
第４次明日香村整備計画について

奈 良 県



第第第第４４４４次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画のののの作成経緯作成経緯作成経緯作成経緯・・・・必要性必要性必要性必要性第第第第４４４４次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画のののの作成経緯作成経緯作成経緯作成経緯・・・・必要性必要性必要性必要性第第第第４４４４次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画のののの作成経緯作成経緯作成経緯作成経緯・・・・必要性必要性必要性必要性

第第第第１１１１次整備計画次整備計画次整備計画次整備計画（（（（S55S55S55S55～～～～H1H1H1H1）））） 第第第第２２２２次整備計画次整備計画次整備計画次整備計画（（（（H2H2H2H2～～～～H11H11H11H11）））） 第第第第３３３３次整備計画次整備計画次整備計画次整備計画（（（（H12H12H12H12～～～～H21H21H21H21））））

生活環境、産業基盤等を総合的に整備 健康で住みよい村づくり 歴史風土を創造的に活用

明日香小学校校舎新築[橘] 圃場整備[栗原] 健康福祉ｾﾝﾀｰ「たちばな」 総合整備[橘・立部] 万葉文化館
■3次にわたる整備計画により、住民生

活を支える道路や下水道等の整備水

準の向上が図られ､住民生活の安定と
利便性の向上に大きく寄与

第第第第1～～～～3次整備計画次整備計画次整備計画次整備計画のののの成果成果成果成果

■明日香村は周辺市町村と比べて人口減少や高齢化の進展の度合いが高

く、また、農林業の衰退に伴う耕作放棄地の増大等により、明日香らしい景観

への影響も懸念。

■観光客数も年間８０万人前後で低迷するなど、地域活力が減退。

■明日香の価値は、この地において国家基盤が形成されたという歴史そのも

のにあるが、明日香を訪れる誰もが歴史を体感できる状況にはなっていない。

明日香村明日香村明日香村明日香村のののの課題課題課題課題

☆アンケート項目：整備計画による生活環境への効果 平成７年３月アンケート(飛鳥地方の活性化に関する調査) 平成１９年６月アンケート(総合計画策定のための住民アンケート)「とても効果があった」＋「効果があった」 35.7% 60.3%

成
果
の
一
方
で

…
第第第第４４４４次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画（（（（H22～～～～31））））をををを作成作成作成作成

｢明日香村整備基本

方針」に基づき

明日香夢市[島庄]

昭和昭和昭和昭和５５５５５５５５年年年年 明日香村特別措置法明日香村特別措置法明日香村特別措置法明日香村特別措置法のののの制定制定制定制定
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明日香村明日香村明日香村明日香村のののの概況概況概況概況明日香村明日香村明日香村明日香村のののの概況概況概況概況明日香村明日香村明日香村明日香村のののの概況概況概況概況

明日香村明日香村明日香村明日香村のののの概要概要概要概要

【沿革】昭和31年7月

高市郡阪合村・高市村・

飛鳥村の３村が合併し誕生

【所在地】奈良県高市郡

奈良盆地の南東部

大阪市から約40㎞

奈良市から約25㎞

【面 積】約２４k㎡

文化財文化財文化財文化財

人口人口人口人口

人口減少人口減少人口減少人口減少 少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化

明日香村明日香村明日香村明日香村にはにはにはには、、、、宮跡宮跡宮跡宮跡やややや寺院跡寺院跡寺院跡寺院跡、、、、古墳等古墳等古墳等古墳等がががが村内全域村内全域村内全域村内全域にににに分布分布分布分布

就業構造就業構造就業構造就業構造のののの変化変化変化変化

土地利用土地利用土地利用土地利用田 311 山林 1,350 その他 551畑 59樹園地 44宅地 93 単価：ha田 畑 樹園地 宅地 山林 その他土地利用形態土地利用形態土地利用形態土地利用形態
土地利用規制土地利用規制土地利用規制土地利用規制

・古都保存法

・明日香村特別措置法

・奈良県風致地区条例

・文化財保護法

史跡史跡史跡史跡 ２０２０２０２０件件件件（（（（うちうちうちうち特別史跡特別史跡特別史跡特別史跡３３３３件件件件）））） 有形文化財有形文化財有形文化財有形文化財: 重要文化財重要文化財重要文化財重要文化財２２２２２２２２件件件件（（（（うちうちうちうち国宝国宝国宝国宝２２２２件件件件））））
石舞台古墳、高松塚古墳、キトラ古墳 など 高松塚古墳壁画、岡寺書院・仁王門など
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さかあいむら 明日香村人口明日香村人口明日香村人口明日香村人口のののの推移推移推移推移6987 7109 7363 7126 6846 634355006000650070007500
S55 S60 H2 H7 H12 H17

(単位：人) 年齢区分別人口年齢区分別人口年齢区分別人口年齢区分別人口
02000400060008000
昭和４０年 昭和５０年 昭和６０年 平成７年 平成１７年

（人） 65歳以上15～64歳0～14歳 産業分類別人口比率産業分類別人口比率産業分類別人口比率産業分類別人口比率
21.8 18.8 14.3 13.2 12.4 12.427.6 27.5 29.3 27.2 27.6 22.450.6 53.7 56.3 59.6 60.0 65.20%20%40%60%80%100%
S55 S60 H2 H7 H12 H17

（％） ３次２次１次
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第第第第４４４４次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画のののの基本理念基本理念基本理念基本理念・・・・方向性方向性方向性方向性第第第第４４４４次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画のののの基本理念基本理念基本理念基本理念・・・・方向性方向性方向性方向性第第第第４４４４次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画のののの基本理念基本理念基本理念基本理念・・・・方向性方向性方向性方向性

我が国の古代国家体制が形成された

地である明日香の歴史を、誰もが体感・

回想できるよう歴史展示の推進を図る

・平成２２年３月に奈良県が策定した「明日香にお

ける歴史展示等のあり方基本方針」に基づき、明日

香の歴史展示を推進する。

歴史的文化遺産と周辺の環境が一体

となった他に類例を見ない貴重な明日

香の歴史的風土の維持･向上を図る

・明日香に相応しい景観の形成や、景観阻害要因

の改善等により、歴史的風土を良好な形で後世に

伝える。

「歴史展示」及び「歴史的風土」を活かし、｢農｣空間の維持･再生や観光･交流振興等の取り組み

を進め、明日香村の地域活力向上を図る

・販路拡大等による農林業の活性化や、歴史展示の推進による明日香の魅力発信など観光振興を図るとともに、定住人口の

確保にも取り組むなど、地域活力の向上を図る。

地域活力を支える生活環境基盤整備の推進を図る。

・引き続き道路､河川、都市公園、下水道等の整備を進め、安全、安心して暮らせる豊

かな生活環境の整備に取り組む。

歴史歴史歴史歴史展示展示展示展示のののの推進推進推進推進 歴史歴史歴史歴史的風土的風土的風土的風土のののの維持維持維持維持・・・・向上向上向上向上

地域活力地域活力地域活力地域活力のののの向上向上向上向上

生活環境基盤整備生活環境基盤整備生活環境基盤整備生活環境基盤整備のののの推進推進推進推進
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第第第第４４４４次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画

ⅠⅠⅠⅠ 国家基盤国家基盤国家基盤国家基盤がががが形成形成形成形成されたされたされたされた地地地地にににに相応相応相応相応しいしいしいしい歴史展示歴史展示歴史展示歴史展示のののの推進推進推進推進

第第第第４４４４次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画第第第第４４４４次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ 国家基盤国家基盤国家基盤国家基盤がががが形成形成形成形成されたされたされたされた地地地地にににに相応相応相応相応しいしいしいしい歴史展示歴史展示歴史展示歴史展示のののの推進推進推進推進国家基盤国家基盤国家基盤国家基盤がががが形成形成形成形成されたされたされたされた地地地地にににに相応相応相応相応しいしいしいしい歴史展示歴史展示歴史展示歴史展示のののの推進推進推進推進

歴史展示歴史展示歴史展示歴史展示のののの拠点施設整備拠点施設整備拠点施設整備拠点施設整備

県立万葉文化館を、「歴史歴史歴史歴史のののの総合展示施設総合展示施設総合展示施設総合展示施設」及び

「明日香明日香明日香明日香ののののゲートウェイゲートウェイゲートウェイゲートウェイ」と位置づけ所要の整備を実施

奈良県立万葉文化館
歴歴歴歴

史史史史

展展展展

示示示示

のののの

手手手手

法法法法

遺遺遺遺跡跡跡跡のののの整整整整備備備備

飛鳥京跡苑池飛鳥京跡苑池飛鳥京跡苑池飛鳥京跡苑池等の飛鳥時代における重要遺跡を整備

飛鳥京跡苑池（H11発掘説明会での様子） 飛鳥京跡苑池イメージ図
(奈良県立橿原考古学研究所作成)

展示する歴史のテーマを設定し、テーマに即した人物人物人物人物（語り

部あるいは中心人物）により、ストーリー性を持った展示内

容とし、具体的には、万葉文化館等において、映像や音声

等を用いわかりやすく解説する。

歴歴歴歴

史史史史

展展展展

示示示示

のののの

内内内内

容容容容

平成２１年度策定の「明日香における歴史展示等の

あり方基本方針｣に基づき、平成２２年度以降、具体

的な展示内容等について検討を行う予定。

明日香明日香明日香明日香のののの価値価値価値価値

であるであるであるである歴史歴史歴史歴史がががが

体感体感体感体感できないできないできないできない

●価値あるものが地下に埋もれており、来訪者にとって明日香の意義や歴史がわかりにくい●｢歴史物の展示｣はあっても、「歴史の展示」が不十分 東アジアから奈良を訪れる観光客は増加傾向にあるが、現地において東アジアとの“ゆかり”に関する情報が乏しい飛鳥京跡苑池の現状
国別奈良県訪問外国人観光客050100150200250 Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９(単位：千人) 韓国台湾アメリカ中国

埋蔵文化財埋蔵文化財埋蔵文化財埋蔵文化財のののの計画的発掘計画的発掘計画的発掘計画的発掘寺院寺院寺院寺院・・・・遺跡等遺跡等遺跡等遺跡等におけるにおけるにおけるにおける歴史展示歴史展示歴史展示歴史展示

寺院・遺跡等の歴史解説の充実、また、コンピュータグラフィック

スの活用等による歴史展示の推進

国・県・村の連携強化による計画的な発掘調査
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第第第第４４４４次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画

ⅡⅡⅡⅡ 歴史的風土歴史的風土歴史的風土歴史的風土のののの維持維持維持維持・・・・向上向上向上向上

第第第第４４４４次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画第第第第４４４４次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画

ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ 歴史的風土歴史的風土歴史的風土歴史的風土のののの維持維持維持維持・・・・向上向上向上向上歴史的風土歴史的風土歴史的風土歴史的風土のののの維持維持維持維持・・・・向上向上向上向上

○○○○明日香明日香明日香明日香にににに相応相応相応相応しいしいしいしい景観景観景観景観のののの形成形成形成形成

・景観条例・景観計画により、きめ細かな規制誘導を行う。

・企業やボランティアなど｢新たな公｣との連携による、里山

や河川景観の保全活動を促進する。

○○○○景観阻害要因景観阻害要因景観阻害要因景観阻害要因のののの改善改善改善改善

・景観阻害建築物･工作物を撤去する。

・集落内道路の美装化や無電柱化を推進する。

ボランティアによる景観形成

景観阻害物件の存在 道の両側に電柱のある道路
○○○○古都古都古都古都保存保存保存保存法買入地法買入地法買入地法買入地のののの適正管理適正管理適正管理適正管理

・買入地の増加及び広範囲に点在することから、適正な

対応が難しい状況にある。

・このため、地域の実情に応じたきめ細かな管理活用方策

を講じていく。

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000S45S52S59H3H10H17 (㎡)第１種地区第２種地区古都保存法買入地 約古都保存法買入地 約古都保存法買入地 約古都保存法買入地 約５５５５５５５５hahahaha 　 　 　 　（（（（HHHH22222222....3333現在現在現在現在））））農地活用２４ha(行政財政使用許可) 現状管理１４ha ボランティア 花園づくり 草刈り１５ha
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第第第第４４４４次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画

ⅢⅢⅢⅢ 歴史展示及歴史展示及歴史展示及歴史展示及びびびび歴史的風土歴史的風土歴史的風土歴史的風土をををを活用活用活用活用したしたしたした地域活力地域活力地域活力地域活力のののの向上向上向上向上

第第第第４４４４次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画第第第第４４４４次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画

ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ 歴史展示及歴史展示及歴史展示及歴史展示及びびびび歴史的風土歴史的風土歴史的風土歴史的風土をををを活用活用活用活用したしたしたした地域活力地域活力地域活力地域活力のののの向上向上向上向上歴史展示及歴史展示及歴史展示及歴史展示及びびびび歴史的風土歴史的風土歴史的風土歴史的風土をををを活用活用活用活用したしたしたした地域活力地域活力地域活力地域活力のののの向上向上向上向上

明日香明日香明日香明日香をををを支支支支えるえるえるえる

「「「「農農農農」」」」のののの維持維持維持維持････再生再生再生再生

住住住住みたくなるみたくなるみたくなるみたくなる村村村村づくりづくりづくりづくり観光観光観光観光････交流交流交流交流のののの振興振興振興振興

□□□□地域産業地域産業地域産業地域産業としてのとしてのとしてのとしての農林業農林業農林業農林業のののの充実充実充実充実基盤整備、鳥獣害対策等
□□□□耕作放棄地等耕作放棄地等耕作放棄地等耕作放棄地等へのへのへのへの対応対応対応対応特産品開発、直売施設等
□□□□都市住民都市住民都市住民都市住民とのとのとのとの交流交流交流交流によるによるによるによる推進推進推進推進オーナー制度推進、農村体験宿泊交流施設等

□□□□明日香明日香明日香明日香のののの魅力発信魅力発信魅力発信魅力発信情報発信機能強化、解説板の外国語表記等
□□□□観光基盤観光基盤観光基盤観光基盤のののの整備整備整備整備広域周遊ネットワークの整備、周遊バス運行の確保等
□□□□にぎわいのにぎわいのにぎわいのにぎわいの拠点形成拠点形成拠点形成拠点形成商業施設の立地誘導、観光イベント開催等
□□□□宿泊観光宿泊観光宿泊観光宿泊観光のののの推進推進推進推進

□□□□定住対策定住対策定住対策定住対策のののの推進推進推進推進空き家バンクシステムの活用
□□□□魅力魅力魅力魅力あるあるあるある村村村村づくりづくりづくりづくり「農」「観光」「文化財」を活用した観光振興、産業誘致

農産物直売所の新設
(写真は飛鳥駅前の｢あすか夢販売所｣) 棚田オーナー制の田植え［稲渕］ バス運行の確保 空き家バンクの物件

明日香村観光客数明日香村観光客数明日香村観光客数明日香村観光客数
0500100015002000
Ｓ５０ Ｓ５３ Ｓ５６ Ｓ５９ Ｓ６２ Ｈ２ Ｈ５ Ｈ８ Ｈ１１ Ｈ１４ Ｈ１７

単位：千人
昭和50年代の年間1８０万人をピークに､現在は８０万人前後で低迷

明日香村人口明日香村人口明日香村人口明日香村人口のののの推移推移推移推移6987 7109 7363 7126 6846 634355006000650070007500
S55 S60 H2 H7 H12 H17

(単位：人)568 11440 200 400 600 800 1000 1200 1400H17S55 明日香村農業就業人口(人)
10170 20 40 60 80 100 120H17S55 明日香村耕作放棄地面積(ｈａ)
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第第第第４４４４次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画

ⅣⅣⅣⅣ 生活環境基盤整備生活環境基盤整備生活環境基盤整備生活環境基盤整備のののの推進推進推進推進

第第第第４４４４次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画第第第第４４４４次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画

ⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣ 生活環境基盤整備生活環境基盤整備生活環境基盤整備生活環境基盤整備のののの推進推進推進推進生活環境基盤整備生活環境基盤整備生活環境基盤整備生活環境基盤整備のののの推進推進推進推進

県道桜井明日香吉野線［石舞台付近の現況］ 飛鳥川整備イメージ［栢森］ ごみ処理施設リニューアル［畑］ 明日香小学校改修［橘］

地域活力地域活力地域活力地域活力のののの向上向上向上向上をををを図図図図るるるるためためためため、、、、

引引引引きききき続続続続きききき、、、、生活環境基盤整備生活環境基盤整備生活環境基盤整備生活環境基盤整備のののの推進推進推進推進にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ

○○○○道路道路道路道路のののの整備整備整備整備

・幅員狭隘区間の解消

・広域道路ネットワーク

・生活道路ネットワーク

○○○○河川河川河川河川のののの整備整備整備整備

・歴史的風土との調和に配慮

河川整備

・治水安全度の向上

○○○○上水道上水道上水道上水道････下水道下水道下水道下水道のののの整備整備整備整備

・下水道、合併浄化槽の整備

・簡易水道の再編整備

・上下水道の耐震化、老朽化

に対応した整備

○○○○都市公園都市公園都市公園都市公園のののの整備整備整備整備

・健康増進、生涯学習に寄与

する公園整備

○○○○消防施設等消防施設等消防施設等消防施設等のののの整備整備整備整備

・防火水槽の整備

・防災行政無線のﾃﾞｼﾞﾀﾙ化

・防災拠点施設の整備

○○○○厚生施設厚生施設厚生施設厚生施設のののの整備整備整備整備

・健康福祉センターのリニュー

アル

・ごみ処理施設の大規模改修

○○○○教育施設教育施設教育施設教育施設のののの整備整備整備整備

・一貫教育に伴う学校施設の

改修や耐震補強

・図書・資料館の整備
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第第第第４４４４次明日香村整計画次明日香村整計画次明日香村整計画次明日香村整計画のののの主主主主なななな事業事業事業事業第第第第４４４４次明日香村整計画次明日香村整計画次明日香村整計画次明日香村整計画のののの主主主主なななな事業事業事業事業第第第第４４４４次明日香村整計画次明日香村整計画次明日香村整計画次明日香村整計画のののの主主主主なななな事業事業事業事業

河川整備河川整備河川整備河川整備飛鳥川 神奈備の郷･川づくり

道路改良道路改良道路改良道路改良県道桜井明日香吉野線等
無電柱化無電柱化無電柱化無電柱化のののの推進推進推進推進

にぎわいのにぎわいのにぎわいのにぎわいの拠点形成拠点形成拠点形成拠点形成

飛鳥京跡苑池飛鳥京跡苑池飛鳥京跡苑池飛鳥京跡苑池のののの整備整備整備整備

農林産物直売施設農林産物直売施設農林産物直売施設農林産物直売施設のののの新設新設新設新設（場所未定）
景観阻害物件景観阻害物件景観阻害物件景観阻害物件のののの撤去撤去撤去撤去

奈良県立万葉文化館改修奈良県立万葉文化館改修奈良県立万葉文化館改修奈良県立万葉文化館改修・歴史の総合展示施設・明日香のゲートウェイ
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第第第第４４４４次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画のののの推進推進推進推進

■毎年、奈良県が中心となって、
第４次明日香村整備計画の事業検証・評価を実施

○検証・評価の組織(案)…奈良県・明日香村で構成

○検証事項…事業進捗状況､進捗の妨げとなっている課題整理､その対応策等の検討

内部内部内部内部によるによるによるによる検証検証検証検証・・・・評価評価評価評価のののの実施実施実施実施

必要に応じて、第４次明日香村整備計画を見直す

国・県・村三者の

連携・協力により

第第第第４４４４次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画

ⅥⅥⅥⅥ 計画達成計画達成計画達成計画達成のためののためののためののための推進体制推進体制推進体制推進体制

第第第第４４４４次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画第第第第４４４４次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画次明日香村整備計画

ⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥ 計画達成計画達成計画達成計画達成のためののためののためののための推進体制推進体制推進体制推進体制計画達成計画達成計画達成計画達成のためののためののためののための推進体制推進体制推進体制推進体制


