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ウウウウ    樹林地の景観のマネジメント樹林地の景観のマネジメント樹林地の景観のマネジメント樹林地の景観のマネジメント    ･･････････････････････１０･･････････････････････１０･･････････････････････１０･･････････････････････１０     

（３）歴史的風土の維持・向上に向けた地域の祭礼行事や伝承芸（３）歴史的風土の維持・向上に向けた地域の祭礼行事や伝承芸（３）歴史的風土の維持・向上に向けた地域の祭礼行事や伝承芸（３）歴史的風土の維持・向上に向けた地域の祭礼行事や伝承芸    

能の継承・発展能の継承・発展能の継承・発展能の継承・発展    ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････１１････････････････１１････････････････１１････････････････１１     
（４）国内外の来訪者が明日香らしさを体感できる観光交流（４）国内外の来訪者が明日香らしさを体感できる観光交流（４）国内外の来訪者が明日香らしさを体感できる観光交流（４）国内外の来訪者が明日香らしさを体感できる観光交流のののの振振振振    

興興興興    ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････１１･１１･１１･１１     
（５）村民が定住できる生活環境基盤の整備（５）村民が定住できる生活環境基盤の整備（５）村民が定住できる生活環境基盤の整備（５）村民が定住できる生活環境基盤の整備    ･･････････１１～１２･･････････１１～１２･･････････１１～１２･･････････１１～１２     
    



 

 

 

３３３３    整備内容整備内容整備内容整備内容    ･･････････････････････････････････････１２～２０･･････････････････････････････････････１２～２０･･････････････････････････････････････１２～２０･･････････････････････････････････････１２～２０     
（１）国家基盤が形成された明日香の地にふさわしい歴史展（１）国家基盤が形成された明日香の地にふさわしい歴史展（１）国家基盤が形成された明日香の地にふさわしい歴史展（１）国家基盤が形成された明日香の地にふさわしい歴史展示の示の示の示の    

推進推進推進推進    ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････１２～１４･･･････１２～１４･･･････１２～１４･･･････１２～１４     
アアアア    明日香の歴史を体感できる歴史展示の推進明日香の歴史を体感できる歴史展示の推進明日香の歴史を体感できる歴史展示の推進明日香の歴史を体感できる歴史展示の推進    ････１２～１３････１２～１３････１２～１３････１２～１３     

                    ○○○○明日香の歴史的価値についてのストーリー性のある明日香の歴史的価値についてのストーリー性のある明日香の歴史的価値についてのストーリー性のある明日香の歴史的価値についてのストーリー性のある説明説明説明説明    

                    と展示の実現と展示の実現と展示の実現と展示の実現     
                ○○○○ＶＲ・ＡＲ技術やスマートフォンアプリ等を活用しＶＲ・ＡＲ技術やスマートフォンアプリ等を活用しＶＲ・ＡＲ技術やスマートフォンアプリ等を活用しＶＲ・ＡＲ技術やスマートフォンアプリ等を活用した展た展た展た展    

                    示等の推進示等の推進示等の推進示等の推進     
                ○○○○国宝高松塚古墳壁画の保存管理・公開のあり方の検討国宝高松塚古墳壁画の保存管理・公開のあり方の検討国宝高松塚古墳壁画の保存管理・公開のあり方の検討国宝高松塚古墳壁画の保存管理・公開のあり方の検討     
                                ○○○○飛鳥京跡苑池及び飛鳥宮跡の「見える化」の整備飛鳥京跡苑池及び飛鳥宮跡の「見える化」の整備飛鳥京跡苑池及び飛鳥宮跡の「見える化」の整備飛鳥京跡苑池及び飛鳥宮跡の「見える化」の整備     
                                ○○○○古墳等の整備及び展示古墳等の整備及び展示古墳等の整備及び展示古墳等の整備及び展示     
                ○○○○文化財の防災対策文化財の防災対策文化財の防災対策文化財の防災対策     

イイイイ    歴史文化資源の計画的調査歴史文化資源の計画的調査歴史文化資源の計画的調査歴史文化資源の計画的調査    ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････１３１３１３１３     
                                ○○○○埋蔵文化財の発掘調査及び成果の共有・公開埋蔵文化財の発掘調査及び成果の共有・公開埋蔵文化財の発掘調査及び成果の共有・公開埋蔵文化財の発掘調査及び成果の共有・公開     
                                ○○○○史跡の保存活用計画作成の推進史跡の保存活用計画作成の推進史跡の保存活用計画作成の推進史跡の保存活用計画作成の推進     
                                ○○○○村内の自然的環境等に関する調査の実施及び情報発信村内の自然的環境等に関する調査の実施及び情報発信村内の自然的環境等に関する調査の実施及び情報発信村内の自然的環境等に関する調査の実施及び情報発信     

ウウウウ     世界遺産登録の実現と国内外への情報発信世界遺産登録の実現と国内外への情報発信世界遺産登録の実現と国内外への情報発信世界遺産登録の実現と国内外への情報発信            ････････････････････････････････････････１４１４１４１４     
                                ○○○○「飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群」の世界遺産「飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群」の世界遺産「飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群」の世界遺産「飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群」の世界遺産登録登録登録登録    

の実現の実現の実現の実現     
                                ○○○○世界遺産の情報発信拠点機能の整備世界遺産の情報発信拠点機能の整備世界遺産の情報発信拠点機能の整備世界遺産の情報発信拠点機能の整備     

（２）歴史的風土の維持・向上に向けた営農環境の基盤整備及（２）歴史的風土の維持・向上に向けた営農環境の基盤整備及（２）歴史的風土の維持・向上に向けた営農環境の基盤整備及（２）歴史的風土の維持・向上に向けた営農環境の基盤整備及びびびび    

            自然的環境の保全自然的環境の保全自然的環境の保全自然的環境の保全    ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････１４～１６････１４～１６････１４～１６････１４～１６     
アアアア    明日香にふさわしい景観の形成明日香にふさわしい景観の形成明日香にふさわしい景観の形成明日香にふさわしい景観の形成    ･･････････････････････････････････････････････････１４～１５･･１４～１５･･１４～１５･･１４～１５     

                                ○○○○景観に配慮した集落の創出景観に配慮した集落の創出景観に配慮した集落の創出景観に配慮した集落の創出     
                                ○○○○古都保存法買入地の適正管理古都保存法買入地の適正管理古都保存法買入地の適正管理古都保存法買入地の適正管理     
                                ○○○○飛鳥宮跡に隣接する集落を中心とした無電柱化による飛鳥宮跡に隣接する集落を中心とした無電柱化による飛鳥宮跡に隣接する集落を中心とした無電柱化による飛鳥宮跡に隣接する集落を中心とした無電柱化による    

                    集集集集落景観の向上及び集落の背景に広がる里山景観の創出落景観の向上及び集落の背景に広がる里山景観の創出落景観の向上及び集落の背景に広がる里山景観の創出落景観の向上及び集落の背景に広がる里山景観の創出     
                                ○○○○河川環境整備、棚河川環境整備、棚河川環境整備、棚河川環境整備、棚田田田田の保全、山林の保全による明日香の保全、山林の保全による明日香の保全、山林の保全による明日香の保全、山林の保全による明日香らららら    

しいしいしいしい空空空空間の創出間の創出間の創出間の創出     
                                ○○○○住民住民住民住民参参参参画、画、画、画、企企企企業や業や業や業やボラボラボラボランンンンティティティティア等のア等のア等のア等の多様な主多様な主多様な主多様な主体との連体との連体との連体との連携携携携     

                    による景観保全活による景観保全活による景観保全活による景観保全活動動動動の推進の推進の推進の推進     
イイイイ    農業の活性化農業の活性化農業の活性化農業の活性化    ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････１５･･･････････１５･･･････････１５･･･････････１５     

                            ○○○○新新新新しい技術のしい技術のしい技術のしい技術の導導導導入入入入も視野も視野も視野も視野に入れた営農環境のに入れた営農環境のに入れた営農環境のに入れた営農環境の構築構築構築構築     
                            ○○○○６６６６次次次次産業化の推進による産業化の推進による産業化の推進による産業化の推進による稼げ稼げ稼げ稼げる農業の推進る農業の推進る農業の推進る農業の推進     
                            ○○○○遊休遊休遊休遊休農地農地農地農地拡大拡大拡大拡大防防防防止止止止等への対等への対等への対等への対応応応応     

ウウウウ    樹林地の景観のマネジメント樹林地の景観のマネジメント樹林地の景観のマネジメント樹林地の景観のマネジメント    ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････１６････１６････１６････１６     
                            ○○○○獣害獣害獣害獣害対策の実施対策の実施対策の実施対策の実施     
                        ○○○○山林の林山林の林山林の林山林の林縁部縁部縁部縁部ににににおおおおける里山景観の創出ける里山景観の創出ける里山景観の創出ける里山景観の創出     
                            ○○○○良好な森良好な森良好な森良好な森林景観の創出林景観の創出林景観の創出林景観の創出     



 

 

 

（３）歴史的風土の維持・向上に向けた地域の祭礼行事や伝承芸（３）歴史的風土の維持・向上に向けた地域の祭礼行事や伝承芸（３）歴史的風土の維持・向上に向けた地域の祭礼行事や伝承芸（３）歴史的風土の維持・向上に向けた地域の祭礼行事や伝承芸    

        能能能能の継承・発展の継承・発展の継承・発展の継承・発展    ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････１６～１７･･････････１６～１７･･････････１６～１７･･････････１６～１７     
                        ○○○○祭礼行事・伝承芸能の祭礼行事・伝承芸能の祭礼行事・伝承芸能の祭礼行事・伝承芸能の次次次次世世世世代代代代への継承への継承への継承への継承     
                        ○○○○地域の伝地域の伝地域の伝地域の伝統統統統文化の文化の文化の文化の担担担担いいいい手育手育手育手育成成成成     
                ○○○○伝伝伝伝統統統統行事の継行事の継行事の継行事の継続続続続と来訪者のと来訪者のと来訪者のと来訪者の参参参参画による地域の活性化画による地域の活性化画による地域の活性化画による地域の活性化     
                        ○○○○若手若手若手若手芸術家による作芸術家による作芸術家による作芸術家による作品品品品制作等を制作等を制作等を制作等を通じ通じ通じ通じた明日香のた明日香のた明日香のた明日香の魅力魅力魅力魅力の発信の発信の発信の発信                            

（４）国内外の来訪者が明日香らしさを体感できる観光交流の振興（４）国内外の来訪者が明日香らしさを体感できる観光交流の振興（４）国内外の来訪者が明日香らしさを体感できる観光交流の振興（４）国内外の来訪者が明日香らしさを体感できる観光交流の振興     
                    ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････１７～１８･１７～１８･１７～１８･１７～１８     

アアアア    滞在型滞在型滞在型滞在型・体・体・体・体験型験型験型験型観光の推進及び観光の推進及び観光の推進及び観光の推進及び受受受受入環境の整備入環境の整備入環境の整備入環境の整備    

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････１７～１８１７～１８１７～１８１７～１８     
                    ○○○○安安安安全全全全安安安安心に歴史的風土を体感し心に歴史的風土を体感し心に歴史的風土を体感し心に歴史的風土を体感しなななながらがらがらがら周遊周遊周遊周遊できる環境整備できる環境整備できる環境整備できる環境整備     
                                ○○○○移動手段移動手段移動手段移動手段のののの確確確確保保保保     
                                ○○○○情報の情報の情報の情報の一元一元一元一元化と化と化と化と総合窓総合窓総合窓総合窓口の口の口の口の充充充充実、プ実、プ実、プ実、プログラムログラムログラムログラムのののの充充充充実等の実等の実等の実等の     
                        おもおもおもおもててててななななしの向上しの向上しの向上しの向上     
                                ○○○○宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設設設設等の等の等の等の誘致誘致誘致誘致とととと夜夜夜夜間の間の間の間の滞在空滞在空滞在空滞在空間の創出間の創出間の創出間の創出     

イイイイ    インインインインババババウンウンウンウンドドドド観光の推進観光の推進観光の推進観光の推進    ･･･････････････････････････････････････････････････････････････１８･･･････････････１８･･･････････････１８･･･････････････１８     
                        ○○○○先端先端先端先端技術を活用した観光技術を活用した観光技術を活用した観光技術を活用した観光案案案案内情報の発信による内情報の発信による内情報の発信による内情報の発信による誘客促誘客促誘客促誘客促進進進進     
                        ○○○○ＳＮＳＳＮＳＳＮＳＳＮＳの活用の活用の活用の活用促促促促進進進進     

ウウウウ    戦略戦略戦略戦略的観光プ的観光プ的観光プ的観光プロモロモロモロモーーーーショショショションの推進ンの推進ンの推進ンの推進    ･････････････････････････････････････１８･････････････１８･････････････１８･････････････１８     
                            ○○○○観光実態観光実態観光実態観光実態デデデデーーーータタタタのののの収収収収集及び集及び集及び集及び分析分析分析分析の実施の実施の実施の実施     
                            ○○○○ププププロモロモロモロモーーーーショショショションの実施ンの実施ンの実施ンの実施     

（５）村民が定住できる生活環境基盤の整備（５）村民が定住できる生活環境基盤の整備（５）村民が定住できる生活環境基盤の整備（５）村民が定住できる生活環境基盤の整備    ･････････････････････････････１９～２０･････１９～２０･････１９～２０･････１９～２０    

アアアア    安安安安全全全全安安安安心心心心なななな生活環境基盤の整備生活環境基盤の整備生活環境基盤の整備生活環境基盤の整備    ･･･････････････････････････････････････････････････１９～２０･･･１９～２０･･･１９～２０･･･１９～２０     
                    ○○○○道路道路道路道路の整備の整備の整備の整備     
                    ○○○○河川の整備河川の整備河川の整備河川の整備     
                    ○○○○上上上上水道水道水道水道、、、、下水道下水道下水道下水道の整備の整備の整備の整備     
                            ○○○○消消消消防施防施防施防施設設設設の整備の整備の整備の整備     
                    ○○○○地域地域地域地域コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティの整備の整備の整備の整備     
                    ○○○○砂砂砂砂防施防施防施防施設設設設の整備の整備の整備の整備     

イイイイ    住住住住み良み良み良み良い生活環境い生活環境い生活環境い生活環境づくづくづくづくりとりとりとりと雇雇雇雇用環境の創出用環境の創出用環境の創出用環境の創出    ･･････････････････････････２０･･････２０･･････２０･･････２０     
                    ○○○○定住の定住の定住の定住の促促促促進進進進     
                    ○○○○公共交公共交公共交公共交通通通通のののの確確確確保保保保     
                    ○○○○村の活性化及び村の活性化及び村の活性化及び村の活性化及び企企企企業の業の業の業の誘致誘致誘致誘致         
ⅤⅤⅤⅤ    計画達成のための留意事項計画達成のための留意事項計画達成のための留意事項計画達成のための留意事項     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････２１･･２１･･２１･･２１   
ⅥⅥⅥⅥ    計画達成のための推進体制計画達成のための推進体制計画達成のための推進体制計画達成のための推進体制     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････２１･２１･２１･２１         
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ⅠⅠⅠⅠ    計画作成の意義計画作成の意義計画作成の意義計画作成の意義    

 

１１１１    計画作成の経緯計画作成の経緯計画作成の経緯計画作成の経緯    

    

    奈良県奈良県奈良県奈良県高高高高市郡市郡市郡市郡明日香村明日香村明日香村明日香村はははは、、、、我我我我が国のが国のが国のが国の律令律令律令律令国家体制が国家体制が国家体制が国家体制が初め初め初め初めて形成されたて形成されたて形成されたて形成された時代時代時代時代

ににににおおおおけるけるけるける政治政治政治政治・文化の中心的・文化の中心的・文化の中心的・文化の中心的なななな地域であり、宮跡や地域であり、宮跡や地域であり、宮跡や地域であり、宮跡や寺院寺院寺院寺院跡、古墳とい跡、古墳とい跡、古墳とい跡、古墳といっっっったたたた多多多多

くくくくの遺跡が村内全域にわたの遺跡が村内全域にわたの遺跡が村内全域にわたの遺跡が村内全域にわたっっっって存て存て存て存在在在在し、し、し、し、周辺周辺周辺周辺の自然的人文的環境との自然的人文的環境との自然的人文的環境との自然的人文的環境と一一一一体を体を体を体をなななな

して、古して、古して、古して、古代代代代国家形成の国家形成の国家形成の国家形成の記憶記憶記憶記憶をとをとをとをとどめどめどめどめるるるる他他他他にににに類例類例類例類例を見を見を見を見なななないいいい貴重な貴重な貴重な貴重な歴史的風土を歴史的風土を歴史的風土を歴史的風土を

形成している形成している形成している形成している。。。。     

        ここここのののの貴重な貴重な貴重な貴重な歴史的風土歴史的風土歴史的風土歴史的風土はははは、村民の、村民の、村民の、村民の郷郷郷郷土に対する土に対する土に対する土に対する愛着愛着愛着愛着とととと様々な様々な様々な様々な地地地地元元元元のののの取組取組取組取組、、、、

そして村民がそして村民がそして村民がそして村民が種々種々種々種々の制の制の制の制約約約約をををを甘受甘受甘受甘受するするするするこここことにより、とにより、とにより、とにより、概ね良好概ね良好概ね良好概ね良好に保存されてきたに保存されてきたに保存されてきたに保存されてきた。。。。            

ししししかかかかし、し、し、し、昭和昭和昭和昭和４０４０４０４０年代年代年代年代に入るとに入るとに入るとに入ると ､､､､開発の開発の開発の開発の波波波波が明日香村が明日香村が明日香村が明日香村周辺周辺周辺周辺ににににままままで及で及で及で及ぶぶぶぶにににに至至至至

り、住民生活の向上をり、住民生活の向上をり、住民生活の向上をり、住民生活の向上を図図図図りつつ、歴史的風土及び文化財の保存･活用に資すりつつ、歴史的風土及び文化財の保存･活用に資すりつつ、歴史的風土及び文化財の保存･活用に資すりつつ、歴史的風土及び文化財の保存･活用に資す

るたるたるたるためめめめ、、、、昭和昭和昭和昭和４５４５４５４５年年年年に、「飛鳥地方にに、「飛鳥地方にに、「飛鳥地方にに、「飛鳥地方におおおおける歴史的風土及び文化財の保存等ける歴史的風土及び文化財の保存等ける歴史的風土及び文化財の保存等ける歴史的風土及び文化財の保存等

に関する方策について」がに関する方策について」がに関する方策について」がに関する方策について」が閣議決閣議決閣議決閣議決定され、国営公定され、国営公定され、国営公定され、国営公園園園園のののの設設設設置や置や置や置や周遊歩道周遊歩道周遊歩道周遊歩道の整備、の整備、の整備、の整備、

飛鳥資飛鳥資飛鳥資飛鳥資料館料館料館料館のののの設設設設置等が置等が置等が置等がななななされたされたされたされた。。。。     

    そのそのそのその後後後後、地域住民の理、地域住民の理、地域住民の理、地域住民の理解解解解とととと協力協力協力協力ののののももももとに、とに、とに、とに、貴重な貴重な貴重な貴重な明日香村の歴史的風土を明日香村の歴史的風土を明日香村の歴史的風土を明日香村の歴史的風土を

良好な状良好な状良好な状良好な状態で保存するとと態で保存するとと態で保存するとと態で保存するととももももにににに ､後､後､後､後世に伝えてい世に伝えてい世に伝えてい世に伝えていくこくこくこくこととととはははは、国家的見地、国家的見地、国家的見地、国家的見地かかかからららら

極め極め極め極めてててて重重重重要要要要な課題な課題な課題な課題であるとのであるとのであるとのであるとの認識か認識か認識か認識から、ら、ら、ら、昭和昭和昭和昭和５５５５５５５５年年年年５５５５月月月月、「明日香村に、「明日香村に、「明日香村に、「明日香村におおおおけけけけ

る歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関するる歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関するる歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関するる歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措特別措特別措特別措置法」（置法」（置法」（置法」（以下以下以下以下「明「明「明「明

日香法」とい日香法」とい日香法」とい日香法」という。う。う。う。）が制定された）が制定された）が制定された）が制定された。。。。         

明日香法明日香法明日香法明日香法はははは、土地利用規制による歴史的風土の保存と、「明日香村に、土地利用規制による歴史的風土の保存と、「明日香村に、土地利用規制による歴史的風土の保存と、「明日香村に、土地利用規制による歴史的風土の保存と、「明日香村におおおおけけけけ

る生活環境及び産業基盤の整備等に関する計画」（る生活環境及び産業基盤の整備等に関する計画」（る生活環境及び産業基盤の整備等に関する計画」（る生活環境及び産業基盤の整備等に関する計画」（以下以下以下以下「明日香村整備計画」「明日香村整備計画」「明日香村整備計画」「明日香村整備計画」

といといといという。う。う。う。）、明日香村整備基）、明日香村整備基）、明日香村整備基）、明日香村整備基金金金金等の等の等の等の措措措措置による住民生活の置による住民生活の置による住民生活の置による住民生活の安安安安定向上を定向上を定向上を定向上を主眼主眼主眼主眼にににに

おおおおいた２つの基本いた２つの基本いた２つの基本いた２つの基本政政政政策策策策かかかからららら構構構構成されている成されている成されている成されている。。。。     

    ここここれをれをれをれを受受受受けて、けて、けて、けて、奈良県奈良県奈良県奈良県ででででは昭和は昭和は昭和は昭和５５５５５５５５年度以年度以年度以年度以来、４来、４来、４来、４次次次次にわたり明日香村整備にわたり明日香村整備にわたり明日香村整備にわたり明日香村整備

計画を作成し、計画を作成し、計画を作成し、計画を作成し、奈良県奈良県奈良県奈良県及び明日香村の及び明日香村の及び明日香村の及び明日香村の取組取組取組取組により住民生活をにより住民生活をにより住民生活をにより住民生活を支支支支えるえるえるえる社会社会社会社会基盤基盤基盤基盤

の整備を進の整備を進の整備を進の整備を進めめめめ、住民生活の、住民生活の、住民生活の、住民生活の安安安安定と利定と利定と利定と利便便便便性の向上に性の向上に性の向上に性の向上に大大大大ききききく寄与く寄与く寄与く寄与してきたしてきたしてきたしてきた。。。。     

        第第第第１１１１次次次次明日香村整備計画明日香村整備計画明日香村整備計画明日香村整備計画［昭和［昭和［昭和［昭和５５５５５５５５年度年度年度年度～～～～平平平平成成成成元年度］元年度］元年度］元年度］         

        第第第第２２２２次次次次明日香村整備計画明日香村整備計画明日香村整備計画明日香村整備計画［平［平［平［平成２成２成２成２年度年度年度年度～～～～平平平平成１１成１１成１１成１１年度］年度］年度］年度］     

        第第第第３３３３次次次次明日香村整備計画明日香村整備計画明日香村整備計画明日香村整備計画［平［平［平［平成１２成１２成１２成１２年度年度年度年度～～～～平平平平成２１成２１成２１成２１年度］年度］年度］年度］     

        第第第第４４４４次次次次明日香村整備計画明日香村整備計画明日香村整備計画明日香村整備計画［平［平［平［平成２２成２２成２２成２２年度年度年度年度～～～～令和元年度］令和元年度］令和元年度］令和元年度］     

    



 

2 

 

 第第第第１１１１次次次次明日香村整備計画明日香村整備計画明日香村整備計画明日香村整備計画はははは、、、、各種各種各種各種の規制の規制の規制の規制等によ等によ等によ等によっっっって開発て開発て開発て開発などなどなどなど経経経経済済済済活活活活動動動動のののの停停停停

滞滞滞滞等が等が等が等がももももたらす村財たらす村財たらす村財たらす村財政政政政のののの脆弱脆弱脆弱脆弱さによる行さによる行さによる行さによる行政サ政サ政サ政サーーーービビビビスのスのスのスの低下低下低下低下を防を防を防を防ぐぐぐぐととととととととももももに、に、に、に、

相相相相対的に対的に対的に対的に立遅立遅立遅立遅れの見られる生活環境及び産業基盤の整備等をれの見られる生活環境及び産業基盤の整備等をれの見られる生活環境及び産業基盤の整備等をれの見られる生活環境及び産業基盤の整備等を積極積極積極積極的に推進的に推進的に推進的に推進

するするするするこここことにとにとにとに重重重重点が置点が置点が置点が置かかかかれたれたれたれた。。。。     

    第第第第２２２２次次次次明日香村整備計画明日香村整備計画明日香村整備計画明日香村整備計画はははは、、、、引引引引きききき続続続続き生活環境及び産業基盤の整備等を推き生活環境及び産業基盤の整備等を推き生活環境及び産業基盤の整備等を推き生活環境及び産業基盤の整備等を推

進するとと進するとと進するとと進するととももももに、人口の高に、人口の高に、人口の高に、人口の高齢齢齢齢化等を化等を化等を化等を受受受受け住民がけ住民がけ住民がけ住民が健康健康健康健康でででで豊かな豊かな豊かな豊かな生活を営生活を営生活を営生活を営むこむこむこむことととと

ができるよができるよができるよができるよう各種う各種う各種う各種施施施施設設設設の整備がの整備がの整備がの整備がななななされ、され、され、され、概ね順概ね順概ね順概ね順調調調調なななな事業進事業進事業進事業進捗捗捗捗がががが図図図図られたられたられたられた。。。。     

    第第第第３３３３次次次次明日香村整備計画明日香村整備計画明日香村整備計画明日香村整備計画はははは、高、高、高、高齢齢齢齢化のさら化のさら化のさら化のさらななななる進行、る進行、る進行、る進行、ままままたたたた総総総総人口の人口の人口の人口の減少な減少な減少な減少な

ど､社会ど､社会ど､社会ど､社会情勢等の情勢等の情勢等の情勢等の変変変変化の中で化の中で化の中で化の中で新新新新たたたたな課題な課題な課題な課題に対に対に対に対応応応応するたするたするたするためめめめ、、、、引引引引きききき続続続続き生活環境き生活環境き生活環境き生活環境

等の整備を進等の整備を進等の整備を進等の整備を進めめめめるととるととるととるととももももに、歴史的風土の保存と利活用のに、歴史的風土の保存と利活用のに、歴史的風土の保存と利活用のに、歴史的風土の保存と利活用の両立両立両立両立をををを図図図図り、明日り、明日り、明日り、明日

香村の歴史的風土を創香村の歴史的風土を創香村の歴史的風土を創香村の歴史的風土を創造造造造的に活用する観点的に活用する観点的に活用する観点的に活用する観点かかかから施策を推進したら施策を推進したら施策を推進したら施策を推進した。。。。             

第第第第４４４４次次次次明日香村整備計画で明日香村整備計画で明日香村整備計画で明日香村整備計画ではははは、歴史的風土が、歴史的風土が、歴史的風土が、歴史的風土が概ね良好概ね良好概ね良好概ね良好に保存されているに保存されているに保存されているに保存されているなななな

かかかかで、景観で、景観で、景観で、景観阻害物件阻害物件阻害物件阻害物件等への対等への対等への対等への対処処処処や、地域の自や、地域の自や、地域の自や、地域の自主主主主的・自的・自的・自的・自立立立立的的的的な取組な取組な取組な取組等による歴等による歴等による歴等による歴

史的風土の維持・向上を史的風土の維持・向上を史的風土の維持・向上を史的風土の維持・向上を図っ図っ図っ図ってきたてきたてきたてきた。ま。ま。ま。また、歴史的風土のた、歴史的風土のた、歴史的風土のた、歴史的風土の重重重重要要要要なななな要要要要素素素素であるであるであるである

「農」「農」「農」「農」空空空空間の維持・間の維持・間の維持・間の維持・再再再再生や、歴史展示の推進による明日香の生や、歴史展示の推進による明日香の生や、歴史展示の推進による明日香の生や、歴史展示の推進による明日香の魅力魅力魅力魅力発信等によ発信等によ発信等によ発信等によ

る、観光・交流振興のる、観光・交流振興のる、観光・交流振興のる、観光・交流振興の取組取組取組取組を推進したを推進したを推進したを推進した。。。。     

    

２２２２    計画作成の必要性計画作成の必要性計画作成の必要性計画作成の必要性    

    

    ４４４４次次次次にわたる明日香村整備計画に基にわたる明日香村整備計画に基にわたる明日香村整備計画に基にわたる明日香村整備計画に基づく取組づく取組づく取組づく取組によによによによっっっって、住民生活をて、住民生活をて、住民生活をて、住民生活を支支支支えるえるえるえる

道路道路道路道路、上、上、上、上下水道下水道下水道下水道、都、都、都、都市市市市公公公公園園園園等の基等の基等の基等の基幹幹幹幹的インフ的インフ的インフ的インフララララの整備の整備の整備の整備水準水準水準水準の向上がの向上がの向上がの向上が図図図図られ、られ、られ、られ、

住民生活の住民生活の住民生活の住民生活の安安安安定と利定と利定と利定と利便便便便性の向上に性の向上に性の向上に性の向上に大大大大ききききく寄与く寄与く寄与く寄与してきたしてきたしてきたしてきた。。。。     

    一一一一方、人口方、人口方、人口方、人口減少減少減少減少・・・・少子少子少子少子高高高高齢齢齢齢化の進行が化の進行が化の進行が化の進行が顕著顕著顕著顕著で、で、で、で、平平平平成２９成２９成２９成２９年年年年４４４４月月月月ににににはははは「「「「過疎過疎過疎過疎

地域自地域自地域自地域自立促立促立促立促進進進進特別措特別措特別措特別措置法」に基置法」に基置法」に基置法」に基づく過疎づく過疎づく過疎づく過疎地域に地域に地域に地域に指指指指定された定された定された定された。。。。     

    併せ併せ併せ併せて農業て農業て農業て農業従従従従事者の高事者の高事者の高事者の高齢齢齢齢化・化・化・化・担担担担いいいい手不足手不足手不足手不足によるによるによるによる耕耕耕耕作作作作面積面積面積面積のののの減少減少減少減少やややや耕耕耕耕作作作作放棄放棄放棄放棄

地の地の地の地の増加増加増加増加が進行するととが進行するととが進行するととが進行するととももももに、地域の祭礼行事等に、地域の祭礼行事等に、地域の祭礼行事等に、地域の祭礼行事等も担も担も担も担いいいい手不足手不足手不足手不足により存により存により存により存続続続続のののの

危危危危機に機に機に機に瀕瀕瀕瀕しているしているしているしているもももものがあるのがあるのがあるのがあるなどなどなどなど、歴史的風土の、歴史的風土の、歴史的風土の、歴史的風土の構構構構成要成要成要成要素素素素である農村環である農村環である農村環である農村環境の境の境の境の

悪悪悪悪化や伝化や伝化や伝化や伝統統統統行事の行事の行事の行事の衰退衰退衰退衰退がががが懸懸懸懸念されている念されている念されている念されている。。。。     

    観光に観光に観光に観光に着目着目着目着目すると、すると、すると、すると、近年近年近年近年の観光の観光の観光の観光客数は年客数は年客数は年客数は年間間間間約約約約８０８０８０８０万万万万人人人人程度程度程度程度でででで伸伸伸伸びびびび悩ん悩ん悩ん悩んででででおおおお

り、り、り、り、宿泊宿泊宿泊宿泊者者者者数は近年大数は近年大数は近年大数は近年大幅幅幅幅にににに増加増加増加増加しているしているしているしているもももものの、観光のの、観光のの、観光のの、観光客数客数客数客数にににに占占占占めめめめるるるる宿泊宿泊宿泊宿泊者者者者数数数数

のののの割割割割合は合は合は合は約約約約２２２２％％％％とととと少な少な少な少ないいいい状状状状況況況況にあるにあるにあるにある。ま。ま。ま。また、外国人観光た、外国人観光た、外国人観光た、外国人観光客客客客についてについてについてについてはははは、、、、県県県県全全全全

体と体と体と体と比較比較比較比較してしてしてしてももももインインインインババババウンウンウンウンドドドド需需需需要を要を要を要を取取取取りりりり込込込込めめめめていていていていなななないいいい状状状状況況況況にあるにあるにあるにある。。。。     
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    明日香村の歴史的風土の明日香村の歴史的風土の明日香村の歴史的風土の明日香村の歴史的風土の根根根根幹幹幹幹ををををななななす歴史文化資源の展示についてす歴史文化資源の展示についてす歴史文化資源の展示についてす歴史文化資源の展示についてもももも、、、、多様多様多様多様

なななな歴史文化資源の価値歴史文化資源の価値歴史文化資源の価値歴史文化資源の価値付付付付けがけがけがけが不不不不十十十十分分分分で、情報発信で、情報発信で、情報発信で、情報発信も不足も不足も不足も不足している等、明日香している等、明日香している等、明日香している等、明日香

を訪れるを訪れるを訪れるを訪れる誰誰誰誰ももももが歴史を体感できるが歴史を体感できるが歴史を体感できるが歴史を体感できる状状状状況況況況ににににはなっはなっはなっはなっていていていていなななないいいい。。。。     

    ここここのよのよのよのような状うな状うな状うな状況況況況をををを改善改善改善改善するたするたするたするためめめめににににはははは、、、、引引引引きききき続続続続きききき総合総合総合総合的的的的なななな計画に基計画に基計画に基計画に基づづづづいて計いて計いて計いて計

画的・画的・画的・画的・効率効率効率効率的に事業を推進する的に事業を推進する的に事業を推進する的に事業を推進するこここことが必要であり、明日香法とが必要であり、明日香法とが必要であり、明日香法とが必要であり、明日香法第第第第４４４４条条条条第第第第１１１１項項項項のののの

規定により国土交規定により国土交規定により国土交規定により国土交通大通大通大通大臣臣臣臣かかかから示された「明日香村にら示された「明日香村にら示された「明日香村にら示された「明日香村におおおおける生活環境及び産業ける生活環境及び産業ける生活環境及び産業ける生活環境及び産業

基盤の整備等に関する基本方基盤の整備等に関する基本方基盤の整備等に関する基本方基盤の整備等に関する基本方針針針針」（」（」（」（以下以下以下以下「基本方「基本方「基本方「基本方針針針針」とい」とい」とい」という。う。う。う。）を）を）を）を踏踏踏踏ままままえ地え地え地え地

域活域活域活域活力力力力の向上をの向上をの向上をの向上を図図図図るたるたるたるためめめめ、、、、新新新新たたたたなななな明日香村整備計画を策定する必要がある明日香村整備計画を策定する必要がある明日香村整備計画を策定する必要がある明日香村整備計画を策定する必要がある。。。。    

    

    

ⅡⅡⅡⅡ    計画の性格等計画の性格等計画の性格等計画の性格等    

    

１１１１    計画の性格計画の性格計画の性格計画の性格    

    

    ここここの計画の計画の計画の計画はははは、基本方、基本方、基本方、基本方針針針針に基に基に基に基づづづづき作成するき作成するき作成するき作成するもももものであり、明日香村にのであり、明日香村にのであり、明日香村にのであり、明日香村におおおおける生ける生ける生ける生

活環境及び産業基盤の整備等について、活環境及び産業基盤の整備等について、活環境及び産業基盤の整備等について、活環境及び産業基盤の整備等について、長長長長期的期的期的期的かかかかつつつつ総合総合総合総合的的的的な視な視な視な視点点点点かかかからとらえ、らとらえ、らとらえ、らとらえ、

今今今今後後後後進進進進めめめめるるるるべべべべき施策のき施策のき施策のき施策の大大大大綱綱綱綱を示すを示すを示すを示すもももものであるのであるのであるのである。。。。     

    

２２２２    計画の対象区域計画の対象区域計画の対象区域計画の対象区域    

    

    奈良県奈良県奈良県奈良県高高高高市郡市郡市郡市郡明日香村の全域とする明日香村の全域とする明日香村の全域とする明日香村の全域とする。。。。     

    

３３３３    計画の期間計画の期間計画の期間計画の期間    

    

    ここここの計画の期間の計画の期間の計画の期間の計画の期間はははは、、、、令和令和令和令和２２２２年度か年度か年度か年度からららら令和令和令和令和１１１１１１１１年度ま年度ま年度ま年度までの１０での１０での１０での１０年年年年間とする間とする間とする間とする。。。。    

    たたたただだだだし、事業のし、事業のし、事業のし、事業の種類種類種類種類によによによによっっっっててててはははは、、、、ここここの期間をの期間をの期間をの期間を超超超超えるえるえるえるもももものがあるのがあるのがあるのがある。。。。     
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ⅢⅢⅢⅢ    明日香村の概況明日香村の概況明日香村の概況明日香村の概況    

    

１１１１    位置及び地勢位置及び地勢位置及び地勢位置及び地勢    

    

    明日香村明日香村明日香村明日香村はははは、、、、昭和昭和昭和昭和３１３１３１３１年年年年７７７７月月月月、高、高、高、高市郡市郡市郡市郡阪阪阪阪合合合合村、高村、高村、高村、高市市市市村及び飛鳥村の３村が村及び飛鳥村の３村が村及び飛鳥村の３村が村及び飛鳥村の３村が

合併合併合併合併してしてしてして誕誕誕誕生した生した生した生した総面積約総面積約総面積約総面積約２４２４２４２４ kkkk ㎡㎡㎡㎡の村であり、の村であり、の村であり、の村であり、奈良奈良奈良奈良盆盆盆盆地の地の地の地の南東南東南東南東部部部部に位置し、に位置し、に位置し、に位置し、

大大大大阪阪阪阪市か市か市か市からららら約約約約４０４０４０４０㎞㎞㎞㎞、、、、奈良市か奈良市か奈良市か奈良市からららら約約約約２５２５２５２５㎞㎞㎞㎞のののの圏圏圏圏域にある域にある域にある域にある。。。。     

    村の村の村の村の北西北西北西北西かかかからららら北北北北はははは、、、、畝傍畝傍畝傍畝傍山、山、山、山、耳耳耳耳成山、香成山、香成山、香成山、香久久久久山の山の山の山の大和大和大和大和三三三三山が連山が連山が連山が連ななななるるるる橿橿橿橿原原原原市市市市に、に、に、に、

東東東東は多は多は多は多武峰武峰武峰武峰山山山山系系系系によりによりによりにより桜井桜井桜井桜井市市市市とととと吉吉吉吉野郡野郡野郡野郡吉吉吉吉野野野野町町町町に、に、に、に、南南南南及び及び及び及び西西西西はははは高高高高取取取取山山山山系系系系によりによりによりにより

高高高高市郡市郡市郡市郡高高高高取取取取町町町町に接しているに接しているに接しているに接している。。。。     

    地形上地形上地形上地形上はははは、、、、奈良奈良奈良奈良盆盆盆盆地の地の地の地の南南南南端端端端のののの平平平平地と地と地と地と竜門竜門竜門竜門山地の山地の山地の山地の一部か一部か一部か一部かららららなっなっなっなってててておおおおり、り、り、り、標標標標高高高高

は平は平は平は平地地地地部部部部で９０で９０で９０で９０ｍ前ｍ前ｍ前ｍ前後後後後、山地、山地、山地、山地部部部部でででではははは６００６００６００６００ｍ前ｍ前ｍ前ｍ前後後後後にににに達達達達しているしているしているしている。。。。     

    水水水水系系系系はははは、、、、大和大和大和大和川川川川水水水水系系系系にににに属属属属し、飛鳥川、高し、飛鳥川、高し、飛鳥川、高し、飛鳥川、高取取取取川流域で川流域で川流域で川流域で大部分大部分大部分大部分がががが占占占占めめめめられていられていられていられてい

るるるる。。。。     

    

２２２２    人口人口人口人口    

    

    昭和昭和昭和昭和５５５５５５５５年以年以年以年以降降降降平平平平成２成２成２成２年ま年ま年ま年まで国勢調査の対で国勢調査の対で国勢調査の対で国勢調査の対比比比比でででで微微微微増増増増傾傾傾傾向にあ向にあ向にあ向にあっっっった明日香た明日香た明日香た明日香

村の村の村の村の総総総総人口人口人口人口はははは、、、、平平平平成７成７成７成７年年年年国勢調査で国勢調査で国勢調査で国勢調査では減少は減少は減少は減少にににに転転転転じじじじ、、、、平平平平成２成２成２成２年か年か年か年からららら平平平平成２７成２７成２７成２７年年年年

の間での間での間での間ではははは、７、７、７、７，，，，３６３人３６３人３６３人３６３人かかかから５ら５ら５ら５，，，，５２３人へと５２３人へと５２３人へと５２３人へと約約約約２５２５２５２５％％％％減少減少減少減少し、し、し、し、平平平平成２９成２９成２９成２９年年年年

度度度度にににには過疎は過疎は過疎は過疎地域に地域に地域に地域に指指指指定された定された定された定された。。。。     

    年齢別年齢別年齢別年齢別人口人口人口人口はははは、６５、６５、６５、６５歳歳歳歳以以以以上人口が上人口が上人口が上人口が年々増加年々増加年々増加年々増加し、そのし、そのし、そのし、その総総総総人口に人口に人口に人口に占占占占めめめめるるるる割割割割合は合は合は合は、、、、

昭和昭和昭和昭和５５５５５５５５年年年年が１３が１３が１３が１３．．．．３３３３％％％％で、で、で、で、以以以以降降降降増加増加増加増加のののの一一一一途途途途をたをたをたをたどどどどり、り、り、り、平平平平成２７成２７成２７成２７年年年年ににににはははは全国全国全国全国

平平平平均均均均を９を９を９を９．．．．９９９９ポポポポイント上イント上イント上イント上回回回回る３６る３６る３６る３６．．．．６６６６％％％％にににに達達達達しているしているしているしている。一。一。一。一方、１５方、１５方、１５方、１５歳未満歳未満歳未満歳未満人人人人

口の口の口の口の総総総総人口に人口に人口に人口に占占占占めめめめるるるる割割割割合は合は合は合は、、、、昭和昭和昭和昭和５５５５５５５５年年年年の２０の２０の２０の２０．．．．２２２２％％％％に対し、に対し、に対し、に対し、平平平平成２７成２７成２７成２７年年年年にににに

はははは全国全国全国全国平平平平均均均均を３を３を３を３．．．．２２２２ポポポポイントイントイントイント下下下下回回回回る９る９る９る９．．．．４４４４％％％％とととと大大大大ききききく減少く減少く減少く減少しているしているしているしている。。。。     

    ままままた、た、た、た、平平平平均均均均世世世世帯帯帯帯人人人人員員員員はははは、、、、昭和昭和昭和昭和５５５５５５５５年年年年の４の４の４の４．．．．１６人１６人１６人１６人かかかからららら平平平平成２７成２７成２７成２７年年年年の３の３の３の３．．．．１１１１

０人へと０人へと０人へと０人へと減少減少減少減少してしてしてしておおおおり、り、り、り、少子少子少子少子高高高高齢齢齢齢化が化が化が化が加加加加速速速速するととするととするととするととももももにににに核核核核家家家家族族族族化化化化もももも進進進進んんんんでいでいでいでい

るるるる。。。。     

    産業産業産業産業別別別別就就就就業人口で業人口で業人口で業人口ではははは、全、全、全、全就就就就業者業者業者業者数数数数にににに占占占占めめめめるるるる第第第第３３３３次次次次産業産業産業産業就就就就業者の業者の業者の業者の割割割割合は増加合は増加合は増加合は増加

しているしているしているしている。。。。農林業農林業農林業農林業など第など第など第など第１１１１次次次次産業産業産業産業就就就就業者の業者の業者の業者の割割割割合は合は合は合は、、、、昭和昭和昭和昭和５５５５５５５５年年年年の２１の２１の２１の２１．．．．７７７７％％％％

かかかからららら平平平平成２７成２７成２７成２７年年年年ににににはははは１１１１１１１１．．．．１１１１％％％％とととと大大大大ききききく減少く減少く減少く減少しているしているしているしているもももものの、のの、のの、のの、依依依依然として全然として全然として全然として全

国国国国平平平平均均均均を７を７を７を７．．．．４４４４ポポポポイント上イント上イント上イント上回回回回っっっっているているているている。。。。     
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３３３３    土地利用土地利用土地利用土地利用    

    

①土地利用形態①土地利用形態①土地利用形態①土地利用形態    

明日香村の明日香村の明日香村の明日香村の面積は面積は面積は面積は２２２２，，，，４１０４１０４１０４１０ｈａｈａｈａｈａあり、そあり、そあり、そあり、その土地利用の現の土地利用の現の土地利用の現の土地利用の現況況況況はははは、農地の、農地の、農地の、農地の    

ううううちちちち田は田は田は田は２７２２７２２７２２７２ｈａｈａｈａｈａでででで主主主主にににに平平平平坦坦坦坦部部部部にあり、にあり、にあり、にあり、畑畑畑畑及び樹及び樹及び樹及び樹園園園園地１００地１００地１００地１００ｈａｈａｈａｈａは主は主は主は主とととと    

してしてしてして低低低低いいいい丘陵丘陵丘陵丘陵地に地に地に地に分分分分布布布布しているしているしているしている。。。。山林山林山林山林はははは丘陵丘陵丘陵丘陵地及び山地の地及び山地の地及び山地の地及び山地の大部分大部分大部分大部分であり、であり、であり、であり、

１１１１，，，，３５２３５２３５２３５２ｈａｈａｈａｈａとととと最最最最もももも広い広い広い広い面積面積面積面積をををを占占占占めめめめているているているている。。。。     

    ままままた、た、た、た、宅宅宅宅地地地地はははは９８９８９８９８ｈａｈａｈａｈａで、で、で、で、近近近近鉄鉄鉄鉄飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥駅駅駅駅周辺周辺周辺周辺及び明日香村及び明日香村及び明日香村及び明日香村役場役場役場役場周辺周辺周辺周辺ににににおおおおいいいい    

てててて市市市市街街街街化が化が化が化が図図図図られているられているられているられている程度程度程度程度で、で、で、で、他は他は他は他は集落形態で集落形態で集落形態で集落形態で分分分分布布布布しているしているしているしている。。。。     

            

        ②土地利用規制②土地利用規制②土地利用規制②土地利用規制    

            明日香村に明日香村に明日香村に明日香村におおおおいていていていてはははは、都、都、都、都市市市市計画法、農業振興地域の整備に関する法計画法、農業振興地域の整備に関する法計画法、農業振興地域の整備に関する法計画法、農業振興地域の整備に関する法律律律律、、、、

森森森森林法林法林法林法などなどなどなどによる土地利用規制にによる土地利用規制にによる土地利用規制にによる土地利用規制に加加加加え、歴史的風土の保存をえ、歴史的風土の保存をえ、歴史的風土の保存をえ、歴史的風土の保存を図図図図るたるたるたるためめめめ、古、古、古、古

都に都に都に都におおおおける歴史的ける歴史的ける歴史的ける歴史的風土の保存に関する風土の保存に関する風土の保存に関する風土の保存に関する特別措特別措特別措特別措置法（置法（置法（置法（以下以下以下以下「古都保存法」と「古都保存法」と「古都保存法」と「古都保存法」と

いいいいう。う。う。う。）、明日香法、明日香村風）、明日香法、明日香村風）、明日香法、明日香村風）、明日香法、明日香村風致致致致地区地区地区地区条条条条例例例例、明日香村景観、明日香村景観、明日香村景観、明日香村景観条条条条例例例例及び文化及び文化及び文化及び文化

財保財保財保財保護護護護法等に基法等に基法等に基法等に基づくづくづくづく厳厳厳厳しい土地利用規制が行われているしい土地利用規制が行われているしい土地利用規制が行われているしい土地利用規制が行われている。。。。     

            ここここのののの結結結結果、明日香村内で果、明日香村内で果、明日香村内で果、明日香村内ではははは無無無無秩序秩序秩序秩序なななな宅宅宅宅地開発等が地開発等が地開発等が地開発等が抑抑抑抑制され、制され、制され、制され、貴重な貴重な貴重な貴重な歴史歴史歴史歴史    

的風土を的風土を的風土を的風土を構構構構成する成する成する成する田園田園田園田園風景等が、風景等が、風景等が、風景等が、今今今今日日日日ままままでででで概ね良好概ね良好概ね良好概ね良好に保存されてきているに保存されてきているに保存されてきているに保存されてきている。。。。    

    

４４４４    文化財文化財文化財文化財    

    

    明日香村内に明日香村内に明日香村内に明日香村内にはははは、飛鳥宮跡、飛鳥京跡苑池等の宮跡、飛鳥、飛鳥宮跡、飛鳥京跡苑池等の宮跡、飛鳥、飛鳥宮跡、飛鳥京跡苑池等の宮跡、飛鳥、飛鳥宮跡、飛鳥京跡苑池等の宮跡、飛鳥寺寺寺寺跡、川原跡、川原跡、川原跡、川原寺寺寺寺跡跡跡跡

等の等の等の等の寺寺寺寺跡、跡、跡、跡、石舞台石舞台石舞台石舞台古墳、高松塚古墳、古墳、高松塚古墳、古墳、高松塚古墳、古墳、高松塚古墳、キキキキトトトトララララ古墳等の古墳古墳等の古墳古墳等の古墳古墳等の古墳などなどなどなど、、、、質質質質・・・・量量量量とととともももも

豊かな豊かな豊かな豊かな歴史文化資源が歴史文化資源が歴史文化資源が歴史文化資源が数多く数多く数多く数多く存存存存在在在在しているしているしているしている。。。。         

    ここここののののううううちちちち、文化財保、文化財保、文化財保、文化財保護護護護法により２１法により２１法により２１法により２１件件件件が史跡が史跡が史跡が史跡指指指指定されて定されて定されて定されておおおおり、り、り、り、特別特別特別特別史跡で史跡で史跡で史跡で

あるあるあるある石舞台石舞台石舞台石舞台古墳、高松塚古墳及び古墳、高松塚古墳及び古墳、高松塚古墳及び古墳、高松塚古墳及びキキキキトトトトララララ古墳について古墳について古墳について古墳についてはははは、国営飛鳥歴史公、国営飛鳥歴史公、国営飛鳥歴史公、国営飛鳥歴史公園園園園

内に内に内に内におおおおいて保存・整備がいて保存・整備がいて保存・整備がいて保存・整備がななななされているされているされているされている。ま。ま。ま。また、飛鳥京跡苑池についてた、飛鳥京跡苑池についてた、飛鳥京跡苑池についてた、飛鳥京跡苑池についてはははは、、、、名名名名

勝勝勝勝ににににも指も指も指も指定されている定されている定されている定されている。。。。     

    有形文化財の有形文化財の有形文化財の有形文化財のううううちちちち３３３３件件件件が国宝にが国宝にが国宝にが国宝に指指指指定されて定されて定されて定されておおおおり、２０り、２０り、２０り、２０件件件件がががが重重重重要文化財に要文化財に要文化財に要文化財に指指指指

定されている定されている定されている定されている。。。。建建建建造物造物造物造物としてとしてとしてとしてはははは、、、、重重重重要文化財の要文化財の要文化財の要文化財の於美阿志神於美阿志神於美阿志神於美阿志神社社社社石塔婆石塔婆石塔婆石塔婆、、、、岡岡岡岡寺寺寺寺書書書書

院院院院・・・・仁王門仁王門仁王門仁王門等があり、等があり、等があり、等があり、美美美美術術術術工工工工芸芸芸芸品品品品としてとしてとしてとしてはははは高松塚古墳壁画、高松塚古墳壁画、高松塚古墳壁画、高松塚古墳壁画、キキキキトトトトララララ古墳壁画古墳壁画古墳壁画古墳壁画

が国宝にが国宝にが国宝にが国宝に指指指指定されている定されている定されている定されているほほほほかかかか、、、、仏像仏像仏像仏像等として等として等として等としてはははは国宝の国宝の国宝の国宝の木木木木心心心心乾漆義淵僧乾漆義淵僧乾漆義淵僧乾漆義淵僧正正正正坐像坐像坐像坐像

ををををはじめ多くはじめ多くはじめ多くはじめ多くのののの重重重重要文化財が要文化財が要文化財が要文化財が岡岡岡岡寺寺寺寺、、、、橘橘橘橘寺寺寺寺、飛鳥、飛鳥、飛鳥、飛鳥寺寺寺寺、川原、川原、川原、川原寺寺寺寺等に等に等に等に所所所所在在在在しているしているしているしている。。。。     
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５５５５    観光観光観光観光    

    

    明日香村を訪れる観光明日香村を訪れる観光明日香村を訪れる観光明日香村を訪れる観光客数は客数は客数は客数は、高松塚古墳壁画が発見された、高松塚古墳壁画が発見された、高松塚古墳壁画が発見された、高松塚古墳壁画が発見された後後後後、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるる

飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥ブブブブーーーームムムムととととなっなっなっなったたたた昭和昭和昭和昭和５０５０５０５０年代年代年代年代ののののピピピピーーーークククク時時時時にににには年は年は年は年間間間間約約約約１８０１８０１８０１８０万万万万人を人を人を人を越越越越ええええ

ていたが、国営飛鳥歴史公ていたが、国営飛鳥歴史公ていたが、国営飛鳥歴史公ていたが、国営飛鳥歴史公園園園園の開の開の開の開園園園園、飛鳥池、飛鳥池、飛鳥池、飛鳥池工房工房工房工房遺跡の発見、遺跡の発見、遺跡の発見、遺跡の発見、キキキキトトトトララララ古墳の古墳の古墳の古墳の

壁画発見、壁画発見、壁画発見、壁画発見、酒船石酒船石酒船石酒船石遺跡の遺跡の遺跡の遺跡の亀亀亀亀形形形形石石石石造物造物造物造物の発見の発見の発見の発見などなどなどなどのののの直直直直後後後後ににににおおおおける観光ける観光ける観光ける観光客数客数客数客数のののの一一一一

時時時時的的的的な増加な増加な増加な増加をををを除除除除き、そのき、そのき、そのき、その後は減少後は減少後は減少後は減少のののの一一一一途途途途をたをたをたをたどどどどり、り、り、り、近年近年近年近年ででででは約は約は約は約８０８０８０８０万万万万人人人人前前前前後後後後

で推で推で推で推移移移移しているしているしているしている。。。。     

    観光観光観光観光客客客客数数数数にににに占占占占めめめめるるるる宿泊宿泊宿泊宿泊者者者者数数数数のののの割割割割合合合合は約は約は約は約２２２２％％％％とととと少なく少なく少なく少なく、観光による地域振興、観光による地域振興、観光による地域振興、観光による地域振興

の基盤が整の基盤が整の基盤が整の基盤が整っっっっていていていているとるとるとるとははははいえいえいえいえなななないが、農家民いが、農家民いが、農家民いが、農家民泊泊泊泊等の等の等の等の取組取組取組取組によりによりによりにより宿泊宿泊宿泊宿泊者者者者数は増数は増数は増数は増

加加加加傾傾傾傾向にある向にある向にある向にある。。。。     

    村内を訪れる外国人訪村内を訪れる外国人訪村内を訪れる外国人訪村内を訪れる外国人訪問問問問客数は県客数は県客数は県客数は県内外国人訪内外国人訪内外国人訪内外国人訪問問問問客数客数客数客数に対しに対しに対しに対し約約約約１１１１％％％％ににににもももも満満満満

たたたたなななないいいい状状状状況況況況であるが、であるが、であるが、であるが、平平平平成２４成２４成２４成２４年か年か年か年からららら平平平平成２９成２９成２９成２９年年年年の５の５の５の５年年年年間で、間で、間で、間で、奈良県奈良県奈良県奈良県全体で全体で全体で全体で

は約は約は約は約７７７７倍倍倍倍にににに増加増加増加増加してしてしてしておおおおり、明日香村にり、明日香村にり、明日香村にり、明日香村におおおおいていていていてももももインインインインババババウンウンウンウンドドドド需需需需要の要の要の要の増加増加増加増加のののの可可可可

能性能性能性能性もももも見見見見込込込込ままままれるれるれるれる。。。。     

    ままままた、明日香村の観光施た、明日香村の観光施た、明日香村の観光施た、明日香村の観光施設設設設ののののううううちちちち、、、、平平平平成３０成３０成３０成３０年度年度年度年度の観光の観光の観光の観光客数は客数は客数は客数は「「「「石舞台石舞台石舞台石舞台古古古古

墳」が墳」が墳」が墳」が約約約約２０２０２０２０万万万万人、人、人、人、キキキキトトトトララララ古墳や「古墳や「古墳や「古墳や「四神四神四神四神のののの館館館館」のある国営飛鳥歴史公」のある国営飛鳥歴史公」のある国営飛鳥歴史公」のある国営飛鳥歴史公園園園園キキキキトトトト

ララララ古墳古墳古墳古墳周辺周辺周辺周辺地区が地区が地区が地区が約約約約１６１６１６１６万万万万人と人と人と人となっなっなっなってててておおおおり、り、り、り、特特特特に「に「に「に「石舞台石舞台石舞台石舞台古墳」について古墳」について古墳」について古墳」についてはははは

観光観光観光観光客客客客全体の全体の全体の全体の約約約約２５２５２５２５％％％％をををを占占占占めめめめているているているている。こ。こ。こ。こののののほほほほかかかか、、、、県立万県立万県立万県立万葉葉葉葉文化文化文化文化館館館館、高松塚古、高松塚古、高松塚古、高松塚古

墳壁画墳壁画墳壁画墳壁画館など館など館など館などがががが主主主主要要要要なななな観光施観光施観光施観光施設設設設として利用されているとして利用されているとして利用されているとして利用されている。。。。     
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ⅣⅣⅣⅣ    整備計画整備計画整備計画整備計画    

    

１１１１    整備計画の基本理念整備計画の基本理念整備計画の基本理念整備計画の基本理念    

    

    ６世６世６世６世紀末紀末紀末紀末かかかから７世ら７世ら７世ら７世紀末紀末紀末紀末ににににかかかかけてのけてのけてのけての約約約約１００１００１００１００年年年年の間、の間、の間、の間、おおむねおおむねおおむねおおむね明日香村の区明日香村の区明日香村の区明日香村の区

域内に域内に域内に域内におおおおいて都が営いて都が営いて都が営いて都が営ままままれたれたれたれた。ま。ま。ま。またたたたここここの地での地での地での地で律令律令律令律令がががが初め初め初め初めてててて編纂編纂編纂編纂されるされるされるされるなどなどなどなど、明、明、明、明

日香村日香村日香村日香村は我は我は我は我が国の古が国の古が国の古が国の古代代代代国家体制が形成された地であるとと国家体制が形成された地であるとと国家体制が形成された地であるとと国家体制が形成された地であるととももももに、中国やに、中国やに、中国やに、中国や朝鮮朝鮮朝鮮朝鮮

半島半島半島半島などなどなどなど東東東東アジア文化のアジア文化のアジア文化のアジア文化の影響影響影響影響をををを受受受受け飛鳥文化が開け飛鳥文化が開け飛鳥文化が開け飛鳥文化が開花花花花した地域であるした地域であるした地域であるした地域である。。。。明日香明日香明日香明日香

の価値の価値の価値の価値はまはまはまはまさにさにさにさにここここの歴史そのの歴史そのの歴史そのの歴史そのもももものであり、歴史のであり、歴史のであり、歴史のであり、歴史愛好愛好愛好愛好家家家家だだだだけでけでけでけでなくなくなくなく、明日香村、明日香村、明日香村、明日香村

を訪れたを訪れたを訪れたを訪れた誰誰誰誰ももももがその価値を体感しがその価値を体感しがその価値を体感しがその価値を体感し回想回想回想回想するするするするこここことができるよとができるよとができるよとができるようううう、明日香に、明日香に、明日香に、明日香におおおおけけけけ

る歴史展示の推進をる歴史展示の推進をる歴史展示の推進をる歴史展示の推進を図図図図るるるるこここことが必要であるとが必要であるとが必要であるとが必要である。。。。     

    ままままた、歴史文化資源とた、歴史文化資源とた、歴史文化資源とた、歴史文化資源と周辺周辺周辺周辺の環境がの環境がの環境がの環境が一一一一体と体と体と体となっなっなっなったたたた他他他他にににに類例類例類例類例を見を見を見を見なななないいいい貴重な貴重な貴重な貴重な

明日香村の歴史的風土について明日香村の歴史的風土について明日香村の歴史的風土について明日香村の歴史的風土についてはははは、明日香法等の規制により、明日香法等の規制により、明日香法等の規制により、明日香法等の規制により概ね良好概ね良好概ね良好概ね良好にににに守守守守らららら

れてきたが、人口れてきたが、人口れてきたが、人口れてきたが、人口減少減少減少減少やややや少子少子少子少子高高高高齢齢齢齢化、農林業を化、農林業を化、農林業を化、農林業をはじめはじめはじめはじめとする地域産業のとする地域産業のとする地域産業のとする地域産業の伸伸伸伸びびびび

悩悩悩悩みみみみ、村の財、村の財、村の財、村の財政政政政基盤の基盤の基盤の基盤の脆弱脆弱脆弱脆弱等の等の等の等の課題課題課題課題がががが深刻深刻深刻深刻化する中で、化する中で、化する中で、化する中で、多様な主多様な主多様な主多様な主体が体が体が体が相相相相互互互互にににに

連連連連携携携携ししししなななながらがらがらがら新新新新たたたたな取組な取組な取組な取組をををを積極積極積極積極的に的に的に的に導導導導入・推進する入・推進する入・推進する入・推進するこここことで、とで、とで、とで、我我我我が国が世界にが国が世界にが国が世界にが国が世界に

誇誇誇誇るるるるべべべべき歴史的風土を保存するのき歴史的風土を保存するのき歴史的風土を保存するのき歴史的風土を保存するのみなみなみなみなららららずずずず、さらに、さらに、さらに、さらに大大大大ききききくくくく花花花花開開開開かせかせかせかせ、、、、次次次次世世世世代代代代

へとへとへとへと引引引引き継いでいき継いでいき継いでいき継いでいくこくこくこくことが必要であるとが必要であるとが必要であるとが必要である。。。。     

    ここここのたのたのたのためめめめににににはははは、明日香村の歴史的風土が、、明日香村の歴史的風土が、、明日香村の歴史的風土が、、明日香村の歴史的風土が、長長長長い歴史の中でい歴史の中でい歴史の中でい歴史の中で重重重重層層層層的に的に的に的に育ま育ま育ま育まれれれれ

てきたてきたてきたてきた多様な多様な多様な多様な歴史文化資源歴史文化資源歴史文化資源歴史文化資源かかかかららららななななり、り、り、り、ここここれらがれらがれらがれらが一度一度一度一度にににに揃揃揃揃うううう地域地域地域地域はははは非非非非常常常常にににに希希希希有有有有

なななな存存存存在在在在であるであるであるであるこここことをとをとをとを再再再再評評評評価した上で、国内外への価した上で、国内外への価した上で、国内外への価した上で、国内外への訴求訴求訴求訴求力力力力を高を高を高を高めめめめるたるたるたるためめめめ、、、、個個個個別別別別

の歴史文化資源を有機的に連の歴史文化資源を有機的に連の歴史文化資源を有機的に連の歴史文化資源を有機的に連携携携携ささささせせせせ、明日香の、明日香の、明日香の、明日香の特特特特色色色色を活を活を活を活かかかかした保存・活用施した保存・活用施した保存・活用施した保存・活用施

策を展開する策を展開する策を展開する策を展開するこここことが必要であるとが必要であるとが必要であるとが必要である。。。。そのそのそのその際際際際、明日香村、明日香村、明日香村、明日香村はははは、飛鳥、飛鳥、飛鳥、飛鳥時代時代時代時代のののの政治政治政治政治・文・文・文・文

化の中心地として、化の中心地として、化の中心地として、化の中心地として、東東東東アジアをアジアをアジアをアジアをはじめはじめはじめはじめとした世界との交流をとした世界との交流をとした世界との交流をとした世界との交流を通じ通じ通じ通じてててて新新新新たたたたなななな知知知知

識識識識や技術をや技術をや技術をや技術を積極積極積極積極的に的に的に的に取取取取り入れるり入れるり入れるり入れるこここことで、とで、とで、とで、律令律令律令律令国家体制の基国家体制の基国家体制の基国家体制の基礎礎礎礎がががが築か築か築か築かれるととれるととれるととれるとと

ももももにににに多様な多様な多様な多様な文化が発展した地であり、村全域に文化が発展した地であり、村全域に文化が発展した地であり、村全域に文化が発展した地であり、村全域に分分分分布布布布する歴史文化資源や現する歴史文化資源や現する歴史文化資源や現する歴史文化資源や現在在在在

ににににままままで継承されてきた祭礼行事で継承されてきた祭礼行事で継承されてきた祭礼行事で継承されてきた祭礼行事などなどなどなどをををを通じ通じ通じ通じて、そのて、そのて、そのて、そのこここことが感とが感とが感とが感じ取じ取じ取じ取れるよれるよれるよれるようなうなうなうな

施策を展開す施策を展開す施策を展開す施策を展開すべべべべきであるきであるきであるきである。。。。     

    ままままた、明日香村の歴史的風土のた、明日香村の歴史的風土のた、明日香村の歴史的風土のた、明日香村の歴史的風土の重重重重要要要要な構な構な構な構成要成要成要成要素素素素である農村環境や農林業とである農村環境や農林業とである農村環境や農林業とである農村環境や農林業と

密密密密接に関接に関接に関接に関係係係係する地域の祭礼行事する地域の祭礼行事する地域の祭礼行事する地域の祭礼行事はははは、、、、今今今今日的に日的に日的に日的にはははは観光振興や村民の観光振興や村民の観光振興や村民の観光振興や村民の誇誇誇誇りのりのりのりの醸醸醸醸成成成成

ににににもももも資する資する資する資するこここことにとにとにとに鑑鑑鑑鑑みみみみ、農林業等を、農林業等を、農林業等を、農林業等を通じ通じ通じ通じた農村環境のた農村環境のた農村環境のた農村環境の動動動動的的的的なななな保存や、地域の保存や、地域の保存や、地域の保存や、地域の

祭礼行事の継承・活発化に向けた施策を展開する祭礼行事の継承・活発化に向けた施策を展開する祭礼行事の継承・活発化に向けた施策を展開する祭礼行事の継承・活発化に向けた施策を展開するこここことが必要であるとが必要であるとが必要であるとが必要である。。。。     
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    さらに、明日香村の歴史的風土を持さらに、明日香村の歴史的風土を持さらに、明日香村の歴史的風土を持さらに、明日香村の歴史的風土を持続続続続可可可可能能能能なななな形で形で形で形で未未未未来への継承を来への継承を来への継承を来への継承を図図図図るたるたるたるためめめめ、、、、

村民の定住・村民の定住・村民の定住・村民の定住・移移移移住しやすい環境整備を住しやすい環境整備を住しやすい環境整備を住しやすい環境整備を通じ通じ通じ通じた「住た「住た「住た「住んんんんでよし」「でよし」「でよし」「でよし」「働働働働いてよし」いてよし」いてよし」いてよし」

「訪れてよし」の地域「訪れてよし」の地域「訪れてよし」の地域「訪れてよし」の地域づくづくづくづくりに向けて、明日香村の現りに向けて、明日香村の現りに向けて、明日香村の現りに向けて、明日香村の現状状状状に対に対に対に対応応応応した生活インした生活インした生活インした生活イン

フフフフララララの整備や住の整備や住の整備や住の整備や住ままままいのいのいのいの確確確確保に保に保に保に加加加加え、農業え、農業え、農業え、農業・観光業の基・観光業の基・観光業の基・観光業の基幹幹幹幹産業化・成産業化・成産業化・成産業化・成長長長長産業化産業化産業化産業化

によるによるによるによる雇雇雇雇用用用用拡大拡大拡大拡大や地域経や地域経や地域経や地域経済済済済活性化に向けた施策を展開する活性化に向けた施策を展開する活性化に向けた施策を展開する活性化に向けた施策を展開するこここことが必要であとが必要であとが必要であとが必要であ

るるるる。。。。     

    第第第第５５５５次次次次明日香村整備計画の作成に明日香村整備計画の作成に明日香村整備計画の作成に明日香村整備計画の作成に当当当当たたたたっっっっててててはははは、、、、過年度ま過年度ま過年度ま過年度までのでのでのでの取組取組取組取組の進の進の進の進捗状捗状捗状捗状

況況況況や明日香村をや明日香村をや明日香村をや明日香村を取取取取りりりり巻巻巻巻く社会く社会く社会く社会情勢の情勢の情勢の情勢の変変変変化を化を化を化を踏踏踏踏ままままえるえるえるえるほほほほかかかか、、、、令和令和令和令和のののの時代時代時代時代ににににおおおおけけけけ

るるるる社会社会社会社会のイのイのイのイノベノベノベノベーーーーショショショションの進展等を見ンの進展等を見ンの進展等を見ンの進展等を見据据据据えて、明日香村のえて、明日香村のえて、明日香村のえて、明日香村の将将将将来来来来像像像像のののの具具具具現化を現化を現化を現化を

図図図図るたるたるたるためめめめのののの取組取組取組取組を本計画に位置を本計画に位置を本計画に位置を本計画に位置づづづづけ、国、け、国、け、国、け、国、県県県県、村の、村の、村の、村のほほほほかかかか、民間事業者や関、民間事業者や関、民間事業者や関、民間事業者や関係係係係

団団団団体との連体との連体との連体との連携も図携も図携も図携も図りりりりなななながら共がら共がら共がら共通通通通のののの指指指指針針針針として機能さとして機能さとして機能さとして機能させせせせるるるるこここことが必要であるとが必要であるとが必要であるとが必要である。。。。    

    なおなおなおなお、、、、ここここれられられられら取組取組取組取組を進を進を進を進めめめめるにあたるにあたるにあたるにあたっっっっててててはははは、住民、住民、住民、住民参参参参画の推進とと画の推進とと画の推進とと画の推進ととももももに国民に国民に国民に国民のののの

理理理理解解解解・・・・協力協力協力協力とととと参加参加参加参加、、、、ままままた、地域の自た、地域の自た、地域の自た、地域の自主主主主的・自的・自的・自的・自立立立立的的的的な取組な取組な取組な取組がががが重重重重要である要である要である要である。。。。     

    ここここれらのれらのれらのれらの取組取組取組取組により、村民が住により、村民が住により、村民が住により、村民が住むむむむよよよよろろろろここここびを感びを感びを感びを感じじじじ、、、、ままままた、村外の方た、村外の方た、村外の方た、村外の方 々々々々が住が住が住が住

みみみみたたたたくなくなくなくなるよるよるよるようなうなうなうな村村村村づくづくづくづくりを行い、明日香村の地域活りを行い、明日香村の地域活りを行い、明日香村の地域活りを行い、明日香村の地域活力力力力向上を向上を向上を向上を図図図図るるるる。。。。     

    

２２２２        整備計画の基本的方向整備計画の基本的方向整備計画の基本的方向整備計画の基本的方向    

    

    明日香村に明日香村に明日香村に明日香村におおおおける生活環境及び産業基盤等の整備にける生活環境及び産業基盤等の整備にける生活環境及び産業基盤等の整備にける生活環境及び産業基盤等の整備に当当当当たたたたっっっっててててはははは、上、上、上、上記記記記の基の基の基の基

本理念及び本理念及び本理念及び本理念及び社会社会社会社会情勢等の情勢等の情勢等の情勢等の変変変変化を化を化を化を踏踏踏踏ままままえ、（１）え、（１）え、（１）え、（１）かかかから（５）の基本的方向性をら（５）の基本的方向性をら（５）の基本的方向性をら（５）の基本的方向性を

考考考考慮し、整備を進慮し、整備を進慮し、整備を進慮し、整備を進めめめめるるるるもももものとするのとするのとするのとする。。。。     

    なおなおなおなお、基本的方向に基、基本的方向に基、基本的方向に基、基本的方向に基づくづくづくづく整備をより整備をより整備をより整備をより一一一一層効層効層効層効果的に進果的に進果的に進果的に進めめめめるたるたるたるためめめめににににはははは、「明、「明、「明、「明

日香の価値の理日香の価値の理日香の価値の理日香の価値の理解解解解をををを通じ通じ通じ通じて、明日香村の歴史的風土を保全するて、明日香村の歴史的風土を保全するて、明日香村の歴史的風土を保全するて、明日香村の歴史的風土を保全する意義意義意義意義を国内外を国内外を国内外を国内外

のののの多く多く多く多くの方の方の方の方 々々々々に理に理に理に理解解解解していたしていたしていたしていただだだだくこくこくこくこと」がと」がと」がと」が最最最最も重も重も重も重要である要である要である要である。。。。     

    ここここののののここここととととかかかから、ら、ら、ら、今回今回今回今回の明日香村整備計画にの明日香村整備計画にの明日香村整備計画にの明日香村整備計画におおおおいていていていてはははは、関、関、関、関係係係係者が者が者が者が一一一一丸丸丸丸ととととなっなっなっなっ

て、「飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群」の世界遺産登録を進て、「飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群」の世界遺産登録を進て、「飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群」の世界遺産登録を進て、「飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群」の世界遺産登録を進めめめめる中で、る中で、る中で、る中で、

専門専門専門専門家の家の家の家の意意意意見見見見もももも伺伺伺伺いいいいなななながら「明日香のがら「明日香のがら「明日香のがら「明日香の顕著な顕著な顕著な顕著な普遍普遍普遍普遍的価値を明ら的価値を明ら的価値を明ら的価値を明らかかかかにし、そのにし、そのにし、そのにし、その

価値をわ価値をわ価値をわ価値をわかかかかりやすりやすりやすりやすくくくくストーリー性をストーリー性をストーリー性をストーリー性をもっもっもっもって発信するて発信するて発信するて発信するここここと」をと」をと」をと」を最最最最重重重重要要要要課題課題課題課題とし、とし、とし、とし、

世界遺産登録の実現を世界遺産登録の実現を世界遺産登録の実現を世界遺産登録の実現をはじめはじめはじめはじめ、世界遺産にふさわし、世界遺産にふさわし、世界遺産にふさわし、世界遺産にふさわしい整備を進い整備を進い整備を進い整備を進めめめめるるるるもももものとすのとすのとすのとす

るるるる。。。。     

        



 

9 

 

（１）国家基盤が形成された明日香の地にふさわしい歴史展示の推進（１）国家基盤が形成された明日香の地にふさわしい歴史展示の推進（１）国家基盤が形成された明日香の地にふさわしい歴史展示の推進（１）国家基盤が形成された明日香の地にふさわしい歴史展示の推進    

    

明日香村の歴史的風土の明日香村の歴史的風土の明日香村の歴史的風土の明日香村の歴史的風土の根根根根幹幹幹幹ををををななななす歴史文化資源の展示のあり方につす歴史文化資源の展示のあり方につす歴史文化資源の展示のあり方につす歴史文化資源の展示のあり方につ    

いていていていてはははは、明日香の歴史的価値を、明日香の歴史的価値を、明日香の歴史的価値を、明日香の歴史的価値を多様な多様な多様な多様な来訪者が全体来訪者が全体来訪者が全体来訪者が全体像像像像を理を理を理を理解解解解できるよできるよできるよできるようううう、、、、    

国・国・国・国・県県県県・明日香村の・明日香村の・明日香村の・明日香村の既既既既存施存施存施存施設設設設が連が連が連が連携携携携しししし、ストーリー性のある歴史展示の実、ストーリー性のある歴史展示の実、ストーリー性のある歴史展示の実、ストーリー性のある歴史展示の実    

現を現を現を現を図図図図るととるととるととるととももももにににに、、、、現地での説明現地での説明現地での説明現地での説明も担うも担うも担うも担う飛鳥の飛鳥の飛鳥の飛鳥の魅力魅力魅力魅力を発信できる人を発信できる人を発信できる人を発信できる人材材材材の発の発の発の発    

掘と掘と掘と掘と育育育育成を成を成を成を図図図図るるるる。。。。             

ままままた、た、た、た、明日香村の歴史や歴史的風土の全体明日香村の歴史や歴史的風土の全体明日香村の歴史や歴史的風土の全体明日香村の歴史や歴史的風土の全体像像像像についてについてについてについてテテテテーマやストーリーマやストーリーマやストーリーマやストーリ    

ーーーー設設設設定を行い、村内全域に点定を行い、村内全域に点定を行い、村内全域に点定を行い、村内全域に点在在在在する歴史文化資源について、関する歴史文化資源について、関する歴史文化資源について、関する歴史文化資源について、関係係係係機関が連機関が連機関が連機関が連    

携携携携した活用・保存を行い、した活用・保存を行い、した活用・保存を行い、した活用・保存を行い、相相相相互互互互のののの結結結結びつきをびつきをびつきをびつきを意意意意識識識識した上で、文化財の防災した上で、文化財の防災した上で、文化財の防災した上で、文化財の防災    

対策に対策に対策に対策にもももも留意留意留意留意ししししなななながら明日香の歴史展示を推進するがら明日香の歴史展示を推進するがら明日香の歴史展示を推進するがら明日香の歴史展示を推進するこここことが必要であるとが必要であるとが必要であるとが必要である。。。。     

            個個個個 々々々々の歴史文化資源についての歴史文化資源についての歴史文化資源についての歴史文化資源についてもももも、その、その、その、その概概概概要や明日香村の歴史全体の中で要や明日香村の歴史全体の中で要や明日香村の歴史全体の中で要や明日香村の歴史全体の中で    

の位置の位置の位置の位置づづづづけを、現地でわけを、現地でわけを、現地でわけを、現地でわかかかかりやすりやすりやすりやすく解く解く解く解説・展示する説・展示する説・展示する説・展示するこここことが必要であるとが必要であるとが必要であるとが必要である。。。。     

併せ併せ併せ併せて、明日香村の歴史文化資源の計画的調査を行て、明日香村の歴史文化資源の計画的調査を行て、明日香村の歴史文化資源の計画的調査を行て、明日香村の歴史文化資源の計画的調査を行うこうこうこうことにより、明日とにより、明日とにより、明日とにより、明日    

香村の歴史的風土香村の歴史的風土香村の歴史的風土香村の歴史的風土はははは、古墳や遺跡とい、古墳や遺跡とい、古墳や遺跡とい、古墳や遺跡といっっっった古た古た古た古代代代代のののの貴重な貴重な貴重な貴重な歴史文化資源を中歴史文化資源を中歴史文化資源を中歴史文化資源を中    

心として、飛鳥心として、飛鳥心として、飛鳥心として、飛鳥時代以時代以時代以時代以降降降降、連、連、連、連綿綿綿綿とととと培培培培われてわれてわれてわれてきた自然的環境や農村環境、歴きた自然的環境や農村環境、歴きた自然的環境や農村環境、歴きた自然的環境や農村環境、歴    

史的史的史的史的町並町並町並町並みみみみ、祭礼行事等が、祭礼行事等が、祭礼行事等が、祭礼行事等が重重重重層層層層的に的に的に的に積ま積ま積ま積まれてきたれてきたれてきたれてきたこここことによとによとによとによっっっって成りて成りて成りて成り立っ立っ立っ立ってててて    

いるいるいるいるこここことをとをとをとを認識認識認識認識しししし、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県としてその保存と活用をとしてその保存と活用をとしてその保存と活用をとしてその保存と活用を一一一一体的に進体的に進体的に進体的に進めめめめるるるる。。。。     

                ままままた、た、た、た、平平平平成１９成１９成１９成１９年年年年に世界遺産に世界遺産に世界遺産に世界遺産暫暫暫暫定定定定一一一一覧表覧表覧表覧表にににに記記記記載載載載された「飛鳥・藤原の宮された「飛鳥・藤原の宮された「飛鳥・藤原の宮された「飛鳥・藤原の宮    

都とその関連資産群」の世界遺産登録を都とその関連資産群」の世界遺産登録を都とその関連資産群」の世界遺産登録を都とその関連資産群」の世界遺産登録を周辺周辺周辺周辺地域との連地域との連地域との連地域との連携携携携により実現し、により実現し、により実現し、により実現し、    

その価値を世界にその価値を世界にその価値を世界にその価値を世界に訴求訴求訴求訴求するするするするこここことが必要であるとが必要であるとが必要であるとが必要である。。。。     

    

（２）歴史的風土の維持・向上に向けた営農環境の基盤整備及び自然的環境（２）歴史的風土の維持・向上に向けた営農環境の基盤整備及び自然的環境（２）歴史的風土の維持・向上に向けた営農環境の基盤整備及び自然的環境（２）歴史的風土の維持・向上に向けた営農環境の基盤整備及び自然的環境

の保全の保全の保全の保全    

    

                明日香村の歴史的風土明日香村の歴史的風土明日香村の歴史的風土明日香村の歴史的風土はははは、、、、我我我我が国のが国のが国のが国の律令律令律令律令国家の基国家の基国家の基国家の基礎礎礎礎がががが築か築か築か築かれた飛鳥れた飛鳥れた飛鳥れた飛鳥時代時代時代時代     

の歴史文化資源をの歴史文化資源をの歴史文化資源をの歴史文化資源をはじめはじめはじめはじめ、農村環境や自然的環境、農村環境や自然的環境、農村環境や自然的環境、農村環境や自然的環境などなどなどなど長長長長い歴史の中でい歴史の中でい歴史の中でい歴史の中で重重重重層層層層     

的に的に的に的に育ま育ま育ま育まれてきたれてきたれてきたれてきた多様な多様な多様な多様な歴史文化資源歴史文化資源歴史文化資源歴史文化資源かかかかららららななななり、り、り、り、ここここれらがれらがれらがれらが一度一度一度一度にににに揃揃揃揃うううう地域地域地域地域    

はははは非常非常非常非常にににに希希希希有有有有なななな存存存存在在在在であるであるであるである。こ。こ。こ。このよのよのよのようなうなうなうな歴史的風土を歴史的風土を歴史的風土を歴史的風土を将将将将来に来に来に来にも良好なも良好なも良好なも良好な形で形で形で形で    

引引引引き継いでいき継いでいき継いでいき継いでいくくくくたたたためめめめににににはははは、明日香にふさわしい景観の形成の、明日香にふさわしい景観の形成の、明日香にふさわしい景観の形成の、明日香にふさわしい景観の形成のほほほほかかかか、農地の、農地の、農地の、農地の    

維持・維持・維持・維持・再再再再生や樹林地の適生や樹林地の適生や樹林地の適生や樹林地の適切切切切なななな管理が必要である管理が必要である管理が必要である管理が必要である。。。。     
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アアアア    明日香にふさわしい景観の形成明日香にふさわしい景観の形成明日香にふさわしい景観の形成明日香にふさわしい景観の形成    

    

明日香村の歴史的風土の保存について明日香村の歴史的風土の保存について明日香村の歴史的風土の保存について明日香村の歴史的風土の保存についてはははは、古都保存法等の、古都保存法等の、古都保存法等の、古都保存法等の枠枠枠枠組み組み組み組みによりによりによりにより相相相相

当当当当程度程度程度程度のののの効効効効果を上果を上果を上果を上げげげげているているているているもももものの、村民ののの、村民ののの、村民ののの、村民の協力協力協力協力のののの下下下下に歴史的風土・景観をよに歴史的風土・景観をよに歴史的風土・景観をよに歴史的風土・景観をよ

りりりり望望望望まままましいしいしいしい状状状状態で維持態で維持態で維持態で維持するたするたするたするためめめめ、、、、周辺周辺周辺周辺の景観にの景観にの景観にの景観になじまななじまななじまななじまないいいい工工工工作作作作物物物物等の等の等の等の撤去撤去撤去撤去にににに

向けた向けた向けた向けた取組取組取組取組、、、、古都保存法による買入地の適正古都保存法による買入地の適正古都保存法による買入地の適正古都保存法による買入地の適正なななな管理活用に向けた管理活用に向けた管理活用に向けた管理活用に向けた仕仕仕仕組みづく組みづく組みづく組みづく

り、住民、り、住民、り、住民、り、住民、企企企企業や業や業や業やボラボラボラボランンンンティティティティア等との連ア等との連ア等との連ア等との連携携携携による景観保全活による景観保全活による景観保全活による景観保全活動動動動の推進、の推進、の推進、の推進、地域地域地域地域

主導主導主導主導による景観による景観による景観による景観ルルルルーーーールルルルの策定の策定の策定の策定などなどなどなどがががが必要である必要である必要である必要である。。。。     

ここここれらのれらのれらのれらの取組取組取組取組によりによりによりにより““““明日香にふさわしい景観形成明日香にふさわしい景観形成明日香にふさわしい景観形成明日香にふさわしい景観形成””””をををを図図図図るととるととるととるととももももに、に、に、に、貴貴貴貴

重な重な重な重な明日香村の歴史的風土をより明日香村の歴史的風土をより明日香村の歴史的風土をより明日香村の歴史的風土をより良好な良好な良好な良好な形で形で形で形で後後後後世に伝えてい世に伝えてい世に伝えてい世に伝えていく。く。く。く。     

ままままた、民間た、民間た、民間た、民間団団団団体や体や体や体や企企企企業等の民間業等の民間業等の民間業等の民間主主主主体との連体との連体との連体との連携促携促携促携促進進進進などなどなどなど地域の実情を地域の実情を地域の実情を地域の実情を踏踏踏踏ままままええええ

た管理・利活用をた管理・利活用をた管理・利活用をた管理・利活用を図図図図る必要があるる必要があるる必要があるる必要がある。。。。     

                    

イイイイ    農業の活性化農業の活性化農業の活性化農業の活性化    

    

明日香村の農村環境明日香村の農村環境明日香村の農村環境明日香村の農村環境はははは、、、、今今今今日的に明日香らしさや歴史的風土を象日的に明日香らしさや歴史的風土を象日的に明日香らしさや歴史的風土を象日的に明日香らしさや歴史的風土を象徴徴徴徴するするするする重重重重

要要要要なななな要要要要素素素素のののの一一一一つであり、つであり、つであり、つであり、ここここの歴史的風土をの歴史的風土をの歴史的風土をの歴史的風土を将将将将来に来に来に来にも引も引も引も引き継いでいき継いでいき継いでいき継いでいくくくくたたたためめめめににににはははは、、、、

農地の維持・農地の維持・農地の維持・農地の維持・再再再再生や樹林地の適生や樹林地の適生や樹林地の適生や樹林地の適切切切切なななな管理、とりわけ「現管理、とりわけ「現管理、とりわけ「現管理、とりわけ「現状状状状凍結凍結凍結凍結的的的的なななな保存」に保存」に保存」に保存」に

加加加加え、農地や里山等としての利用をえ、農地や里山等としての利用をえ、農地や里山等としての利用をえ、農地や里山等としての利用を通じ通じ通じ通じた「た「た「た「動動動動的的的的なななな保存」が必要である保存」が必要である保存」が必要である保存」が必要である。。。。     

そのたそのたそのたそのためめめめ、明日香村の、明日香村の、明日香村の、明日香村の特特特特性を活性を活性を活性を活かかかかした農林産した農林産した農林産した農林産物物物物のののの栽培栽培栽培栽培やややや販販販販路路路路のののの拡大拡大拡大拡大、６、６、６、６次次次次

産業化等による産業化等による産業化等による産業化等による所得所得所得所得の向上や、高の向上や、高の向上や、高の向上や、高齢齢齢齢化や化や化や化や担担担担いいいい手不足手不足手不足手不足に対に対に対に対応応応応するたするたするたするためめめめのののの省省省省力力力力化、化、化、化、

遊休遊休遊休遊休農地の発生防農地の発生防農地の発生防農地の発生防止止止止のたのたのたのためめめめの農地の流の農地の流の農地の流の農地の流動動動動化、都化、都化、都化、都市市市市との交流による明日香村のとの交流による明日香村のとの交流による明日香村のとの交流による明日香村の

農林業の活性化を、農業農林業の活性化を、農業農林業の活性化を、農業農林業の活性化を、農業従従従従事者等と事者等と事者等と事者等と意意意意見見見見交交交交換換換換を行いを行いを行いを行い戦略戦略戦略戦略的に行的に行的に行的に行っっっっていていていていくこくこくこくことととと

が必要であるが必要であるが必要であるが必要である。。。。     

    

ウウウウ    樹林地の景観のマネジメント樹林地の景観のマネジメント樹林地の景観のマネジメント樹林地の景観のマネジメント    

    

樹林地や林樹林地や林樹林地や林樹林地や林縁部縁部縁部縁部についてについてについてについてはははは所所所所有者等と連有者等と連有者等と連有者等と連携携携携し、景観し、景観し、景観し、景観阻害阻害阻害阻害や集落へや集落へや集落へや集落へ影響影響影響影響を及を及を及を及

ぼぼぼぼすすすす竹竹竹竹林の適正林の適正林の適正林の適正なななな管理と管理と管理と管理と併せ併せ併せ併せ、広、広、広、広葉葉葉葉樹等の樹等の樹等の樹等の植植植植樹による里山景観の創出や樹による里山景観の創出や樹による里山景観の創出や樹による里山景観の創出や獣害獣害獣害獣害

対策に対策に対策に対策にも寄与も寄与も寄与も寄与するするするする緩衝帯緩衝帯緩衝帯緩衝帯のののの設設設設置が必要である置が必要である置が必要である置が必要である。。。。     

        



 

11 

 

（３）歴史的風土の維持・向上に向けた地域の祭礼行事や伝承芸能の継承・（３）歴史的風土の維持・向上に向けた地域の祭礼行事や伝承芸能の継承・（３）歴史的風土の維持・向上に向けた地域の祭礼行事や伝承芸能の継承・（３）歴史的風土の維持・向上に向けた地域の祭礼行事や伝承芸能の継承・

発展発展発展発展    

    

村内全域で営村内全域で営村内全域で営村内全域で営ままままれている地域の祭礼行事や伝承芸能れている地域の祭礼行事や伝承芸能れている地域の祭礼行事や伝承芸能れている地域の祭礼行事や伝承芸能はははは、歴史的風土、歴史的風土、歴史的風土、歴史的風土とととと密密密密     

接接接接なななな関関関関係係係係を持を持を持を持ちちちちなななながら現がら現がら現がら現代ま代ま代ま代まで継承されてきたで継承されてきたで継承されてきたで継承されてきたもももものであり、その継承と発のであり、その継承と発のであり、その継承と発のであり、その継承と発    

展展展展はははは村民の村民の村民の村民の誇誇誇誇りのりのりのりの醸醸醸醸成や観光振興に資する成や観光振興に資する成や観光振興に資する成や観光振興に資するもももものであるのであるのであるのである。。。。     

そのたそのたそのたそのためめめめ、その価値を、その価値を、その価値を、その価値を再再再再評評評評価した上で、調査や価した上で、調査や価した上で、調査や価した上で、調査や記記記記録の保存、録の保存、録の保存、録の保存、郷郷郷郷土土土土学習学習学習学習のののの    

推進、伝推進、伝推進、伝推進、伝統統統統行事への行事への行事への行事への支支支支援援援援などなどなどなどにより、により、により、により、担担担担いいいい手手手手のののの確確確確保・保・保・保・育育育育成を推進する成を推進する成を推進する成を推進する。ま。ま。ま。ま     

た、来訪者にた、来訪者にた、来訪者にた、来訪者に魅力魅力魅力魅力を伝えるたを伝えるたを伝えるたを伝えるためめめめ、祭礼行事を活用した体、祭礼行事を活用した体、祭礼行事を活用した体、祭礼行事を活用した体験型験型験型験型観光の観光の観光の観光の充充充充実等実等実等実等    

のののの新新新新たたたたなななな施策の検討により、観光施策の検討により、観光施策の検討により、観光施策の検討により、観光ココココンンンンテテテテンンンンツツツツ化を化を化を化を図図図図る必要があるる必要があるる必要があるる必要がある。。。。     

さらに、明日香村の風土を活さらに、明日香村の風土を活さらに、明日香村の風土を活さらに、明日香村の風土を活かかかかしししし魅力魅力魅力魅力を発信できる文化芸術振興にを発信できる文化芸術振興にを発信できる文化芸術振興にを発信できる文化芸術振興に係係係係るるるる    

取組取組取組取組の継の継の継の継続続続続・発展等に・発展等に・発展等に・発展等に取取取取りりりり組む組む組む組む必要がある必要がある必要がある必要がある。。。。     

    

（４）国内外の来訪者が明日香らしさを体感できる観光交流の振興（４）国内外の来訪者が明日香らしさを体感できる観光交流の振興（４）国内外の来訪者が明日香らしさを体感できる観光交流の振興（４）国内外の来訪者が明日香らしさを体感できる観光交流の振興    

    

明日香村を訪れる観光明日香村を訪れる観光明日香村を訪れる観光明日香村を訪れる観光客客客客はははは、、、、年年年年間間間間約約約約８０８０８０８０万万万万人で推人で推人で推人で推移移移移してしてしてしておおおおり、り、り、り、昭和昭和昭和昭和５０５０５０５０    

年代年代年代年代半ば半ば半ば半ばののののピピピピーーーークククク時時時時の４５の４５の４５の４５％％％％程度程度程度程度であり、明日香のであり、明日香のであり、明日香のであり、明日香の魅力魅力魅力魅力をををを充分充分充分充分に活に活に活に活かかかかしししし切切切切     

れているとれているとれているとれているとはははは言言言言ええええなななないいいい。こ。こ。こ。このたのたのたのためめめめ、観光、観光、観光、観光客客客客ののののニニニニーーーーズズズズ調査を行い、観光に調査を行い、観光に調査を行い、観光に調査を行い、観光におおおお     

けるけるけるける総合総合総合総合的的的的なななな計画を策定する必要がある計画を策定する必要がある計画を策定する必要がある計画を策定する必要がある。。。。その上で、その上で、その上で、その上で、タタタターーーーゲッゲッゲッゲットをトをトをトを絞絞絞絞っっっったたたた    

的的的的確な確な確な確なＰＰＰＰＲや国内外にＲや国内外にＲや国内外にＲや国内外に訴求訴求訴求訴求力力力力のある観光資源ののある観光資源ののある観光資源ののある観光資源の効効効効果的果的果的果的なななな情報発信情報発信情報発信情報発信など戦など戦など戦など戦     

略略略略的的的的ななななププププロモロモロモロモーーーーショショショションを行い、ンを行い、ンを行い、ンを行い、滞在型滞在型滞在型滞在型・体・体・体・体験型験型験型験型観光の推進及びイン観光の推進及びイン観光の推進及びイン観光の推進及びインババババウンウンウンウン    

ドドドドにににに重重重重点を置いた施策や、点を置いた施策や、点を置いた施策や、点を置いた施策や、オオオオーーーーババババーーーーツツツツーリーリーリーリズズズズムムムム等に等に等に等に留意留意留意留意しつつ、しつつ、しつつ、しつつ、専門専門専門専門家、家、家、家、    

民間民間民間民間団団団団体との連体との連体との連体との連携携携携による体制による体制による体制による体制強強強強化を化を化を化を図図図図り、り、り、り、積極積極積極積極的に推進してい的に推進してい的に推進してい的に推進していくこくこくこくことが必とが必とが必とが必    

要である要である要である要である。。。。     

    

（５）村民が定住できる生活環境基盤の整備（５）村民が定住できる生活環境基盤の整備（５）村民が定住できる生活環境基盤の整備（５）村民が定住できる生活環境基盤の整備    

    

歴史的風土の保存歴史的風土の保存歴史的風土の保存歴史的風土の保存はははは、村民の生活があ、村民の生活があ、村民の生活があ、村民の生活があっっっっててててここここそ成りそ成りそ成りそ成り立立立立つつつつもももものであり、村のであり、村のであり、村のであり、村    

民が定住できる生活環境基盤の整備民が定住できる生活環境基盤の整備民が定住できる生活環境基盤の整備民が定住できる生活環境基盤の整備は極めは極めは極めは極めてててて重重重重要である要である要である要であるここここととととかかかから、ら、ら、ら、道路道路道路道路・・・・    

河川整備や地域防災の河川整備や地域防災の河川整備や地域防災の河川整備や地域防災の強強強強化、地域化、地域化、地域化、地域コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティの拠点整備、上の拠点整備、上の拠点整備、上の拠点整備、上下水道下水道下水道下水道やややや橋橋橋橋     

梁梁梁梁のののの長寿命長寿命長寿命長寿命化化化化などなどなどなどの生活基盤の整備を進の生活基盤の整備を進の生活基盤の整備を進の生活基盤の整備を進めめめめるととるととるととるととももももに、に、に、に、住住住住宅宅宅宅地形成や地形成や地形成や地形成や既既既既存存存存        

住住住住宅宅宅宅の活用による定住の活用による定住の活用による定住の活用による定住促促促促進進進進、、、、二二二二地域地域地域地域居居居居住住住住や交や交や交や交通通通通インフインフインフインフララララの整備にの整備にの整備にの整備に取取取取りりりり組む。組む。組む。組む。    
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さらに、さらに、さらに、さらに、企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致による村内のによる村内のによる村内のによる村内の雇雇雇雇用用用用拡大拡大拡大拡大や産業振興等のや産業振興等のや産業振興等のや産業振興等の取組取組取組取組をををを通じ通じ通じ通じて、て、て、て、    

農業・観光業の基農業・観光業の基農業・観光業の基農業・観光業の基幹幹幹幹産業化等を産業化等を産業化等を産業化等を図図図図り、り、り、り、ハハハハーーーードドドド・・・・ソソソソフトフトフトフト両面か両面か両面か両面からららら今今今今日的日的日的日的なニなニなニなニ     

ーーーーズズズズへの対への対への対への対応応応応にににに留意留意留意留意した整備にした整備にした整備にした整備に取取取取りりりり組む。組む。組む。組む。     

    

３３３３    整備内容整備内容整備内容整備内容    

    

（１）国家基盤が形成された明日香の地にふさわしい歴史展示の推進（１）国家基盤が形成された明日香の地にふさわしい歴史展示の推進（１）国家基盤が形成された明日香の地にふさわしい歴史展示の推進（１）国家基盤が形成された明日香の地にふさわしい歴史展示の推進    

    

アアアア    明日香の歴史を体感できる歴史展示の推進明日香の歴史を体感できる歴史展示の推進明日香の歴史を体感できる歴史展示の推進明日香の歴史を体感できる歴史展示の推進    

    

○明日香の歴史的価値についてのストーリー性のある説明と展示の実現○明日香の歴史的価値についてのストーリー性のある説明と展示の実現○明日香の歴史的価値についてのストーリー性のある説明と展示の実現○明日香の歴史的価値についてのストーリー性のある説明と展示の実現    

                明日香の歴史的価値について、明日香村の明日香の歴史的価値について、明日香村の明日香の歴史的価値について、明日香村の明日香の歴史的価値について、明日香村の多様な多様な多様な多様な来訪者がその全体来訪者がその全体来訪者がその全体来訪者がその全体像像像像をををを            

理理理理解解解解できるよできるよできるよできるようううう、国・、国・、国・、国・県県県県・明日香村の・明日香村の・明日香村の・明日香村の三三三三者の者の者の者の既既既既存施存施存施存施設設設設が連が連が連が連携携携携し、ストーリし、ストーリし、ストーリし、ストーリ    

ー性のある歴史展示の実現をー性のある歴史展示の実現をー性のある歴史展示の実現をー性のある歴史展示の実現を図図図図るるるる。ま。ま。ま。また、現地での説明た、現地での説明た、現地での説明た、現地での説明も担うも担うも担うも担う飛鳥の飛鳥の飛鳥の飛鳥の魅力魅力魅力魅力     

を発信できる人を発信できる人を発信できる人を発信できる人材材材材の発掘との発掘との発掘との発掘と育育育育成を行成を行成を行成を行う。う。う。う。     

    

○ＶＲ・ＡＲ技術やスマートフォンアプリ等を活用した展示等の推進○ＶＲ・ＡＲ技術やスマートフォンアプリ等を活用した展示等の推進○ＶＲ・ＡＲ技術やスマートフォンアプリ等を活用した展示等の推進○ＶＲ・ＡＲ技術やスマートフォンアプリ等を活用した展示等の推進    

ＶＲ・ＡＲ技術を活用し、ＶＲ・ＡＲ技術を活用し、ＶＲ・ＡＲ技術を活用し、ＶＲ・ＡＲ技術を活用し、視視視視覚覚覚覚的に的に的に的に認識認識認識認識できる展示にできる展示にできる展示にできる展示に努努努努めめめめるととるととるととるととももももに、に、に、に、    

歴史展示アプリ歴史展示アプリ歴史展示アプリ歴史展示アプリケケケケーーーーショショショションンンンなどなどなどなどを制作するを制作するを制作するを制作するこここことにより、ストーリー性をとにより、ストーリー性をとにより、ストーリー性をとにより、ストーリー性を構構構構     

築築築築し、明日香村全体にし、明日香村全体にし、明日香村全体にし、明日香村全体におおおおける位置ける位置ける位置ける位置付付付付けやけやけやけや周辺周辺周辺周辺遺跡との関連性がわ遺跡との関連性がわ遺跡との関連性がわ遺跡との関連性がわかかかかる展示る展示る展示る展示    

を行を行を行を行う。う。う。う。     

    

○国宝高松塚古墳壁画の保存管理・公開のあり方の検討○国宝高松塚古墳壁画の保存管理・公開のあり方の検討○国宝高松塚古墳壁画の保存管理・公開のあり方の検討○国宝高松塚古墳壁画の保存管理・公開のあり方の検討    

飛鳥保飛鳥保飛鳥保飛鳥保存の機存の機存の機存の機運運運運をををを盛盛盛盛り上り上り上り上げげげげるるるる契契契契機と機と機と機となっなっなっなった国家的・国た国家的・国た国家的・国た国家的・国際際際際的に価値のある的に価値のある的に価値のある的に価値のある    

国宝高松塚古墳壁画について、国に国宝高松塚古墳壁画について、国に国宝高松塚古墳壁画について、国に国宝高松塚古墳壁画について、国におおおおいて保存管理・公開のあり方の検討いて保存管理・公開のあり方の検討いて保存管理・公開のあり方の検討いて保存管理・公開のあり方の検討        

がががが進進進進めめめめられられられられているとているとているとているとこここころろろろであり、であり、であり、であり、県県県県、明日香村、明日香村、明日香村、明日香村もももも連連連連携携携携していしていしていしていく。く。く。く。     

                            

○飛鳥京跡苑池及び飛鳥宮跡の「見える化」の整備○飛鳥京跡苑池及び飛鳥宮跡の「見える化」の整備○飛鳥京跡苑池及び飛鳥宮跡の「見える化」の整備○飛鳥京跡苑池及び飛鳥宮跡の「見える化」の整備    

明日香村への来訪者の明日香村への来訪者の明日香村への来訪者の明日香村への来訪者の誰誰誰誰ももももが飛鳥の歴史を体感できるたが飛鳥の歴史を体感できるたが飛鳥の歴史を体感できるたが飛鳥の歴史を体感できるためめめめににににはははは、地、地、地、地下下下下にににに    

埋埋埋埋ももももれた遺跡をれた遺跡をれた遺跡をれた遺跡を目目目目に見える形で整備するに見える形で整備するに見える形で整備するに見える形で整備するこここことが必要であるとが必要であるとが必要であるとが必要である。。。。     

飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥時代時代時代時代の国家形成の中の国家形成の中の国家形成の中の国家形成の中核核核核を示す遺を示す遺を示す遺を示す遺構構構構である「飛鳥宮跡」及び「飛鳥京である「飛鳥宮跡」及び「飛鳥京である「飛鳥宮跡」及び「飛鳥京である「飛鳥宮跡」及び「飛鳥京    

跡苑池」を跡苑池」を跡苑池」を跡苑池」を一部一部一部一部実実実実物物物物の展示の展示の展示の展示もももも含含含含めめめめた史跡整備を行た史跡整備を行た史跡整備を行た史跡整備を行うこうこうこうことにより、わとにより、わとにより、わとにより、わかかかかりやりやりやりや    

すすすすくくくく展示し、国民が展示し、国民が展示し、国民が展示し、国民が我我我我が国の歴史に対するが国の歴史に対するが国の歴史に対するが国の歴史に対する認識認識認識認識をををを深深深深めめめめる機る機る機る機会会会会をををを設設設設けるけるけるける。。。。     
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○古墳等の整備及び展示○古墳等の整備及び展示○古墳等の整備及び展示○古墳等の整備及び展示    

        明日香村に明日香村に明日香村に明日香村に所所所所在在在在するするするする我我我我が国をが国をが国をが国を代代代代表表表表する古墳である「する古墳である「する古墳である「する古墳である「牽牛牽牛牽牛牽牛子子子子塚古墳」や「塚古墳」や「塚古墳」や「塚古墳」や「真真真真     

弓鑵弓鑵弓鑵弓鑵子子子子塚古墳」等について、墳塚古墳」等について、墳塚古墳」等について、墳塚古墳」等について、墳丘丘丘丘やそのやそのやそのやその周辺周辺周辺周辺環境の整備を行環境の整備を行環境の整備を行環境の整備を行ううううととととととととももももに、に、に、に、    

飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥時代時代時代時代に活に活に活に活躍躍躍躍した人した人した人した人物物物物のののの時代時代時代時代背景にス背景にス背景にス背景にスポッポッポッポットをトをトをトを当当当当てた展示を行てた展示を行てた展示を行てた展示を行う。まう。まう。まう。また、た、た、た、    

周辺周辺周辺周辺の史跡やの史跡やの史跡やの史跡や名所名所名所名所等を等を等を等を含含含含めめめめた維持管理にた維持管理にた維持管理にた維持管理にもももも努努努努めめめめるるるる。。。。     

                            

○文化財の防災対策○文化財の防災対策○文化財の防災対策○文化財の防災対策    

村内の村内の村内の村内の貴重な貴重な貴重な貴重な文化財を地域の文化財を地域の文化財を地域の文化財を地域の力力力力で災で災で災で災害害害害やややや犯罪犯罪犯罪犯罪かかかからららら守守守守り、り、り、り、確確確確実に実に実に実に次次次次世世世世代代代代にににに    

継承してい継承してい継承してい継承していくこくこくこくことがとがとがとが重重重重要であるた要であるた要であるた要であるためめめめ、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県でででではははは防防防防火火火火に関するに関するに関するに関する条条条条例例例例を制定を制定を制定を制定    

するするするする他他他他、文化財防災、文化財防災、文化財防災、文化財防災設設設設備の点検備の点検備の点検備の点検などなどなどなど明日香村とと明日香村とと明日香村とと明日香村ととももももに防災対策のに防災対策のに防災対策のに防災対策の取組取組取組取組を推を推を推を推    

進してい進してい進してい進していく。く。く。く。     

                            

イイイイ    歴史文化資源の計画的調査歴史文化資源の計画的調査歴史文化資源の計画的調査歴史文化資源の計画的調査    

    

○埋蔵文化財の発掘調査及び成果の共有・公開○埋蔵文化財の発掘調査及び成果の共有・公開○埋蔵文化財の発掘調査及び成果の共有・公開○埋蔵文化財の発掘調査及び成果の共有・公開    

国・国・国・国・県県県県・明日香村の・明日香村の・明日香村の・明日香村の三三三三者の調査機関が連者の調査機関が連者の調査機関が連者の調査機関が連携携携携し、明日香村にし、明日香村にし、明日香村にし、明日香村におおおおける埋蔵文ける埋蔵文ける埋蔵文ける埋蔵文    

化財の化財の化財の化財の所所所所在在在在、、、、分分分分布布布布状状状状況況況況をををを把握把握把握把握し、明日香村のし、明日香村のし、明日香村のし、明日香村の貴重な貴重な貴重な貴重な歴史文化資源を歴史文化資源を歴史文化資源を歴史文化資源を長長長長期的期的期的期的        

視視視視点で適点で適点で適点で適切切切切に保全するととに保全するととに保全するととに保全するととももももにににに依依依依然として然として然として然として未未未未解解解解明明明明なななな歴史の歴史の歴史の歴史の解解解解明に明に明に明に努努努努めめめめるるるる    

たたたためめめめ、飛鳥京跡苑池、飛鳥宮跡等の埋蔵文化財の発掘調査を計画的に行、飛鳥京跡苑池、飛鳥宮跡等の埋蔵文化財の発掘調査を計画的に行、飛鳥京跡苑池、飛鳥宮跡等の埋蔵文化財の発掘調査を計画的に行、飛鳥京跡苑池、飛鳥宮跡等の埋蔵文化財の発掘調査を計画的に行う。う。う。う。        

ままままた、発掘調査の成果を国民にわた、発掘調査の成果を国民にわた、発掘調査の成果を国民にわた、発掘調査の成果を国民にわかかかかりやすりやすりやすりやすくくくく公開する機公開する機公開する機公開する機会会会会をををを設設設設けていけていけていけていく。く。く。く。    

    

○史跡の保存活用計画作成の推進○史跡の保存活用計画作成の推進○史跡の保存活用計画作成の推進○史跡の保存活用計画作成の推進    

明日香村の歴史文化資源を明日香村の歴史文化資源を明日香村の歴史文化資源を明日香村の歴史文化資源を後後後後世に伝えるた世に伝えるた世に伝えるた世に伝えるためめめめ、飛鳥宮跡、飛鳥宮跡、飛鳥宮跡、飛鳥宮跡などなどなどなどの史跡につの史跡につの史跡につの史跡につ    

いていていていて効効効効果的果的果的果的なななな活用・整備の方活用・整備の方活用・整備の方活用・整備の方針針針針を示す「保存活用計画」の作成を進を示す「保存活用計画」の作成を進を示す「保存活用計画」の作成を進を示す「保存活用計画」の作成を進めめめめるるるる。。。。    

                    

○村内の自然的環境等に関する調査の実施及び情報発信○村内の自然的環境等に関する調査の実施及び情報発信○村内の自然的環境等に関する調査の実施及び情報発信○村内の自然的環境等に関する調査の実施及び情報発信    

飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥時代以時代以時代以時代以降降降降、連、連、連、連綿綿綿綿とととと培培培培われてきた自然的環境や農村環境、歴史的われてきた自然的環境や農村環境、歴史的われてきた自然的環境や農村環境、歴史的われてきた自然的環境や農村環境、歴史的町並町並町並町並     

みみみみ、祭礼行事等が、祭礼行事等が、祭礼行事等が、祭礼行事等が重重重重層層層層的に的に的に的に積ま積ま積ま積まれたれたれたれたこここことによとによとによとによっっっって成りて成りて成りて成り立っ立っ立っ立っている歴史的風ている歴史的風ている歴史的風ている歴史的風    

土の価値を土の価値を土の価値を土の価値を認識認識認識認識し、し、し、し、次次次次世世世世代代代代にににに引引引引き継き継き継き継ぐぐぐぐたたたためめめめ、村内民、村内民、村内民、村内民俗俗俗俗文化財や文化財や文化財や文化財や石石石石造物造物造物造物、古、古、古、古    

文文文文書書書書等、現等、現等、現等、現在在在在の明日香村の景観形成にの明日香村の景観形成にの明日香村の景観形成にの明日香村の景観形成に寄与寄与寄与寄与する資産の調査を実施し、資産する資産の調査を実施し、資産する資産の調査を実施し、資産する資産の調査を実施し、資産    

をををを再再再再評評評評価した上で、価した上で、価した上で、価した上で、新新新新たたたたな魅力な魅力な魅力な魅力を創出するを創出するを創出するを創出する。。。。     
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ウウウウ    世界遺産登録の実現と国内外への情報発信世界遺産登録の実現と国内外への情報発信世界遺産登録の実現と国内外への情報発信世界遺産登録の実現と国内外への情報発信    

    

○「飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群」の世界遺産登録の実現○「飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群」の世界遺産登録の実現○「飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群」の世界遺産登録の実現○「飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群」の世界遺産登録の実現    

世界遺産登録の実現に向けて、必要世界遺産登録の実現に向けて、必要世界遺産登録の実現に向けて、必要世界遺産登録の実現に向けて、必要なななな体制の体制の体制の体制の確確確確保保保保も図も図も図も図りつつ、りつつ、りつつ、りつつ、奈良県奈良県奈良県奈良県、、、、    

橿橿橿橿原原原原市市市市、、、、桜井桜井桜井桜井市市市市、明日香村で、明日香村で、明日香村で、明日香村で構構構構成する世界遺産「飛鳥・藤原」登録推進成する世界遺産「飛鳥・藤原」登録推進成する世界遺産「飛鳥・藤原」登録推進成する世界遺産「飛鳥・藤原」登録推進協協協協         

議会議会議会議会をををを主主主主体として、関体として、関体として、関体として、関係係係係機関との機関との機関との機関との協議協議協議協議、推、推、推、推薦薦薦薦書書書書の作成、地域の機の作成、地域の機の作成、地域の機の作成、地域の機運運運運醸醸醸醸成を成を成を成を    

図図図図るるるる普普普普及及及及啓啓啓啓発発発発などなどなどなどを行を行を行を行う。う。う。う。     

                    

○世界遺産の情報発信拠点機能の整備○世界遺産の情報発信拠点機能の整備○世界遺産の情報発信拠点機能の整備○世界遺産の情報発信拠点機能の整備    

世界遺産登録を見世界遺産登録を見世界遺産登録を見世界遺産登録を見据据据据え、世界遺産登録え、世界遺産登録え、世界遺産登録え、世界遺産登録後後後後の情報発信拠点との情報発信拠点との情報発信拠点との情報発信拠点とななななる機能の検る機能の検る機能の検る機能の検    

討を行討を行討を行討を行う。う。う。う。     

                    

（２）歴史的風土の維持・向上に向けた営農環境の基盤整備及び自然的環境（２）歴史的風土の維持・向上に向けた営農環境の基盤整備及び自然的環境（２）歴史的風土の維持・向上に向けた営農環境の基盤整備及び自然的環境（２）歴史的風土の維持・向上に向けた営農環境の基盤整備及び自然的環境

の保全の保全の保全の保全    

    

アアアア    明日香にふさわしい景観の形成明日香にふさわしい景観の形成明日香にふさわしい景観の形成明日香にふさわしい景観の形成    

    

○景観に配慮した集落の創出○景観に配慮した集落の創出○景観に配慮した集落の創出○景観に配慮した集落の創出    

地域の地域の地域の地域の特特特特性に性に性に性に応じ応じ応じ応じた景観への配慮と住民た景観への配慮と住民た景観への配慮と住民た景観への配慮と住民意意意意識識識識の向上のたの向上のたの向上のたの向上のためめめめ、、、、大大大大字ご字ご字ご字ごとにとにとにとに    

景観計画を策定するとと景観計画を策定するとと景観計画を策定するとと景観計画を策定するととももももに、景観に、景観に、景観に、景観づくづくづくづくりにりにりにりに取取取取りりりり組む組む組む組む団団団団体の活体の活体の活体の活動動動動をををを支支支支援援援援すすすす    

るるるる。ま。ま。ま。また、住た、住た、住た、住宅宅宅宅のののの新新新新・・・・増増増増改改改改築築築築等を行等を行等を行等を行うううう場場場場合合合合のののの意意意意匠匠匠匠・形態・・形態・・形態・・形態・色色色色彩彩彩彩・・・・材質材質材質材質等の等の等の等の    

費費費費用について用について用について用について支支支支援援援援を行を行を行を行う。う。う。う。さらに、集落内のさらに、集落内のさらに、集落内のさらに、集落内の道路道路道路道路やややや水路水路水路水路等の公共施等の公共施等の公共施等の公共施設設設設につにつにつにつ    

いて、明日香村景観計画等にいて、明日香村景観計画等にいて、明日香村景観計画等にいて、明日香村景観計画等に則則則則っっっったたたた修修修修景を実施し、景観を景を実施し、景観を景を実施し、景観を景を実施し、景観を阻害阻害阻害阻害するするするする物件物件物件物件にににに    

ついてついてついてついてはははは除除除除却却却却などなどなどなど改善改善改善改善にににに努努努努めめめめるるるる。。。。     

    

○古都保存法買入地の適正管理○古都保存法買入地の適正管理○古都保存法買入地の適正管理○古都保存法買入地の適正管理    

古都保存法買入地についての管理・利活用の方古都保存法買入地についての管理・利活用の方古都保存法買入地についての管理・利活用の方古都保存法買入地についての管理・利活用の方針針針針（（（（ガガガガイイイイドラドラドラドライン）をイン）をイン）をイン）を新新新新     

たに策定し、適正たに策定し、適正たに策定し、適正たに策定し、適正なななな管理活用を行管理活用を行管理活用を行管理活用を行う。う。う。う。     

                    

○飛鳥宮跡に隣接する集落を中心とした無電柱化による集落景観の向上○飛鳥宮跡に隣接する集落を中心とした無電柱化による集落景観の向上○飛鳥宮跡に隣接する集落を中心とした無電柱化による集落景観の向上○飛鳥宮跡に隣接する集落を中心とした無電柱化による集落景観の向上    

及び集落の背景に広がる里山景観の創出及び集落の背景に広がる里山景観の創出及び集落の背景に広がる里山景観の創出及び集落の背景に広がる里山景観の創出    

明日香らしい明日香らしい明日香らしい明日香らしい町並町並町並町並みみみみの景観を保の景観を保の景観を保の景観を保ちちちち、観光、観光、観光、観光面面面面でのでのでのでの魅力魅力魅力魅力向上を向上を向上を向上を図図図図るたるたるたるためめめめ、飛、飛、飛、飛    

鳥宮跡に隣接する集落を中心に無電柱化を推進する鳥宮跡に隣接する集落を中心に無電柱化を推進する鳥宮跡に隣接する集落を中心に無電柱化を推進する鳥宮跡に隣接する集落を中心に無電柱化を推進する。ま。ま。ま。また、集落に接した、集落に接した、集落に接した、集落に接し荒荒荒荒     
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廃廃廃廃が進が進が進が進むむむむ里山の適正里山の適正里山の適正里山の適正なななな管理と広管理と広管理と広管理と広葉葉葉葉樹の樹の樹の樹の植栽植栽植栽植栽等による景観の創出を推進す等による景観の創出を推進す等による景観の創出を推進す等による景観の創出を推進す    

るるるる。。。。     

                    

○河川環境整備、棚○河川環境整備、棚○河川環境整備、棚○河川環境整備、棚田田田田の保全、山林の保全による明日香らしいの保全、山林の保全による明日香らしいの保全、山林の保全による明日香らしいの保全、山林の保全による明日香らしい空空空空間の創出間の創出間の創出間の創出    

明日香らしい明日香らしい明日香らしい明日香らしい空空空空間を創出するた間を創出するた間を創出するた間を創出するためめめめ、飛鳥川等の河川整備及び適、飛鳥川等の河川整備及び適、飛鳥川等の河川整備及び適、飛鳥川等の河川整備及び適切切切切なななな維持維持維持維持    

管理を行管理を行管理を行管理を行う。まう。まう。まう。また、た、た、た、森森森森林の間林の間林の間林の間伐伐伐伐等による山林の保全を推進する等による山林の保全を推進する等による山林の保全を推進する等による山林の保全を推進する。。。。     

                    

○住民○住民○住民○住民参参参参画、画、画、画、企企企企業や業や業や業やボラボラボラボランンンンティティティティア等のア等のア等のア等の多様な主多様な主多様な主多様な主体との連体との連体との連体との連携携携携による景観保全による景観保全による景観保全による景観保全    

活活活活動動動動の推進の推進の推進の推進    

住民、住民、住民、住民、企企企企業、業、業、業、団団団団体、明日香村に関心のある体、明日香村に関心のある体、明日香村に関心のある体、明日香村に関心のあるボラボラボラボランンンンティティティティアにより、古都保アにより、古都保アにより、古都保アにより、古都保    

存法買入地等の適正存法買入地等の適正存法買入地等の適正存法買入地等の適正なななな管理・利活用を管理・利活用を管理・利活用を管理・利活用を図図図図るるるるほほほほかかかか、棚、棚、棚、棚田田田田オオオオーーーーナナナナーーーーなどなどなどなどのののの各種各種各種各種     

オオオオーーーーナナナナー制ー制ー制ー制度度度度の推進を行の推進を行の推進を行の推進を行う。う。う。う。     

    

イイイイ    農業の活性化農業の活性化農業の活性化農業の活性化    

    

○○○○新新新新しい技術のしい技術のしい技術のしい技術の導導導導入入入入も視野も視野も視野も視野に入れた営農環境のに入れた営農環境のに入れた営農環境のに入れた営農環境の構築構築構築構築     

遊休遊休遊休遊休農地等を活用して、明日香農地等を活用して、明日香農地等を活用して、明日香農地等を活用して、明日香ブブブブラララランンンンドドドドのののの確立確立確立確立・・・・普普普普及を及を及を及を目指目指目指目指したしたしたした付付付付加加加加価価価価    

値の高い値の高い値の高い値の高い野野野野菜菜菜菜等、等、等、等、新新新新たたたたなななな農産農産農産農産物物物物のののの栽培栽培栽培栽培実実実実証証証証を実施するを実施するを実施するを実施する。。。。     

さらに、高さらに、高さらに、高さらに、高齢齢齢齢化する営農者への化する営農者への化する営農者への化する営農者への支支支支援援援援として、として、として、として、省省省省力力力力化等の化等の化等の化等の新新新新たたたたなななな技術の活技術の活技術の活技術の活    

用用用用も視野も視野も視野も視野に入れたに入れたに入れたに入れた取組取組取組取組を行を行を行を行う。う。う。う。     

                    

○６○６○６○６次次次次産業化の推進による産業化の推進による産業化の推進による産業化の推進による稼げ稼げ稼げ稼げる農業の推進る農業の推進る農業の推進る農業の推進    

少少少少量量量量多品目多品目多品目多品目・・・・露露露露地地地地栽培栽培栽培栽培が中心とが中心とが中心とが中心となっなっなっなっている農家のている農家のている農家のている農家の所得所得所得所得や生産や生産や生産や生産意意意意欲欲欲欲の向上の向上の向上の向上    

にににに繋繋繋繋がるよがるよがるよがるようううう、農業の、農業の、農業の、農業の戦略戦略戦略戦略を策定した上で、を策定した上で、を策定した上で、を策定した上で、戦略戦略戦略戦略的農産的農産的農産的農産物物物物のののの試試試試験験験験栽培栽培栽培栽培やややや戦戦戦戦     

略略略略的農産的農産的農産的農産物物物物によるによるによるによる加加加加工工工工品品品品の開発、の開発、の開発、の開発、販販販販路拡大路拡大路拡大路拡大を行を行を行を行ううううととととととととももももに、農産に、農産に、農産に、農産物物物物直直直直売売売売所所所所     

の整備を進の整備を進の整備を進の整備を進めめめめるるるる。。。。     

                    

○○○○遊休遊休遊休遊休農地農地農地農地拡大拡大拡大拡大防防防防止止止止等への対等への対等への対等への対応応応応     

遊休遊休遊休遊休農地の農地の農地の農地の拡大拡大拡大拡大を防を防を防を防止止止止するたするたするたするためめめめ、農地の流、農地の流、農地の流、農地の流動動動動化を推進する化を推進する化を推進する化を推進する。ま。ま。ま。また、農業た、農業た、農業た、農業    

のののの担担担担いいいい手手手手をををを確確確確保するた保するた保するた保するためめめめ、棚、棚、棚、棚田田田田オオオオーーーーナナナナー制ー制ー制ー制度度度度等集落営農を推進するとと等集落営農を推進するとと等集落営農を推進するとと等集落営農を推進するとともももも         

に、農家のに、農家のに、農家のに、農家の担担担担いいいい手育手育手育手育成成成成塾塾塾塾を開を開を開を開催催催催するするするする。。。。     
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ウウウウ    樹林地の景観のマネジメント樹林地の景観のマネジメント樹林地の景観のマネジメント樹林地の景観のマネジメント    

    

○○○○獣害獣害獣害獣害対策の実施対策の実施対策の実施対策の実施    

農地の農地の農地の農地の獣害獣害獣害獣害対策に対策に対策に対策にも寄与も寄与も寄与も寄与するたするたするたするためめめめの山地と農地の間にの山地と農地の間にの山地と農地の間にの山地と農地の間におおおおけるけるけるける緩衝帯緩衝帯緩衝帯緩衝帯のののの    

設設設設置、鳥置、鳥置、鳥置、鳥獣獣獣獣防防防防止止止止柵柵柵柵のののの設設設設置及び適置及び適置及び適置及び適切切切切なななな管理、有管理、有管理、有管理、有害害害害鳥鳥鳥鳥獣獣獣獣のののの駆駆駆駆除除除除を地域住民と共を地域住民と共を地域住民と共を地域住民と共    

同同同同して行して行して行して行ううううととととととととももももに、有に、有に、有に、有害害害害鳥鳥鳥鳥獣獣獣獣の生の生の生の生息息息息地や活地や活地や活地や活動動動動区域を調査する区域を調査する区域を調査する区域を調査するこここことによりとによりとによりとにより    

被被被被害害害害防防防防止止止止策を検討する策を検討する策を検討する策を検討する。。。。     

                    

○山林の林○山林の林○山林の林○山林の林縁部縁部縁部縁部ににににおおおおける里山景観の創出ける里山景観の創出ける里山景観の創出ける里山景観の創出    

十十十十分な分な分な分な管理ができてい管理ができてい管理ができてい管理ができていなななないいいい竹竹竹竹林の適正林の適正林の適正林の適正なななな管理や広管理や広管理や広管理や広葉葉葉葉樹の樹の樹の樹の植植植植樹を行い、樹を行い、樹を行い、樹を行い、四四四四     

季季季季を感を感を感を感じじじじるるるるこここことができる里山景観の創出を行とができる里山景観の創出を行とができる里山景観の創出を行とができる里山景観の創出を行う。う。う。う。     

            

○○○○良好な森良好な森良好な森良好な森林景観の創出林景観の創出林景観の創出林景観の創出    

森森森森林の林の林の林の良好な良好な良好な良好な景観を創出するた景観を創出するた景観を創出するた景観を創出するためめめめ、、、、森森森森林経営の林経営の林経営の林経営の受受受受委託委託委託委託のののの促促促促進や、進や、進や、進や、森森森森林の林の林の林の

経営基盤の経営基盤の経営基盤の経営基盤の強強強強化を行化を行化を行化を行う。まう。まう。まう。また、林業の作業た、林業の作業た、林業の作業た、林業の作業効率効率効率効率の向上をの向上をの向上をの向上を図図図図るたるたるたるためめめめ、作業、作業、作業、作業道道道道

等の等の等の等の路路路路網網網網整備等を推進する整備等を推進する整備等を推進する整備等を推進する。。。。さらに、さらに、さらに、さらに、森森森森林整備の林整備の林整備の林整備の普普普普及活及活及活及活動動動動として、間として、間として、間として、間伐伐伐伐材材材材

の有の有の有の有効効効効利用を進利用を進利用を進利用を進めめめめるるるる。。。。     

    

（３）歴史的風土の維持・向上に向けた地域の祭礼行事や伝承芸能の継承・（３）歴史的風土の維持・向上に向けた地域の祭礼行事や伝承芸能の継承・（３）歴史的風土の維持・向上に向けた地域の祭礼行事や伝承芸能の継承・（３）歴史的風土の維持・向上に向けた地域の祭礼行事や伝承芸能の継承・    

発展発展発展発展    

    

○祭礼行事・伝承芸能の○祭礼行事・伝承芸能の○祭礼行事・伝承芸能の○祭礼行事・伝承芸能の次次次次世世世世代代代代への継承への継承への継承への継承    

明日香村内で営明日香村内で営明日香村内で営明日香村内で営ままままれている祭礼行事・伝承芸能等の民れている祭礼行事・伝承芸能等の民れている祭礼行事・伝承芸能等の民れている祭礼行事・伝承芸能等の民俗俗俗俗文化財を広文化財を広文化財を広文化財を広くくくく国国国国    

民に民に民に民に啓啓啓啓発し、発し、発し、発し、次次次次の世の世の世の世代代代代に継承するたに継承するたに継承するたに継承するためめめめ、調査や、調査や、調査や、調査や記記記記録の保存を行録の保存を行録の保存を行録の保存を行う。う。う。う。     

                    

○地域の伝○地域の伝○地域の伝○地域の伝統統統統文化の文化の文化の文化の担担担担いいいい手育手育手育手育成成成成    

明日香村の明日香村の明日香村の明日香村の郷郷郷郷土に土に土に土に誇誇誇誇りを持りを持りを持りを持ちちちち、明日香村の歴史文化資源や自然環境を広、明日香村の歴史文化資源や自然環境を広、明日香村の歴史文化資源や自然環境を広、明日香村の歴史文化資源や自然環境を広    

くくくく世界に発信できる世界に発信できる世界に発信できる世界に発信できる若若若若い世い世い世い世代代代代の人の人の人の人材材材材をををを育育育育成するた成するた成するた成するためめめめ、、、、幼小幼小幼小幼小中に中に中に中におおおおけるけるけるける郷郷郷郷土土土土    

学習学習学習学習を実施するを実施するを実施するを実施する。ま。ま。ま。また、生た、生た、生た、生涯涯涯涯学習学習学習学習のののの取組取組取組取組ににににおおおおいて明日香村の文化をいて明日香村の文化をいて明日香村の文化をいて明日香村の文化を学学学学ぶぶぶぶ機機機機    

会会会会を創出するを創出するを創出するを創出するこここことにより地域の伝とにより地域の伝とにより地域の伝とにより地域の伝統統統統文化の文化の文化の文化の担担担担いいいい手手手手をををを育育育育成する成する成する成する。。。。     

                    

○伝○伝○伝○伝統統統統行事の継行事の継行事の継行事の継続続続続と来訪者のと来訪者のと来訪者のと来訪者の参参参参画による地域の活性化画による地域の活性化画による地域の活性化画による地域の活性化    

担担担担いいいい手手手手のののの不足不足不足不足等により継承が等により継承が等により継承が等により継承が困難困難困難困難ととととななななりつつある伝りつつある伝りつつある伝りつつある伝統統統統行事を、明日香村行事を、明日香村行事を、明日香村行事を、明日香村        
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の芸能、伝の芸能、伝の芸能、伝の芸能、伝統統統統、歴史、文化、農業を、歴史、文化、農業を、歴史、文化、農業を、歴史、文化、農業をテテテテーマとするイーマとするイーマとするイーマとするイベベベベントでントでントでントで今今今今後も後も後も後も継継継継続続続続しししし    

て実施するととて実施するととて実施するととて実施するととももももに、来訪者がに、来訪者がに、来訪者がに、来訪者が参参参参画できる機画できる機画できる機画できる機会会会会を創出するを創出するを創出するを創出する。。。。     

    

○○○○若手若手若手若手芸術家による作芸術家による作芸術家による作芸術家による作品品品品制作等を制作等を制作等を制作等を通じ通じ通じ通じた明日香のた明日香のた明日香のた明日香の魅力魅力魅力魅力の発信の発信の発信の発信    

「飛鳥アート「飛鳥アート「飛鳥アート「飛鳥アートビビビビレレレレッッッッジ」等、明日香村のジ」等、明日香村のジ」等、明日香村のジ」等、明日香村のブブブブラララランンンンドドドドを対外的に発信する文を対外的に発信する文を対外的に発信する文を対外的に発信する文    

化芸術イ化芸術イ化芸術イ化芸術イベベベベントを継ントを継ントを継ントを継続続続続・発展さ・発展さ・発展さ・発展させせせせ、、、、次次次次世世世世代代代代に継承できるに継承できるに継承できるに継承できる新新新新たたたたなななな文化の文化の文化の文化の育育育育成成成成    

をををを図図図図るるるる。。。。     

    

（４）国内外の来訪者が明日香らしさを体感できる観光交流の振興（４）国内外の来訪者が明日香らしさを体感できる観光交流の振興（４）国内外の来訪者が明日香らしさを体感できる観光交流の振興（４）国内外の来訪者が明日香らしさを体感できる観光交流の振興    

    

アアアア    滞在型滞在型滞在型滞在型・体・体・体・体験型験型験型験型観光の推進及び観光の推進及び観光の推進及び観光の推進及び受受受受入環境の整備入環境の整備入環境の整備入環境の整備    

    

○○○○安安安安全全全全安安安安心に歴史的風土を体感し心に歴史的風土を体感し心に歴史的風土を体感し心に歴史的風土を体感しなななながらがらがらがら周遊周遊周遊周遊できる環境整備できる環境整備できる環境整備できる環境整備    

案案案案内内内内ササササインや観光インや観光インや観光インや観光案案案案内内内内板板板板のののの設設設設置を進置を進置を進置を進めめめめるととるととるととるととももももに、に、に、に、周遊歩道周遊歩道周遊歩道周遊歩道の整備を進の整備を進の整備を進の整備を進    

めめめめるるるる。。。。     

                    

○○○○移動手段移動手段移動手段移動手段のののの確確確確保保保保    

明日香村内に明日香村内に明日香村内に明日香村内にはははは拠点施拠点施拠点施拠点施設設設設や遺跡等が広や遺跡等が広や遺跡等が広や遺跡等が広範囲範囲範囲範囲に点に点に点に点在在在在しているたしているたしているたしているためめめめ、観光、観光、観光、観光周周周周     

遊遊遊遊ネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククの整備やの整備やの整備やの整備や主主主主要観光ス要観光ス要観光ス要観光スポッポッポッポットをトをトをトを周遊周遊周遊周遊するするするするババババスススス運運運運行を行を行を行を確確確確保す保す保す保す    

るととるととるととるととももももに、に、に、に、レレレレンンンンタサタサタサタサイイイイクルクルクルクル、、、、徒徒徒徒歩歩歩歩へへへへ誘導誘導誘導誘導するたするたするたするためめめめののののシシシシスススステム構築テム構築テム構築テム構築、自、自、自、自転転転転     

車車車車 ････歩歩歩歩行行行行空空空空間の整備等を行間の整備等を行間の整備等を行間の整備等を行う。う。う。う。さらに、村さらに、村さらに、村さらに、村内内内内主主主主要施要施要施要施設設設設をつをつをつをつなぐなぐなぐなぐ自自自自動動動動運運運運転転転転技技技技    

術や自術や自術や自術や自動動動動配配配配車車車車シシシシスススステムテムテムテム等等等等新新新新たたたたなななな技術を用いた技術を用いた技術を用いた技術を用いた移動手段移動手段移動手段移動手段のののの導導導導入を検討する入を検討する入を検討する入を検討する。。。。    

                    

○情報の○情報の○情報の○情報の一元一元一元一元化と化と化と化と総合窓総合窓総合窓総合窓口の口の口の口の充充充充実、プ実、プ実、プ実、プログラムログラムログラムログラムのののの充充充充実等の実等の実等の実等のおもおもおもおもててててななななしの向しの向しの向しの向    

上上上上    

明日香村の観光情報及び明日香村の観光情報及び明日香村の観光情報及び明日香村の観光情報及び問問問問合せ窓合せ窓合せ窓合せ窓口を口を口を口を一元一元一元一元化するとと化するとと化するとと化するととももももに、飛鳥観光に、飛鳥観光に、飛鳥観光に、飛鳥観光協協協協     

会会会会を中心にを中心にを中心にを中心に総合窓総合窓総合窓総合窓口としての機能を口としての機能を口としての機能を口としての機能を充充充充実さ実さ実さ実させせせせるるるる。ま。ま。ま。また、た、た、た、長長長長期期期期滞在型滞在型滞在型滞在型の観光の観光の観光の観光    

をををを視野視野視野視野に入れて、に入れて、に入れて、に入れて、様々なコ様々なコ様々なコ様々なコンンンンテテテテンンンンツツツツを連を連を連を連携携携携、、、、パパパパッッッッケケケケージ化して明日香村のージ化して明日香村のージ化して明日香村のージ化して明日香村の    

魅力魅力魅力魅力を高を高を高を高めめめめ、民間事業者による地域性を活、民間事業者による地域性を活、民間事業者による地域性を活、民間事業者による地域性を活かかかかしたしたしたした旅旅旅旅行行行行商商商商品品品品・体・体・体・体験験験験ププププログラログラログラログラ     

ムムムムのののの造造造造成を成を成を成を支支支支援援援援するするするするこここことにより、明日香村を訪れる観光とにより、明日香村を訪れる観光とにより、明日香村を訪れる観光とにより、明日香村を訪れる観光客客客客にににに積極積極積極積極的に利用的に利用的に利用的に利用    

してしてしてしてももももらえるよらえるよらえるよらえるようなうなうなうな方法を検討する方法を検討する方法を検討する方法を検討する。。。。さらに、明日香村をさらに、明日香村をさらに、明日香村をさらに、明日香村を再度再度再度再度訪れる観光訪れる観光訪れる観光訪れる観光    

客客客客（リ（リ（リ（リピピピピーーーータタタター）や、いわー）や、いわー）や、いわー）や、いわゆゆゆゆる「明日香フる「明日香フる「明日香フる「明日香ファァァァン」に向けた情報発信をン」に向けた情報発信をン」に向けた情報発信をン」に向けた情報発信を積極積極積極積極     

的に行的に行的に行的に行う。う。う。う。     
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○○○○宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設設設設等の等の等の等の誘致誘致誘致誘致とととと夜夜夜夜間の間の間の間の滞在空滞在空滞在空滞在空間の創出間の創出間の創出間の創出    

        明日香村の歴史的風土を明日香村の歴史的風土を明日香村の歴史的風土を明日香村の歴史的風土を満満満満喫喫喫喫できるできるできるできる滞在型滞在型滞在型滞在型・体・体・体・体験型験型験型験型観光をより観光をより観光をより観光をより一一一一層層層層推進推進推進推進    

するたするたするたするためめめめ、、、、宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設設設設及び文化芸術施及び文化芸術施及び文化芸術施及び文化芸術施設設設設のののの誘致誘致誘致誘致についてについてについてについて県県県県及び村が連及び村が連及び村が連及び村が連携携携携してしてしてして    

積極積極積極積極的に的に的に的に取取取取りりりり組む。ま組む。ま組む。ま組む。また、た、た、た、空空空空き家やき家やき家やき家や既既既既存住存住存住存住宅宅宅宅を活用したを活用したを活用したを活用した宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設設設設等の整備等の整備等の整備等の整備    

に対するに対するに対するに対する支支支支援援援援を行を行を行を行ううううほほほほかかかか、、、、夜夜夜夜間の間の間の間の魅力魅力魅力魅力的的的的ななななイイイイベベベベントントントントを開を開を開を開催催催催するするするするなど夜など夜など夜など夜のののの滞滞滞滞     

在空在空在空在空間を創出する間を創出する間を創出する間を創出する。。。。     

                    

イイイイ    インインインインババババウンウンウンウンドドドド観光の推進観光の推進観光の推進観光の推進    

    

○○○○先端先端先端先端技術を活用した観光技術を活用した観光技術を活用した観光技術を活用した観光案案案案内情報の発信による内情報の発信による内情報の発信による内情報の発信による誘客促誘客促誘客促誘客促進進進進    

インインインインババババウンウンウンウンドドドドのののの拡大拡大拡大拡大に対に対に対に対応応応応し、し、し、し、多多多多言言言言語語語語化対化対化対化対応応応応等明日香村を訪れる観光等明日香村を訪れる観光等明日香村を訪れる観光等明日香村を訪れる観光客客客客     

の利の利の利の利便便便便性及び性及び性及び性及び満満満満足度足度足度足度の向上のたの向上のたの向上のたの向上のため先端め先端め先端め先端技術を活用した観光技術を活用した観光技術を活用した観光技術を活用した観光案案案案内情報の発内情報の発内情報の発内情報の発    

信を信を信を信を促促促促進する進する進する進する。。。。     

ままままた、た、た、た、キキキキャャャャッッッッシュシュシュシュレレレレス化等、ス化等、ス化等、ス化等、新新新新たたたたなななな技術を活用し、明日香村を訪れる観技術を活用し、明日香村を訪れる観技術を活用し、明日香村を訪れる観技術を活用し、明日香村を訪れる観    

光光光光客客客客に対してきに対してきに対してきに対してきめめめめ細細細細かなかなかなかな対対対対応応応応を推進するを推進するを推進するを推進する。。。。     

                    

○○○○ＳＮＳＳＮＳＳＮＳＳＮＳの活用の活用の活用の活用促促促促進進進進    

明日香村を訪れる観光明日香村を訪れる観光明日香村を訪れる観光明日香村を訪れる観光客客客客のたのたのたのためめめめににににＷｉ－ＦｉＷｉ－ＦｉＷｉ－ＦｉＷｉ－Ｆｉ環境の環境の環境の環境の充充充充実を実を実を実を図図図図るととるととるととるとともももも     

に、明日香村の観光情報に、明日香村の観光情報に、明日香村の観光情報に、明日香村の観光情報ポポポポーーーータタタタルルルルササササイトやイトやイトやイトやＳＮＳＳＮＳＳＮＳＳＮＳを活用し、を活用し、を活用し、を活用し、英語英語英語英語等の等の等の等の多多多多言言言言     

語版語版語版語版の整備の整備の整備の整備も順次も順次も順次も順次行行行行う。う。う。う。     

    

ウウウウ    戦略戦略戦略戦略的観光プ的観光プ的観光プ的観光プロモロモロモロモーーーーショショショションの推進ンの推進ンの推進ンの推進    

    

○観光実態○観光実態○観光実態○観光実態デデデデーーーータタタタのののの収収収収集及び集及び集及び集及び分析分析分析分析の実施の実施の実施の実施    

国内外の観光国内外の観光国内外の観光国内外の観光客客客客ののののニニニニーーーーズズズズをををを把握把握把握把握するたするたするたするためめめめ、、、、ＳＮＳＳＮＳＳＮＳＳＮＳ等の等の等の等のビビビビッッッッグデグデグデグデーーーータ分析タ分析タ分析タ分析     

等の等の等の等の手手手手法を活用した調査を実施する法を活用した調査を実施する法を活用した調査を実施する法を活用した調査を実施する。ま。ま。ま。また、観光を地域産業の活性化やた、観光を地域産業の活性化やた、観光を地域産業の活性化やた、観光を地域産業の活性化や雇雇雇雇     

用用用用拡大拡大拡大拡大にににに波波波波及さ及さ及さ及させせせせるたるたるたるためめめめ、土地利用、土地利用、土地利用、土地利用もももも含含含含めめめめた、明日香村の観光にた、明日香村の観光にた、明日香村の観光にた、明日香村の観光に係係係係るるるる総合総合総合総合     

的的的的かかかかつつつつ戦略戦略戦略戦略的的的的なななな計画を策定する計画を策定する計画を策定する計画を策定する。。。。     

                    

○プ○プ○プ○プロモロモロモロモーーーーショショショションの実施ンの実施ンの実施ンの実施    

明日香村の観光に明日香村の観光に明日香村の観光に明日香村の観光に係係係係るるるる総合総合総合総合的的的的かかかかつつつつ戦略戦略戦略戦略的的的的なななな計画に基計画に基計画に基計画に基づづづづき、観光き、観光き、観光き、観光客客客客ののののタタタターーーー    

ゲッゲッゲッゲットにトにトにトに合合合合わわわわせせせせたたたた戦略戦略戦略戦略的的的的ななななププププロモロモロモロモーーーーショショショションを推進するンを推進するンを推進するンを推進する。。。。     
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（５）村民が定住できる生活環境基盤の整備（５）村民が定住できる生活環境基盤の整備（５）村民が定住できる生活環境基盤の整備（５）村民が定住できる生活環境基盤の整備    

    

アアアア    安安安安全全全全安安安安心心心心なななな生活環境基盤の整備生活環境基盤の整備生活環境基盤の整備生活環境基盤の整備    

    

○○○○道路道路道路道路の整備の整備の整備の整備    

第第第第４４４４次次次次明日香村整備計画に明日香村整備計画に明日香村整備計画に明日香村整備計画に引引引引きききき続続続続き、き、き、き、幅員幅員幅員幅員狭小狭小狭小狭小区間の区間の区間の区間の解消解消解消解消をををを図図図図り、生活り、生活り、生活り、生活    

道路道路道路道路及び及び及び及び周遊歩道周遊歩道周遊歩道周遊歩道等の整備を行等の整備を行等の整備を行等の整備を行う。まう。まう。まう。また、た、た、た、橋梁橋梁橋梁橋梁の計画的の計画的の計画的の計画的なななな修繕修繕修繕修繕を行を行を行を行う。う。う。う。     

    

○河川の整備○河川の整備○河川の整備○河川の整備    

飛鳥川について飛鳥川について飛鳥川について飛鳥川についてはははは、、、、第第第第４４４４次次次次明日香村整備計画に明日香村整備計画に明日香村整備計画に明日香村整備計画に引引引引きききき続続続続き、明日香村の歴き、明日香村の歴き、明日香村の歴き、明日香村の歴    

史的風土との調史的風土との調史的風土との調史的風土との調和和和和に配慮したに配慮したに配慮したに配慮した洪洪洪洪水水水水調整調整調整調整効効効効果を有する河川整備及び適果を有する河川整備及び適果を有する河川整備及び適果を有する河川整備及び適切切切切なななな     

維持管理を行維持管理を行維持管理を行維持管理を行う。まう。まう。まう。また、住民の生た、住民の生た、住民の生た、住民の生命命命命・財産を・財産を・財産を・財産を水害か水害か水害か水害からららら守守守守るたるたるたるためめめめ、その、その、その、その他他他他のののの    

河川について河川について河川について河川についてもももも改改改改修修修修等を行い、等を行い、等を行い、等を行い、治水安治水安治水安治水安全全全全度度度度の向上をの向上をの向上をの向上を図図図図るるるる。。。。     

                    

○上○上○上○上水道水道水道水道、、、、下水道下水道下水道下水道の整備の整備の整備の整備    

公共公共公共公共水水水水域の域の域の域の水水水水質改善質改善質改善質改善をををを図図図図り公り公り公り公衆衛衆衛衆衛衆衛生の向上を生の向上を生の向上を生の向上を図図図図るたるたるたるためめめめ、、、、第第第第４４４４次次次次明日香村明日香村明日香村明日香村    

整備計画に整備計画に整備計画に整備計画に引引引引きききき続続続続き、き、き、き、下水道下水道下水道下水道のののの未未未未整備区域の整備を行整備区域の整備を行整備区域の整備を行整備区域の整備を行ううううととととととととももももに、に、に、に、新新新新たにたにたにたに    

下水道下水道下水道下水道ストストストストックックックックマネジメントをマネジメントをマネジメントをマネジメントを導導導導入し、計画的入し、計画的入し、計画的入し、計画的なななな管管管管渠渠渠渠のののの更更更更新新新新と維持管理をと維持管理をと維持管理をと維持管理を    

実施する実施する実施する実施する。。。。上上上上水道水道水道水道についてについてについてについてはははは、、、、老朽老朽老朽老朽化した管化した管化した管化した管路路路路の整備及び災の整備及び災の整備及び災の整備及び災害時害時害時害時ににににおおおおけるけるけるける    

給給給給水水水水優優優優先度先度先度先度の高いの高いの高いの高い重重重重要要要要給給給給水水水水施施施施設設設設のののの耐震耐震耐震耐震化を実施するとと化を実施するとと化を実施するとと化を実施するととももももに、に、に、に、効率効率効率効率的で持的で持的で持的で持    

続続続続可可可可能能能能な水道な水道な水道な水道経営を経営を経営を経営を目指目指目指目指し、し、し、し、水道水道水道水道の広域化をの広域化をの広域化をの広域化を促促促促進する進する進する進する。。。。     

                

○○○○消消消消防施防施防施防施設設設設の整備の整備の整備の整備    

第第第第４４４４次次次次明明明明日香村整備計画に日香村整備計画に日香村整備計画に日香村整備計画に引引引引きききき続続続続き、き、き、き、消消消消防防防防水水水水利の利の利の利の確確確確保のた保のた保のた保のためめめめの防の防の防の防火火火火水水水水槽槽槽槽     

の整備を行の整備を行の整備を行の整備を行ううううととととととととももももに、に、に、に、消消消消防機防機防機防機器器器器及び及び及び及び消消消消防施防施防施防施設設設設の計画的の計画的の計画的の計画的なななな更更更更新新新新を行を行を行を行う。う。う。う。     

ままままた、防災た、防災た、防災た、防災訓練訓練訓練訓練を定期的に実施し、有事のを定期的に実施し、有事のを定期的に実施し、有事のを定期的に実施し、有事の際際際際のののの消消消消防機防機防機防機器器器器のののの効効効効果的果的果的果的なななな活用活用活用活用    

や住民等との連や住民等との連や住民等との連や住民等との連携携携携強強強強化を化を化を化を図図図図るるるる。。。。     

    

○地域○地域○地域○地域コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティの整備の整備の整備の整備    

大大大大災災災災害害害害の発災の発災の発災の発災時時時時に業に業に業に業務務務務継継継継続続続続がががが可可可可能であり、防災拠点としての機能とと能であり、防災拠点としての機能とと能であり、防災拠点としての機能とと能であり、防災拠点としての機能とともももも     

に地域に地域に地域に地域コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティのののの核核核核ととととななななる機能をる機能をる機能をる機能を充充充充実さ実さ実さ実させせせせたたたた新新新新庁舎庁舎庁舎庁舎を整備するを整備するを整備するを整備する。ま。ま。ま。また、た、た、た、    

厚厚厚厚生施生施生施生施設設設設等公共施等公共施等公共施等公共施設設設設のののの再再再再編編編編及び整備等を行及び整備等を行及び整備等を行及び整備等を行う。う。う。う。     
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○○○○砂砂砂砂防施防施防施防施設設設設の整備の整備の整備の整備    

急急急急傾傾傾傾斜斜斜斜地の地の地の地の崩壊崩壊崩壊崩壊による災による災による災による災害か害か害か害から住民の生ら住民の生ら住民の生ら住民の生命命命命を保を保を保を保護護護護し、し、し、し、安安安安全全全全安安安安心心心心なななな集落環集落環集落環集落環    

境を創出する境を創出する境を創出する境を創出する。ま。ま。ま。また、集中た、集中た、集中た、集中豪雨豪雨豪雨豪雨等による土等による土等による土等による土砂砂砂砂災災災災害害害害を防を防を防を防止止止止するたするたするたするためめめめ、、、、急急急急傾傾傾傾斜斜斜斜     

地に地に地に地におおおおけるけるけるける擁擁擁擁壁及び法壁及び法壁及び法壁及び法面面面面対策施対策施対策施対策施設設設設等の等の等の等の設設設設置を行置を行置を行置を行う。う。う。う。     

    

イイイイ    住住住住み良み良み良み良い生活環境い生活環境い生活環境い生活環境づくづくづくづくりとりとりとりと雇雇雇雇用環境の創出用環境の創出用環境の創出用環境の創出    

    

○定住の○定住の○定住の○定住の促促促促進進進進    

急激急激急激急激にににに少子少子少子少子高高高高齢齢齢齢化が進化が進化が進化が進むむむむ明日香村に明日香村に明日香村に明日香村におおおおいて、いて、いて、いて、教教教教育育育育のののの充充充充実や高実や高実や高実や高齢齢齢齢者が者が者が者が安安安安心心心心    

して生活を行える環境して生活を行える環境して生活を行える環境して生活を行える環境づくづくづくづくりを行りを行りを行りを行ううううととととととととももももに、に、に、に、市市市市街街街街化区域化区域化区域化区域空空空空閑閑閑閑地を有地を有地を有地を有効効効効活活活活    

用した住用した住用した住用した住宅宅宅宅地形成により、地形成により、地形成により、地形成により、子育子育子育子育て世て世て世て世帯帯帯帯等が定住しやすい環境等が定住しやすい環境等が定住しやすい環境等が定住しやすい環境づくづくづくづくりを進りを進りを進りを進めめめめ     

るるるる。併せ。併せ。併せ。併せて、村内にて、村内にて、村内にて、村内に増加増加増加増加するするするする空空空空き家を活用し、き家を活用し、き家を活用し、き家を活用し、既既既既存集落への定住や存集落への定住や存集落への定住や存集落への定住や二二二二地域地域地域地域    

居居居居住等を進住等を進住等を進住等を進めめめめるるるる。。。。         

    

○公共交○公共交○公共交○公共交通通通通のののの確確確確保保保保    

デデデデマンマンマンマンドバドバドバドバススススなどなどなどなどのののの仕仕仕仕組み組み組み組みを活用し、公共交を活用し、公共交を活用し、公共交を活用し、公共交通通通通によるによるによるによる移動移動移動移動をををを確確確確保する保する保する保する。。。。    

    

○村の活性化及び○村の活性化及び○村の活性化及び○村の活性化及び企企企企業の業の業の業の誘致誘致誘致誘致     

村の産業の活性化と持村の産業の活性化と持村の産業の活性化と持村の産業の活性化と持続続続続的的的的なななな発展及び発展及び発展及び発展及び雇雇雇雇用機用機用機用機会会会会の創出をの創出をの創出をの創出を図図図図るたるたるたるためめめめ、土地、土地、土地、土地    

利用の検討を行い、利用の検討を行い、利用の検討を行い、利用の検討を行い、奨励奨励奨励奨励金金金金等の等の等の等の優遇優遇優遇優遇制制制制度度度度等を活用し、明日香村に関心を持等を活用し、明日香村に関心を持等を活用し、明日香村に関心を持等を活用し、明日香村に関心を持    

つつつつ企企企企業の業の業の業の誘致誘致誘致誘致を進を進を進を進めめめめるるるる。。。。     
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ⅤⅤⅤⅤ    計画達成のための留意事項計画達成のための留意事項計画達成のための留意事項計画達成のための留意事項    

    

１１１１    ここここの計画に基の計画に基の計画に基の計画に基づくづくづくづく諸諸諸諸施施施施設設設設の整備にの整備にの整備にの整備に当当当当たたたたっっっっててててはははは、歴史的風土との調、歴史的風土との調、歴史的風土との調、歴史的風土との調和和和和及び及び及び及び

地地地地下下下下遺遺遺遺構構構構ををををはじめはじめはじめはじめとした文化財の保存にとした文化財の保存にとした文化財の保存にとした文化財の保存に充分充分充分充分配慮するとと配慮するとと配慮するとと配慮するととももももに、に、に、に、他他他他の地域との地域との地域との地域と

の広域的の広域的の広域的の広域的なななな連連連連携携携携ににににもももも配慮しつつ、その整備を配慮しつつ、その整備を配慮しつつ、その整備を配慮しつつ、その整備を図図図図るるるるもももものとするのとするのとするのとする。。。。     

    

２２２２    ここここの計画の実施にの計画の実施にの計画の実施にの計画の実施に当当当当たたたたっっっっててててはははは、、、、今今今今後後後後のののの社会社会社会社会経経経経済済済済情勢の推情勢の推情勢の推情勢の推移移移移や遺跡調査のや遺跡調査のや遺跡調査のや遺跡調査の

進進進進捗捗捗捗にににに応じ応じ応じ応じて適て適て適て適切切切切に対に対に対に対応応応応するたするたするたするためめめめ、、、、弾弾弾弾力力力力的に的に的に的に運運運運用する用する用する用するもももものとするのとするのとするのとする。。。。     

    

３３３３    ここここの計画のの計画のの計画のの計画の目目目目標標標標をををを達達達達成するた成するた成するた成するためめめめににににはははは、国及び関、国及び関、国及び関、国及び関係係係係地方公共地方公共地方公共地方公共団団団団体等の定体等の定体等の定体等の定

めめめめるるるる諸諸諸諸計画との整計画との整計画との整計画との整合合合合性を保つよ性を保つよ性を保つよ性を保つよううううに配に配に配に配意意意意するするするする。。。。     

    

    

ⅥⅥⅥⅥ    計画達成のための推進体制計画達成のための推進体制計画達成のための推進体制計画達成のための推進体制    

    

    明日香村に明日香村に明日香村に明日香村におおおおける歴史的風土の保存と住民生活のける歴史的風土の保存と住民生活のける歴史的風土の保存と住民生活のける歴史的風土の保存と住民生活の安安安安定向上とい定向上とい定向上とい定向上というううう二二二二つのつのつのつの

課題課題課題課題を、調を、調を、調を、調和和和和をををを図図図図りりりりなななながらがらがらがら達達達達成してい成してい成してい成していくくくくたたたためめめめににににはははは、有機的連、有機的連、有機的連、有機的連携携携携のののの下下下下にににに総合総合総合総合的的的的

かかかかつつつつ効率効率効率効率的的的的なななな行行行行政政政政施策の展開が必要である施策の展開が必要である施策の展開が必要である施策の展開が必要である。。。。     

    国、国、国、国、県県県県、明日香村が連、明日香村が連、明日香村が連、明日香村が連携携携携をををを図図図図るととるととるととるととももももに、古都飛鳥保存財に、古都飛鳥保存財に、古都飛鳥保存財に、古都飛鳥保存財団団団団、、、、明日香村地明日香村地明日香村地明日香村地

域振興公域振興公域振興公域振興公社社社社、飛鳥観光、飛鳥観光、飛鳥観光、飛鳥観光協会協会協会協会ののののほほほほかかかか、民間事業者、、民間事業者、、民間事業者、、民間事業者、大大大大学学学学等の民間等の民間等の民間等の民間団団団団体の果たす体の果たす体の果たす体の果たす

役割役割役割役割をををを再再再再整理した上で、行整理した上で、行整理した上で、行整理した上で、行政も政も政も政も含含含含めめめめた連た連た連た連携携携携・・・・協協協協働働働働を推進するを推進するを推進するを推進する。。。。     

        ままままた、歴史的風土た、歴史的風土た、歴史的風土た、歴史的風土はははは住民生活の中で保存されてきた住民生活の中で保存されてきた住民生活の中で保存されてきた住民生活の中で保存されてきたこここことをとをとをとを踏踏踏踏ままままえ、え、え、え、今今今今後も後も後も後も

住民の理住民の理住民の理住民の理解解解解・・・・協力協力協力協力・・・・参加参加参加参加のののの下下下下でででで取組取組取組取組を進を進を進を進めめめめ、地域、地域、地域、地域づくづくづくづくりをりをりをりを担う担う担う担う人人人人材材材材の発掘との発掘との発掘との発掘と

育育育育成を推進する成を推進する成を推進する成を推進する。。。。     

        さらに、本計画をさらに、本計画をさらに、本計画をさらに、本計画をはじめはじめはじめはじめとする明日香村にとする明日香村にとする明日香村にとする明日香村に係係係係る施策を的る施策を的る施策を的る施策を的確か確か確か確かつつつつ着着着着実に推進実に推進実に推進実に推進

するたするたするたするためめめめににににはははは、、、、県県県県と明日香村が連と明日香村が連と明日香村が連と明日香村が連携携携携し、村の現し、村の現し、村の現し、村の現状状状状やややや各種各種各種各種施策の実施施策の実施施策の実施施策の実施状状状状況況況況を定を定を定を定

期的に期的に期的に期的に把握把握把握把握・検・検・検・検証証証証・・・・評評評評価し、より価し、より価し、より価し、より効効効効果的果的果的果的なななな施策実施につ施策実施につ施策実施につ施策実施につなげなげなげなげる上で必要る上で必要る上で必要る上で必要なななな基基基基

礎礎礎礎的的的的デデデデーーーータタタタのののの収収収収集・調査・アー集・調査・アー集・調査・アー集・調査・アーカカカカイイイイブブブブ化を進化を進化を進化を進めめめめるるるるこここことで、とで、とで、とで、ＰＰＰＰＤＣＤＣＤＣＤＣＡＡＡＡササササイイイイクルクルクルクル

をををを構築構築構築構築し、計画し、計画し、計画し、計画達達達達成に向けて成に向けて成に向けて成に向けて努努努努力力力力するするするするもももものとするのとするのとするのとする。。。。     

            


