
新規選定 大規模な宿坊群を中心とした戸隠神社の門前町 

 

長野市戸隠伝統的建造物群保存地区 

所在地  長野市戸隠字
あざ

宝光社
ほうこうしゃ

の全域並びに字中社
ちゅうしゃ

，字宝光社東，字宝光社西，字

堂前林
どうまえばやし

，字向林
むけべし

，字東谷
ひがしたに

及び字上泡原
かみあわら

の各一部 

面 積  約７３.３ヘクタール 

 

戸隠神社中社及び宝光社の宿坊群を中心とした門前町である。宿坊群としては初めての

選定となる。 

長野市北西部の標高１，０００メートルを超える山岳地帯に位置しており，戸隠山の中

腹に戸隠神社の奥社，戸隠高原の南向き斜面に中社と宝光社が位置し，これらは善光寺か

ら続く戸隠道
とがくしみち

で結ばれている。 

戸隠神社は，戸隠山顕光寺
けんこうじ

を前身とし，近世には信州を中心として各地に戸隠講が形成

された。近世後期から近代には参詣者の増加に伴って，宿坊の大規模化が進んだ。 
  保存地区は，中社と宝光社の境内及び宿坊群を中心とする門前町と両社を繋ぐ道等を範

囲とする。中社，宝光社共に，仁王門跡
あと

の内側の参道沿いに大規模な宿坊，その周囲に小

規模な宿坊，仁王門跡の外側から宿坊群の周縁に在家
ざ い け

と呼ばれる農家や職人等の住宅があ

り，現在も江戸以来の地割を残している。 

 宿坊や在家の主屋は，平屋建または二階建，寄棟造，茅葺，平入を基本とし，雪対策と

して軒をせがい造りで深くとり，床を高く張る。宿坊は客殿部と庫裏部からなり，客殿部

は正面に向拝
こうはい

を備え，神前の間を構える。 

  長野市戸隠伝統的建造物群保存地区は，江戸時代以来の地割が良く保たれ，戸隠信仰の

もと，参詣者を受け入れるため大規模化した宿坊が，社殿や在家の住宅、石垣，生垣等と

一体となって歴史的風致を形成し，我が国にとって価値が高い。 



           

 

 

 

長野市戸隠伝統的建造物群保存地区の範囲 

宝光社 

中社 

空から見た戸隠の集落 

戸隠高原の南向き斜面に広がる宝光社の集落 

（戸隠中社・宝光社地区まちづくり協議会 提供） 

保存地区の伝統的な宿坊 

数多くの参詣者を迎え入れて大型化した宿坊 



新規選定 鰹漁の隆盛で発展した徳島南海の島の漁村集落 

    

牟岐町出羽島伝統的建造物群保存地区 

所在地  徳島県
とくしまけん

海部郡
か い ふ ぐ ん

牟岐町
む ぎ ち ょ う

大字牟岐浦
む ぎ う ら

字出羽島
て ば じ ま

の一部 

面 積  約３.７ヘクタール 

 

徳島県南東部に位置する牟岐町
むぎちょう

の沖合に浮かぶ出羽島
て ば じ ま

の北部、入江に形成された漁村集

落である。 

出羽島は，江戸時代は徳島藩に属し，藩が移住奨励を強めた寛政１２年（１８００）に，６軒から

始まり，５年のうちに５０軒程となり，明治以降，鰹漁の隆盛に伴い人口を増やし，昭和９年に

は１６６軒，約８００人に至った。 

出羽島では，入江周りから西北部の山裾
やますそ

にかけて宅地が集中し，その背後の斜面に畑地が

階段状に作られる。道は地形に合わせて湾曲しながら宅地と畑地を結び，アワエと呼ばれる小

路が分岐して，宅地と海を繋いでいる。 

保存地区は，面積約３．７ヘクタールの範囲で，天保１１年（１８４０）を最古として，江戸末期か

ら昭和前期にかけての伝統的な主屋が良く残る。その大半が，間口３～４間規模の切妻造
きりづまづくり

，

瓦 葺
かわらぶき

，平入
ひらいり

，平屋又は二階建である。間取りは，通り土間に面して２列４室とし，正面外観

は， 蔀
しとみ

と床几
しょうぎ

から成る揚
あ

げ見世
み せ

と出格子を特徴とする。 

牟岐町出羽島伝統的建造物群保存地区は，徳島藩の移住奨励によって形成され，江戸後期

から昭和前期まで，鰹漁の隆盛に伴って拡大した漁村集落である。組頭庄屋を勤めた青木家に

よる土地所有の下，規模や形式が揃った漁家の主屋が建ち並ぶ集落景観が発達し，我が国に

とって価値が高い。 



  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

牟岐町出羽島伝統的建造物群保存地区の範囲

空から見た出羽島の集落 
砂嘴が形成する入江を漁港とし，その周りに宅

地が集中する。 

砂嘴上に形成された町並み 

蔀と床几から成る揚げ見世と出格子を特徴とす

る。 



（参考）重要伝統的建造物群保存地区一覧（答申・官報告示後） 

No 都道府県 地 区 名 称 種    別 
選定年月日 

(拡大年月日) 

選定 

基準 

面積 

(ha) 

1 北海道 函館市元町末広町 港町 平 1. 4.21 （三） 14.5  

2 青森 弘前市仲町 武家町 昭 53. 5.31 （二） 10.6  

3 青森 黒石市中町 商家町 平 17. 7.22 （一） 3.1  

4 岩手 金ケ崎町城内諏訪小路 武家町 平 13. 6.15 （二） 34.8  

5 宮城 村田町村田 商家町 平 26. 9.18 （一） 7.4  

6 秋田 横手市増田 在郷町 平 25.12.27 （二） 10.6  

7 秋田 仙北市角館 武家町 昭 51. 9. 4 （二） 6.9  

8 福島 下郷町大内宿 宿場町 昭 56. 4.18 （三） 11.3  

9 福島 南会津町前沢 山村集落 平 23. 6.20 （三） 13.3  

10 茨城 桜川市真壁 在郷町 平 22. 6.29 (二) 17.6  

11 栃木 栃木市嘉右衛門町 在郷町 平 24. 7. 9 （二） 9.6  

12 群馬 桐生市桐生新町 製織町 平 24. 7. 9 （二） 13.4  

13 群馬 中之条町六合赤岩 山村・養蚕集落 平 18. 7. 5 （三） 63.0  

14 埼玉 川越市川越 商家町 平 11.12. 1 （一） 7.8  

15 千葉 香取市佐原 商家町 平 8.12.10 （三） 7.1  

16 新潟 佐渡市宿根木 港町 平 3. 4.30 （三） 28.5  

17 富山 高岡市山町筋 商家町 平 12.12. 4 （一） 5.5  

18 富山 高岡市金屋町 鋳物師町 平 24.12.28 （一） 6.4  

19 富山 南砺市相倉 山村集落 平 6.12.21 （三） 18.0  

20 富山 南砺市菅沼 山村集落 平 6.12.21 （三） 4.4  

21 石川 金沢市東山ひがし 茶屋町 平 13.11.14 （一） 1.8  

22 石川 金沢市主計町 茶屋町 平 20. 6. 9 （一） 0.6  

23 石川 金沢市卯辰山麓 寺町 平 23.11.29 （二） 22.1  

24 石川 金沢市寺町台 寺町 平 24.12.28 （二） 22.0  

25 石川 輪島市黒島地区 船主集落 平 21. 6.30 （二） 20.5  

26 石川 加賀市加賀橋立 船主集落 平 17.12.27 （二） 11.0  

27 石川 加賀市加賀東谷 山村集落 平 23.11.29 （三） 151.8  

28 石川 白山市白峰 山村・養蚕集落 平 24. 7. 9 （三） 10.7  

29 福井 小浜市小浜西組 商家町・茶屋町 平 20. 6. 9 （二） 19.1  

30 福井 若狭町熊川宿 宿場町 平 8. 7. 9 （三） 10.8  

31 山梨 甲州市塩山下小田原上条 山村・養蚕集落 平 27. 7. 8 （三） 15.1  

32 山梨 早川町赤沢 山村・講中宿 平 5. 7.14 （三） 25.6  

33 長野 長野市戸隠 宿坊群・門前町 - （二） 73.3 



34 長野 塩尻市奈良井 宿場町 昭 53. 5.31 （三） 17.6  

35 長野 塩尻市木曾平沢 漆工町 平 18. 7. 5 （二） 12.5  

36 長野 千曲市稲荷山 商家町 平 26.12.10 （二） 13.0  

37 長野 東御市海野宿 宿場・養蚕町 昭 62. 4.28 （一） 13.2  

38 長野 南木曽町妻籠宿 宿場町 昭 51. 9. 4 （三） 1,245.4  

39 長野 白馬村青鬼 山村集落 平 12.12. 4 （三） 59.7  

40 岐阜 高山市三町 商家町 
昭 54. 2. 3 

(平 9. 5.29) 
（一） 4.4  

41 岐阜 高山市下二之町大新町 商家町 平 16. 7. 6 （一） 6.6  

42 岐阜 美濃市美濃町 商家町 平 11. 5.13 （一） 9.3  

43 岐阜 恵那市岩村町本通り 商家町 平 10. 4.17 （三） 14.6  

44 岐阜 郡上市郡上八幡北町 城下町 平 24.12.28 （三） 14.1  

45 岐阜 白川村荻町 山村集落 昭 51. 9. 4 （三） 45.6  

46 静岡 焼津市花沢 山村集落 平 26. 9.18 （三） 19.5  

47 愛知 名古屋市有松 染織町 平 28. 7.25 （一） 7.3  

48 愛知 豊田市足助 商家町 平 23. 6.20 （一） 21.5  

49 三重 亀山市関宿 宿場町 昭 59.12.10 （三） 25.0  

50 滋賀 大津市坂本 里坊群・門前町 平 9.10.31 （三） 28.7  

51 滋賀 彦根市河原町芹町地区 商家町 平 28. 7.25 （二） 5.0  

52 滋賀 近江八幡市八幡 商家町 平 3. 4.30 （一） 13.1  

53 滋賀 東近江市五個荘金堂 農村集落 平 10.12.25 （三） 32.2  

54 京都 京都市上賀茂 社家町 昭 63.12.16 （三） 2.7  

55 京都 京都市産寧坂 門前町 
昭 51. 9. 4 

(平 8. 7. 9) 
（三） 8.2  

56 京都 京都市祇園新橋 茶屋町 昭 51. 9. 4 （一） 1.4  

57 京都 京都市嵯峨鳥居本 門前町 昭 54. 5.21 （三） 2.6  

58 京都 南丹市美山町北 山村集落 平 5.12. 8 （三） 127.5  

59 京都 伊根町伊根浦 漁村集落 平 17. 7.22 （三） 310.2  

60 京都 与謝野町加悦 製織町 平 17.12.27 （二） 12.0  

61 大阪 富田林市富田林 寺内町・在郷町 平 9.10.31 （一） 11.2  

62 兵庫 神戸市北野町山本通 港町 昭 55. 4.10 （一） 9.3  

63 兵庫 豊岡市出石 城下町 平 19.12. 4 （二） 23.1  

64 兵庫 篠山市篠山 城下町 平 16.12.10 （二） 40.2  

65 兵庫 篠山市福住 宿場町・農村集落 平 24.12.28 （三） 25.2  

66 奈良 橿原市今井町 寺内町・在郷町 平 5.12. 8 （一） 17.4  

67 奈良 五條市五條新町 商家町 平 22.12.24 （一） 7.0  

68 奈良 宇陀市松山 商家町 平 18. 7. 5 （一） 17.0  

69 和歌山 湯浅町湯浅 醸造町 平 18.12.19 （二） 6.3  



70 鳥取 倉吉市打吹玉川 商家町 
平 10.12.25 

(平 22.12.24) 
（一） 9.2  

71 鳥取 大山町所子 農村集落 平 25.12.27 （三） 25.8  

72 島根 大田市大森銀山 鉱山町 
昭 62.12. 5 

(平 19.12. 4) 
（三） 162.7  

73 島根 大田市温泉津 港町・温泉町 
平 16. 7. 6 

(平 21.12. 8) 
（二） 36.6  

74 島根 津和野町津和野 武家町・商家町 平 25. 8. 7 （二） 11.1  

75 岡山 倉敷市倉敷川畔 商家町 
昭 54. 5.21 

(平 10.12.25) 
（一） 15.0  

76 岡山 津山市城東 商家町 平 25. 8. 7 （一） 8.1  

77 岡山 高梁市吹屋 鉱山町 昭 52. 5.18 （三） 6.4  

78 広島 呉市豊町御手洗 港町 平 6. 7. 4 （二） 6.9  

79 広島 竹原市竹原地区 製塩町 昭 57.12.16 （一） 5.0  

80 山口 萩市堀内地区 武家町 
昭 51. 9. 4 

(昭 53. 5.31) 
（二） 55.0  

81 山口 萩市平安古地区 武家町 
昭 51. 9. 4 

(平 5.12. 8) 
（二） 4.0  

82 山口 萩市浜崎 港町 平 13.11.14 （二） 10.3  

83 山口 萩市佐々並市 宿場町 平 23. 6.20 （二） 20.8  

84 山口 柳井市古市金屋 商家町 昭 59.12.10 （一） 1.7  

85 徳島 美馬市脇町南町 商家町 昭 63.12.16 （一） 5.3  

86 徳島 三好市東祖谷山村落合 山村集落 平 17.12.27 （三） 32.3  

87 徳島 牟岐町出羽島 漁村集落 - （三） 3.7 

88 香川 丸亀市塩飽本島町笠島 港町 昭 60. 4.13 （三） 13.1  

89 愛媛 西予市宇和町卯之町 在郷町 平 21.12. 8 （二） 4.9  

90 愛媛 内子町八日市護国 製蝋町 昭 57. 4.17 （三） 3.5  

91 高知 室戸市吉良川町 在郷町 平 9.10.31 （一） 18.3  

92 高知 安芸市土居廓中 武家町 平 24. 7. 9 （二） 9.2  

93 福岡 八女市八女福島 商家町 平 14. 5.23 （二） 19.8  

94 福岡 八女市黒木 在郷町 平 21. 6.30 （三） 18.4  

95 福岡 うきは市筑後吉井 在郷町 平 8.12.10 （三） 20.7  

96 福岡 うきは市新川田篭 山村集落 平 24. 7. 9 （三） 71.2  

97 福岡 朝倉市秋月 城下町 平 10. 4.17 （二） 58.6  

98 佐賀 鹿島市浜庄津町浜金屋町 港町・在郷町 平 18. 7. 5 （二） 2.0  

99 佐賀 鹿島市浜中町八本木宿 醸造町 平 18. 7. 5 （一） 6.7  

100 佐賀 嬉野市塩田津 商家町 平 17.12.27 （二） 12.8  

101 佐賀 有田町有田内山 製磁町 平 3. 4.30 （三） 15.9  

102 長崎 長崎市東山手 港町 平 3. 4.30 （二） 7.5  

103 長崎 長崎市南山手 港町 平 3. 4.30 （二） 17.0  

104 長崎 平戸市大島村神浦 港町 平 20. 6. 9 （二） 21.2  



105 長崎 雲仙市神代小路 武家町 平 17. 7.22 （二） 9.8  

106 大分 日田市豆田町 商家町 平 16.12.10 （二） 10.7  

107 宮崎 日南市飫肥 武家町 昭 52. 5.18 （二） 19.8  

108 宮崎 日向市美々津 港町 昭 61.12. 8 （二） 7.2  

109 宮崎 椎葉村十根川 山村集落 平 10.12.25 （三） 39.9  

110 鹿児島 出水市出水麓 武家町 平 7.12.26 （二） 43.8  

111 鹿児島 薩摩川内市入来麓 武家町 平 15.12.25 （二） 19.2  

112 鹿児島 南九州市知覧 武家町 昭 56.11.30 （二） 18.6  

113 沖縄 渡名喜村渡名喜島 島の農村集落 平 12. 5.25 （三） 21.4  

114 沖縄 竹富町竹富島 島の農村集落 昭 62. 4.28 （三） 38.3  

     43 道府県 9４市町村 11４地区   3,877.2 ha 

 

 

 


