の整備を行う。整備の実施にあたっては「（仮称）「史跡富士山」整備委員
会」を組織し、各専門分野から助言を受ける。

２ 管理
「史跡富士山」の管理には、来訪者の利便性、安全性等の向上を図るための「利用管理」
と、遺構や施設の修理等を行う「保全維持管理」が挙げられる。それぞれの管理内容を以下
に整理した。
区分

管理項目
誘導・安全対策

管理内容
・ 史跡利用者のマナー向上
・ 見学者の案内誘導

利用管理

・ 巡視員等による安全管理
・ 混雑時の整理
緊急・救急時の処理

・ 緊急時における見学者の誘導
・ 避難所、ルートの確保
・ 防火設備の適正な整備と初期消火活動の体制の整備
・ 消防署、病院との協力
・ 救急活動体制の確立

遺構・復元構造物・施設・ ・ 各遺構や施設等の定期的な点検、補修、清掃
保全維持 管理

供給処理設備等の管理
植栽管理

・ 遺構に悪影響を及ぼす樹木の伐採、移植
・ 生長不良木、倒木の撤去、植え替え
・ 除草、追肥、剪定、防虫対策、潅水等の定期管理
・ 保全対象木の選定（保護管理・育成管理・抑制管理・
障害管理）

水質管理

・ 池、水路等の水質及び水生植物の定期検査、管理

※上記の管理内容については、史跡「富士山」保存管理計画に基づいて行うものとする。
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３ 運営
「史跡富士山」を保存し活用するためには、
「史跡富士山」が歴史文化を体験する交流の場、
教育・生涯学習の場として機能することが必要である。
このため、「史跡の価値を知り、次世代へ引き継ぐ」を運営方針とし、学ぶ、伝える、守
るの３つの柱のもと、「史跡富士山」の価値を維持、継承していく。

・総合学習「富士山学習」等
【社会教育】
・史跡めぐりの開催

︽市民の主体的な参加︾

史跡の価値を知り︑次世代へ引き継ぐ

【学校教育】

学ぶ

・公民館での講座の開催
・郷土史研究会等の育成
・遺跡等調査結果の公開
・ガイダンス施設の設置・活用
・ホームページやパンフレットの充実
【静岡・山梨両県、関連市町村との勉強会等の実施】
【ボランティアガイドの活動】

伝える

【「史跡富士山」に関連する催物の企画・実施】
【郷土史を学ぶ人々との連携の推進】
【静岡・山梨両県、関連市町村との文化交流の推進】

守る
図 6.1

【文化財を守る】
【現在も続く伝統行事を守る】
「史跡富士山」の運営方針図
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４ 体制
「史跡富士山」を保存し活用するためには、管理・運営体制を整備し、組織的、継続的に
活動していく必要がある。また、管理・運営にあたっては、関係機関が協働する必要がある。
このため、関係機関相互の役割分担を明らかにする。
① 行政
・ 富士宮市は、市民と協働して管理・運営を行う。
・ 富士宮市は、国、静岡・山梨両県、関連市町村と一層の連携を図り、『史跡富士山』の
総合的な調査研究や受入体制づくりを進める。
② 市民
・ 市民は、運営方針「史跡の価値を知り次世代へ引き継ぐ」のもと自主的に活動する。
・ 地域は、保全維持管理のうち日常的な維持管理を行う組織や運営のための活動を行う組
織をつくる。活動にあたっては、行政と協定等を結び、協働で行う。
・ 地域は、史跡の価値の情報発信や、市が行う来訪者の受入体制の整備に協力する。
・ NPO・企業等は、地域の管理・運営に協力する。

文化庁・静岡県・関係市町村
（連携）

富士宮市（管理団体）
（仮称）「史跡富士山」整備

（助言）

史跡「富士山」保存管理計画⇒保存管理
「史跡富士山」整備基本計画⇒整備

委員会

史跡の保護・保存

史跡の活用

市民等（地域、企業、ＮＰＯ等）

図 6.2

「史跡富士山」の整備の実行と管理・運営の体制
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３

文化財整備の方針の検討

４

便益施設等整備の方針の検討

＜第３回＞
１

基本方針の検討

２

整備基本計画の検討

３

管理・運営の検討

＜第４回＞
１

整備基本計画の最終確認
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「史跡富士山」整備基本計画策定委員会委員等名簿

◇整備基本計画策定委員会委員
氏

名

役

職

等

分

野

委員長

坂詰

秀一

立正大学名誉教授・元学長

副委員長

田中

哲雄

元東北芸術工科大学芸術学部歴史遺産学科教授
姫路市日本城郭研究センター名誉館長

建築学

考古学

委

員

建部

恭宣

静岡県文化財保護審議会委員
富士山世界遺産静岡県学術委員会委員
史跡富士山保存管理計画策定委員会委員

委

員

谷川

章雄

早稲田大学人間科学学術院長

委

員

中村

静岡産業大学情報学部特任教授
羊一郎 富士山世界遺産静岡県学術委員会委員
史跡富士山保存管理計画策定委員会委員

委

員

渡井

正二

富士宮市文化財保護審議会会長
富士宮市世界遺産関連学術調査指導員

考古学
造園学・
遺跡整備

民俗学

近世史・民俗学

※委員は五十音順

◇行政上の指導・助言者
氏
市原

名

所属・役職等

分野等

富士夫

文化庁文化財部記念物課 文化財調査官

史跡

◇整備基本計画策定委員会協力者
№

所属等

1

静岡県教育委員会文化財保護課

2

静岡県文化・観光部文化学術局世界遺産推進課

3
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富士宮市企画経営課
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富士宮市環境森林課

6

富士宮市商工観光課

7

富士宮市道路課

8

富士宮市都市計画課

9

富士宮市住宅営繕課
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№

所属等
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裾野市

2

御殿場市

3

小山町
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