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例  言 

 

 

１ 本構想策定にかかる事業は、平成 29～31 年度（令和元年度）に国庫補助「文化芸術振興費補助金

（文化遺産総合活用推進事業）」を活用して３か年で実施した。 

 

２ 本構想の策定にあたっては、平成 31 年度に「伊那市歴史文化基本構想策定委員会」を設置して内

容検討を行った。 

 

表 伊那市歴史文化基本構想策定委員 (任期：令和元年７月１日～令和２年３月 31 日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 本構想の策定は、文化庁地域文化創生本部および長野県教育委員会から指導・助言を受け、伊那市

教育委員会生涯学習課が行った。 

 

４ 本構想策定に関する作業の一部は、（株）地域総合計画に委託した。 
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第1章 策定の経緯と目的 
 

１ 策定の経緯と目的 

平成 18 年（2006）３月 31 日に伊那市・高遠町・

長谷村の３市町村が合併し、新「伊那市」として歩

み始めた伊那市は、産業と賑わいの伊那、歴史と文

化の高遠、自然豊かな長谷と、それぞれの地域の特

性を生かしたまちづくりを進めてきました。 

長野県の南部に位置する伊那市は、南アルプス

（赤石山脈）と中央アルプス（木曽山脈）の２つの

アルプスに抱かれ、市内には天竜川や三峰川など幾

筋もの河川が流れています。自然豊かで歴史と文化

に育まれてきた市域には、古くは旧石器時代の遺跡

をはじめとする各時代の遺跡があるほか、歴史的な

建造物、古文書、石造物、寺社祭礼に伴う風俗慣習

や民俗芸能、当地特有の地形、地質、動植物など、

有形・無形、指定・未指定を問わず様々な文化財が

あります。 

これらは地域の住民が中心となり代々受け継が

れてきたもので、伊那市を語る上で欠かせない大切

な財産です。 

しかし、文化財の存在や価値を多くの市民が共有できているとはいい難く、文化財自体の活用

が十分に図られていない状況となっています。さらに、社会環境の変化や少子高齢化の進行、人

口減少に伴う地域コミュニティの衰退等により、文化財を未来に継承していくことが困難にな

ってきています。 

このような状況を踏まえ、市の各種施策と連携しながら一貫性を持った文化財保護施策を推

進し、私たちの心の拠り所でもある文化財を、市民一人ひとりが「私たちの財産」として認識し

た上で、将来にわたり文化財を適切に保存・活用・継承していくため、伊那市における文化財保

護のマスタープランとして位置付ける「伊那市歴史文化基本構想」を策定します。 

 

２ 「歴史文化基本構想」とその役割 

伊那市の文化財の保護に関しては、文化財保護法及び長野県文化財保護条例、伊那市文化財保

護条例（以下、「文化財保護条例」という。）により指定・登録・選択を受けた文化財（以下、「指

定等文化財」という。）を中心に、必要な保護措置を講じてきました。指定等文化財が保護され

る一方で、未指定文化財への対応が行き届かなかったり、文化財の置かれている環境の変化や、

文化財を保護するための技術等の継承が、指定・未指定を問わず課題となっています。 

こうした状況は伊那市特有の課題ではなく、全国的な傾向でもあることから、国においては文

化審議会文化財分科会企画調査会から、平成 19 年（2007）に「歴史文化基本構想」及び「歴史

文化保存活用計画」の策定が提言されました。「歴史文化基本構想」は、文化庁が平成 24 年（2012）

に策定した「「歴史文化基本構想」策定技術指針」の中で、「地域の文化財は指定・未指定にかか

図.伊那市の位置 
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わらず幅広く捉えて、的確に把握し、文化財をその周辺環境まで含めて、総合的に保存・活用す

るための構想であり、地方公共団体が文化財保護行政を進めるための基本的な構想となるもの」

とされています。 

上記の趣旨に沿って策定する「伊那市歴史文化基本構想」では、地域の文化財を将来に渡り確

実に継承していくため、歴史文化資源を地域にとってかけがえのないものと位置付け、行政だけ

でなく、市民、所有者、有識者、研究機関、教育機関、各種団体、事業者等、様々な主体が連携

協力しながら保存・活用を推進していくことを目指します。また、本構想を基にした文化財関連

施策の展開や、歴史文化資源を核としたまちづくりを通じて、地域の魅力の増進、地域の活性化

が進むことも期待されます。 

 

３ 「歴史文化基本構想」が対象とする文化財・歴史文化資源 

文化財は、我が国の長い歴史のなかで生まれ、育まれ、今日まで守り伝えられてきた貴重な国

民の財産です。文化財保護法の規定によると、「文化財」とは、社寺や民家などの建造物、仏像、

絵画、書画、遺跡、名勝地、動植物のほか、芸能や工芸技術のような「技術（わざ）」、伝統的行

事や祭り、あるいは人々の生活や風土と結びついて形成された景観、歴史的な集落・街並みなど

のことをいい、有形文化財から伝統的建造物群までの６つの類型に分けられます。国や県、市に

よる指定、登録、選定、選択を受けていない、いわゆる未指定のものも「文化財」に含まれ、文

化財の保存技術や土地に埋蔵されている「埋蔵文化財」も保護の対象となっています（次頁の図

参照）。 

本構想では、より広い視点で地域の歴史文化を捉えるため、上記の文化財等に限らず、伊那市

の歴史・文化・風土・特性を今に伝える「人」、「もの」、「こと」（例えば歴史上の人物や伝承、

地形、地名、食文化など）を総称して「歴史文化資源」という用語を用い、保存・活用の対象と

します。さらには、歴史文化資源の置かれている自然環境や、歴史文化資源を支える人々や守り

伝えるための技術といった周辺環境を合わせて伊那市の歴史文化が成り立っていると捉え、包

括的な歴史文化資源の保存・活用を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図.歴史文化基本構想の対象範囲 
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図.文化財の体系図 
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４ 「歴史文化基本構想」の構成 

本構想は、文化庁発行の『「歴史文化基本構想」策定ハンドブック』における策定の流れに従

い、伊那市の状況を踏まえ、とりまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図.歴史文化基本構想の構成 

 

(参考：文化庁『「歴史文化基本構想」 

策定ハンドブック』) 
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５ 「歴史文化基本構想」の位置付け 

本構想は、「第２次伊那市総合計画」(計画期間：2019 年度～2028 年度)を上位計画とし、伊那

市における歴史文化資源の保存・活用・継承に向けたマスタープランとして位置付けます。 

また、関連する各種計画から歴史文化に関わる共通の目標や方針を把握し、連携・整合を図る

とともに、資源と密接にかかわる様々な歴史的な出来事や民俗文化等が掲載された貴重な歴史

的資料を活用しながら構想を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図.本構想の位置付け 

 

(参考：『第２次伊那市総合計画 基本構想・前期基本計画・前期土地利用計画』 

平成 31 年(2019)) 
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６ 上位計画・関連計画での位置付けや関連性 

６-１  第２次伊那市総合計画 

平成 31 年（2019）3 月に策定した「第２次伊那市総合計画」（計画期間：2019 年度～2028 年

度）は、継続的な発展に向けた総合的かつ計画的な行政運営の指針となる計画で、将来にわたり

持続可能で輝かしい伊那市の未来を築くため「未来を織りなす 創造と循環のまち 伊那市」を

将来像に定めています。計画では、この将来像を実現するため、前期、後期の５年間に分けて基

本計画を立案し、施策を展開することとしており、本構想はこの前期基本計画（計画期間：2019

年度～2023 年度）に沿って策定するものとします。 

前期基本計画では、基本目標「歴史と文化を未来へつなぐ、心豊かな人を育むまちづくり」を

達成するための主要施策と展開方針を次のように定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(参考：『第２次伊那市総合計画 基本構想・前期基本計画・前期土地利用計画』 

平成 31 年(2019)) 

図.文化・芸術における施策と展開方針 
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６-２  史跡高遠城跡に関わる諸計画 

伊那市では、昭和 63 年（1988）３月に「史跡高

遠城跡保存管理計画」、平成 12 年（2000）３月に「史

跡高遠城跡整備基本計画」を策定し、歴史的遺産で

ある高遠城跡の将来的なあり方をまとめ、史跡の保

存・活用を図ってきました。平成 16 年度以降は「史

跡高遠城跡整備実施計画」に基づいて、保存管理、

各種調査、遺構の保存整備、公開活用等を行ってい

ます。整備の基本認識や事業方針は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図.史跡高遠城跡整備の基本認識 

 

図.高遠城跡整備事業の方針 

 

(参考：『史跡高遠城跡整備基本計画』平成 12 年(2000) 

『史跡高遠城跡整備実施計画 第二次短期整備計画書』平成 25 年(2013)) 
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６-３  伊那市観光基本計画 

「伊那市観光基本計画」は、平成 18 年(2006)の新伊那市誕生に伴い、これまで３市町村(旧伊

那市、旧高遠町、旧長谷村)が独自に進めてきた観光への取り組みを合併を機に見直し、伊那市

の観光施策推進の指針とすることを目的に平成 19 年(2007)に策定された計画です。 

基本方針として、①新生伊那市にふさわしい観光のまちづくり、②多様なニーズに対応した魅

力ある観光地づくり、③市民参加型の観光体制の構築、④観光客受入のための環境整備の４つを

定めた上で、７つの体系に沿って具体的な観光施策を推進することとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図.基本方針と施策体系(７つの柱) 

 

(出典：『伊那市観光基本計画』平成 19 年(2007)) 

図.計画策定にあたっての新たなポイント 

 

(出典：『伊那市観光基本計画』平成 19 年(2007)) 
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６-４  伊那市都市計画マスタープラン 

「伊那市都市計画マスタープラン」は、伊那市における都市づくりの目標やまちづくりの方針

を定めることを目的に平成 21 年(2009)３月に策定されました。その中で謳われている将来像は

「歴史と文化を大切にし、人と自然にやさしく環境と調和する活力に満ちた都市」です。その将

来像実現のための都市づくりの目標として、①人と自然にやさしいまちづくり、②健全な土地利

用によるまちづくり、③交流・連携による生活に便利なまちづくり、④地域の特性を生かした個

性豊かなまちづくり、⑤市民との協働によるまちづくりの５つを定め、中でも「④地域の特性を

生かした個性豊かなまちづくり」における基本的考え方として「恵まれた環境資源を保全・活用

するとともに、歴史的街並みを活かした市街地の形成など歴史、文化などの特性を活かしたまち

づくりを進めます」と示しています。 

また、分野別の基本方針の４つ目「景観形成の基本方針」において、「伊那市の特徴的な景観

である段丘崖の森林景観や山並み景観などの保全・活用を図ること」「特色ある街並み景観の形

成として、伊那(竜西)地域西町地区の伊那部宿や西箕輪地域の仲仙寺への参道であるはびろ道、

長谷地域の秋葉街道等を保全・修景整備を行うことによる景観の向上」「高遠町地域の高遠城址

公園や花の丘公園、神社仏閣などを訪れる人々にうるおいとやすらぎを与える交流の場として

歴史的遺産を保全し、城下町にふさわしい街並みの保全と活用による景観づくりを進めること」

を掲げています。 

また、市民参加による景観形成として住民協定による地域景観の保全や花いっぱい運動など

による地域の景観保全活動の推進を掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図.景観形成の基本方針 

 

(参考：『伊那市都市計画マスタープラン』平成 21 年(2009)) 
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６-５  「日本一の桜の里づくり」計画 

「天下第一の桜」として知られる高遠城址公園の桜は、これまでも観光資源として活用し、旧

高遠町においては桜からのまちづくりを進めてきました。旧高遠町が進めてきた桜からのまち

づくりを継承し、市内に数多くある桜をまちづくりに活用するために平成 23 年(2011)に策定さ

れたのが、「「日本一の桜の里づくり」計画」です。 

基本理念は「日本一の桜の里づくり」、将来像は「桜の愛し、育み、親しむ桜の里」であり、

将来像を実現するための基本目標として、以下の６項目を掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(参考：『「日本一の桜の里づくり」計画』平成 23 年(2011)) 図.「日本一の桜の里づくり」計画 体系図 

 

１．「市民が主役」の桜の里づくり 

２．桜を知り、人を育む桜の里づくり 

３．多くの人が訪れる賑わいの桜の里づくり 

４．広く親しまれる公共施設の桜の管理 

５．ネットワークの構築 

６．行政と桜守の体制づくり 

基本目標 

(出典：『「日本一の桜の里づくり」計画』平成 23 年(2011)) 図.将来像を実現するための基本目標 
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６-６  伊那市景観計画 

「伊那市景観計画」は、景観法に基づき、伊那市らしい良好な景観を守り育てるための目標や

目指す方向を明らかにすることを目的に平成 26 年(2014)２月に策定された計画です。伊那市ら

しい景観とは「東西の雄大なアルプスに抱かれ、天竜川、三峰川をはじめとする多くの清流の恵

みを受けて広がる田園と集落、まち並みや城下町、宿場町、古の街道、美しき四季の移ろい」と

されており、それらを守り育てるための「良好な景観の形成に関する方針」として四つの面(市

街地、田園、山林・森林、山岳・自然公園)と三つの軸(沿道、河川、河岸段丘)に分け、それぞ

れについて景観形成の方針を示しています。良好な景観の形成に向けて、協働による景観形成を

目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図.協働による景観形成の実現 

 

(出典：『伊那市景観計画』平成 26 年(2014)) 
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６-７  伊那市環境基本計画（中間見直し版） 

「伊那市環境基本計画」は、市民・事業者・学校・市が積極的に参加・協力し、率先して環境

の保全を実行していくことを目的に平成 27 年(2015)４月に中間見直し版が策定されています。 

この中では、伊那市の美しい自然環境や景観を守るために、南アルプスや中央アルプス、清流、

段丘緑地などの特色ある景観を守っていく取り組みの充実が必要であることや、「さくら」によ

るまちづくりを積極的に進めるため、桜の維持管理や保護を行うことが必要であると示されて

います。また、美しい田園景観や里山の景観、河川や段丘緑地の景観を守っていくための取り組

みが示されています。 

山岳環境の保全のための取り組みとして、登山道や標識などの整備や登山者のマナー向上の

ための啓発活動が必要であること、南アルプスユネスコエコパークや南アルプス(中央構造線エ

リア)ジオパークにおける活動の推進が示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図.ユネスコエコパークにおける３つの機能と３つの地域 

 

図.南アルプス(中央構造線エリア)ジオパークにおける特色と基本理念 

 

(参考：『伊那市環境基本計画(中間見直し版)』平成 27 年(2015)) 

(参考：『伊那市環境基本計画(中間見直し版)』平成 27 年(2015)) 

ユネスコエコパークの３つの機能 



第 1 章 策定の経緯と目的 

13 

 

６-８  伊那市 50 年の森林（もり）ビジョン 

近年の集中豪雨等による山地災害の発生やシカ等による食害、松くい虫による病虫害など、森

林を取り巻く環境に課題が多くなっていることから、改めて現況の森林状態を把握し、森林を健

全で豊かに、そして発展的に引き継ぐために 50 年後の伊那市の森林の姿、市民と森林との関わ

り等について、市民参加による検討を行い、後世に引き継ぐことを目的に平成 28 年(2016)３月

に策定された計画です。この中で、伊那市の森林・林業を取り巻く課題とビジョンの理念・目標

として、以下のものを掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図.森林・林業を取り巻く課題 

 

(参考：『伊那市 50 年の森林(もり)ビジョン』平成 28 年(2016)) 

図.理念と目標 

 

(出典：『伊那市 50 年の森林(もり)ビジョン』平成 28 年(2016)) 

・資源構成(森林資源・環境資源・人材資源) 

・林業活動エリアと保全エリア(環境・防災)の区分 

・人材育成 

・木材の活用(他産業との連携) 

・産業(農業と林業複合体) ⇔ 木材産業 ⇔ 市民(地域発信) ⇔ 産業への循環 
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６-９  伊那市地域防災計画（修正版） 

災害対策基本法に基づき伊那市防災会議が作成する計画であり、平成 30 年(2018)３月に修正

版を策定しています。市町村や防災関係機関、住民・事業者等がそれぞれの責務を認識し、災害

予防や災害応急対策及び災害復旧を実施することによる土地の保全と住民の生命、財産等を災

害から保護することを目的としています。 

この中で、災害発生時の文化財に関する項目としては、「文化財が被災した場合は見学者の生

命・身体の安全を確保し、文化財の被害状況を把握し被害の拡大防止等の応急処置を行うこと」

や「市教育委員会は、災害が発生した場合の所有者または管理者が実施すべき対策について万全

を期すよう指導し、国・県指定文化財に災害が発生した場合は、その災害の原因、被害の概況及

び応急処置、その他必要事項について県教育委員会に報告すること」が示されています。 

また、文化財の災害予防計画は以下の内容となっています。 

 

文化財災害予防計画 (第２章 災害予防計画 第 22 節 建築物災害予防計画による) 

１ 文化財の管理保護は、所有者又は管理責任者が行う。国指定の文化財は文化庁が、県指定

の文化財は長野県教育委員会が、市指定の文化財は教育委員会が、必要な勧告、指示又は命

令を行う。 

２ 有形文化財への被害は、地震災害、風水害、落雷等の災害が予想され、文化財の性質、形

態に応じた保全を図る。 

３ 各種文化財の防火を重点に保護対策を推進するため、次の事項を実施する。 

（１）文化財に対する住民の防災思想と愛護精神の普及及び防災力の強化を図るための広報

活動の実施 

（２）所有者に対する管理保護の指導と助言 

（３）防災施設設置事業の推進、助成措置 

４ 文化財の所有者に対して、次の事項について、防災対策の徹底を図る。 

（１）火災予防体制の確立 

ア 防火管理の整備 

イ 環境の整理整頓 

ウ 火災の早期発見と火災警戒の実施 

エ 火気の使用制限 

オ 自衛消防組織の確立、訓練の実施 

カ 火災時の初期消火の徹底 

（２）消防・防火施設の整備 

ア 消火施設：消火器、簡易消火用具、消火栓、放水銃、スプリンクラー設備、 

ドレンチャー設備、動力消火ポンプ等 

イ 警報設備：自動火災報知設備、漏電警報器、非常警報設備、消防機関への通報設備等 

ウ その他の設備：避雷装置、消防用水、消防進入通路、防火壁、防火戸等 

 

 

  

(参考：『伊那市地域防災計画』平成 30 年(2018)３月 26 日修正版) 図.文化財災害予防計画 
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第2章  伊那市の特徴 
 

１ 位置・地勢 

伊那市は長野県の南部に位置し、南東側は南アルプス(赤石山脈)を境に山梨県と静岡県に接

し、西側は中央アルプス(木曽山脈)を境に木曽地域に接しています。市域面積は 667.93 ㎢で、

松本市、長野市に次いで県下３番目に広く、東部に南アルプス国立公園と三峰川水系県立公園、

西部に中央アルプス県立公園を有し、南アルプス、中央アルプスという２つのアルプスがそびえ

ています。この２つのアルプスに抱かれた中央部には、標高約 600ｍの伊那盆地が開け、天竜川

が三峰川などの支流を合わせて南下し、天竜川に向かう形で山麓には扇状地、河川沿いには河岸

段丘が形成されています。 

伊那地域の中央部を南北に JR 飯田線が走り、中央本線・東海道本線へ連絡しているほか、中

央自動車道や国道 153 号をはじめ、国道 361 号、同 152 号及び県道が縦横に走り、東西・南北が

結ばれています。 

市域は伊那（竜西）、伊那（竜東）、富県、美篶、手良、東春近、西箕輪、西春近、高遠町、長

谷の 10 地域に区分されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図.伊那市の概況 (資料：国土交通省 国土数値情報) 

図.地域区分 

(資料：『伊那市都市計画マスタープラン』 

平成 21 年(2009)) 
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２ 自然的環境 

２-１  地質 

伊那市北端の杖突峠から分杭峠まで中央構造線が貫いています。中央構造線とは、関東地方か

ら九州地方まで 1,000km 以上に渡り続くわが国最大級の断層であり、その一部が伊那市を通過

しています。 

中央構造線を境として、東側は主に変成岩で形成されており、南アルプス周辺部は固結堆積物

が広がっています。西側は主に深成岩で形成されており、三峰川や天竜川といった河川の周辺で

は未固結堆積物が広がっています。 

また、杖突峠と守屋山の周辺部では火山性岩石が確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図.伊那市の地質 

杖突峠と守屋山周辺

は火山性岩石で形成

されている 

中央構造線 

南アルプス周辺には

固結堆積物が広がっ

ている 

三峰川や天竜川の河川

周辺は未固結堆積物が

広がっている 

杖突峠 

分杭峠 

(資料：国土交通省「20 万分の１土地分類基本調査」、「伊那市防災マップ」) 

戸台構造線 

仏像構造線 

経ヶ岳山麓断層 

小黒川断層 

横山断層 
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２-２  植生環境 

伊那市は東春近地域の標高 590m から塩見岳山頂の 3,052m まで、標高差が約 2,500m に及ぶこ

とから、多種多様な植物が生育しています。 

植生図によると、最も広範囲に広がるのは、人が暮らす平野部や人里近い山にみられる「植林

地・耕作地植生」となっており、農作物や生活利用が可能なカラマツやヒノキなどの植林が多い

ことが分かります。 

「植林地・耕作地植生」より標高が高くなると、落葉広葉樹林が増え、ブナクラス域が広がり

ます。これらの落葉広葉樹林の多くは自然植生ではなく、二次林など人間活動の影響によって生

まれた植生（代償植生）です。また、落葉広葉樹ばかりでなく、常緑広葉樹林域を示す「ヤブツ

バキクラス域」も西山の山麓にわずかに見られます。 

さらに標高が高い東西の山岳地域は、亜高山針葉樹林域である「コケモモ－トウヒクラス域自

然植生」となっており、元々生育していた自然の植生が多くなっています。 

伊那市を特徴づける植生として、河岸段丘沿いに発達した段丘林が挙げられます。農地や市街

地として開発が進んだ平野部には自然植生が少なく、平地林や山地から平地にかけて連続する

段丘林は緑のベルトとして、多くの動植物の生息・生育環境になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図.伊那市の植生環境 

亜高山針葉樹林

の「コケモモ･ト

ウヒクラス域自

然植生」 

落葉広葉樹林であ

る「ブナクラス域

代償植生」 

(資料：「第 7-8 回自然環境保全基礎調査植生調査報告書」

(環境省生物多様性センター)) 

(http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-006.html) 

人が暮らす平野

部や人里近い山

にみられる「植林

地・耕作地植生」 

亜高山針葉樹林の

「コケモモトウヒ

クラス域自然植生」 

※1/25,000 植生図「木曽駒ヶ岳」、「伊那宮田」、「伊那」、「鹿塩」、「間ノ岳」、「市野瀬」、「仙丈ケ岳」、

「信濃溝口」、「甲斐駒ヶ岳」、「高遠」、「信濃富士見」、「辰野」、「茅野」GIS データ(環境省生物多様

性センター)を使用し、(株)地域総合計画が作成・加工したものである。 

(http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-006.html) 
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２-３  気候 

伊那市は長野県の南部に位置

しており、海岸線からも離れて

いることから内陸特有の気候と

なっています。 

気象観測所伊那地点の過去 10

年間の気象データをみると、最

高気温は 33～37 度台、最低気温

は-14～-９度台で推移してお

り、年間の寒暖差が海岸地方に

比べて大きい特徴があります。 

年度別の降水量は 1,100～1,880mm の間で推移しており、年間降水量の平均値は 1,557mm とな

ります。 

長野県内では、北部や中部と比較して、南部の降水量が多い傾向がありますが、南部の他地点

の年間降水量と比較した場合、伊那市の降水量は少ないといえます。 

また、平成５年(1993)から平成 22 年(2010)の気象庁データによると、平均年間日照時間は

2,094.1 時間であり、長野県内でも日照時間の多い地域となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表 伊那地点の過去 10 年間(H21～30)の気象データ 

図.伊那地点の過去 10 年間(H21～30)の気象データ 

 
表 県内他地点の降水量と日照時間の平年値 

(資料：気象庁公開過去の気象データ) 

※統計期間は昭和 56 年(1981)～平成 22 年(2010)、 

ただし、伊那の統計期間は平成５年(1993)～平成 22 年(2010) 

(資料：気象庁) 

地点 年間降⽔量
(mm) 年間⽇照時間(h) 地点 年間降⽔量

(mm) 年間⽇照時間(h) 地点 年間降⽔量
(mm) 年間⽇照時間(h)

野沢温泉 1881.3 1587.1 上田 890.8 2174.9 伊那 1421.9 2094.1
飯山 1446.4 1643.2 佐久 960.9 2059.5 木曽福島 1884.9 1776.9
⻑野 932.7 1939.6 松本 1031 2097.5 飯田 1611.5 2018.2
信州新町 1119.7 1698 諏訪 1281 2119.8 浪合 2581.8 1540.8

北部 中部 南部

最高気温 最低気温 平均気温
（℃） （℃） （℃） （㎜） （h）

平成19年 34.9 -13.7 11.3 1,443 1,443
平成20年 35.6 -11.5 12.0 1,347 1,347
平成21年 33.7 -11.2 12.2 1,714 1,996
平成22年 35.1 -9.2 12.6 1,873 2,026
平成23年 35.6 -13.2 12.0 1,663 2,094
平成24年 35.9 -13.7 11.9 1,472 2,141
平成25年 37.0 -12.8 12.3 1,383 2,274
平成26年 36.0 -11.2 11.8 1,426 2,124
平成27年 35.9 -11.0 12.7 1,551 2,107
平成28年 35.2 -14.5 12.9 1,641 2,119
平成29年 34.8 -10.9 11.8 1,144 2,134
平成30年 37.2 -10.7 12.9 1,701 2,303

年
気温 降⽔量 ⽇照時間

(資料：気象庁公開過去の気象データ) 
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３ 社会的環境 

３-１  人口 

(1) 市全体の人口 

伊那市の人口は、平成 17 年(2005)までは増加傾向でしたが、自然動態において出生数の減少

と、社会動態では転出者が転入者を上回り、それ以降は徐々に減少しており、平成 27 年(2015)

時点では 68,271 人となっています。伊那市地方創生人口ビジョンによる将来人口は、令和 22 年

(2040)時点では 57,833 人で平成 27 年よりも約 6,000 人減少する予測となっています。 

年齢３区分別人口をみると、老年人口が占める割合は徐々に増加しており、平成 27 年に 30％

を超えており、長野県の平均構成比の 26％よりも高い値となっています。核家族化の進行によ

り世帯数は徐々に増加傾向であり、平成 27 年(2015)時点では 26,231 世帯となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 地域別人口 

地域別の人口(平成 30 年(2018)時点)は、伊那(竜東)地域が 17,482 人で最も多くなっており、

次いで、伊那(竜西)地域が 13,228 人となっています。この２地域で、市全体の人口のほぼ半分

を占めています。世帯数も、伊那(竜東)地域が 7,311 世帯で人口と同様に最も多く、次いで、伊

那(竜西)地域が 5,752 世帯の順となっています。また、旧市町村単位でみると、伊那地域(旧伊

那市)が 60,968 人、高遠町地域(旧高遠町)が 5,666 人、長谷地域(旧長谷村)が 1,747 人です。 
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図.地域別人口・世帯の状況 

 

(資料：『伊那市統計書 平成 30 年版』平成 31 年(2019)) 

 

図.人口・世帯数の推移 (資料：平成 27 年までは国勢調査による実数値、

令和２年以降は、国立社会保障・人口問題研究所

による推計値) 

※人口・世帯数は平成 30 年 10 月１日現在 
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(3) 地域別人口の推移と将来推計 

伊那市地方創生人口ビジョンにおける地域別人口の将来推計をみると、伊那(竜東)地域と西

箕輪地域の２地域では将来人口が増加していくという推計結果となっていますが、それ以外の

８地域では減少していくという推計結果となっています。特に伊那(竜西)地域と高遠町地域で

は他の地域と比べて急激に減少していくという推計結果となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

図.地域別人口の推移 (資料：『伊那市地方創生人口ビジョン』(平成 27 年)) 

※平成 22 年までは国勢調査による実数値、平成 27 年以降は、国立社会保障・人口問題研究所による推計値 
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３-２  産業 

伊那市の就業者数は、平成７年(1995)には 40,000 人を超えていましたが、それ以降は徐々に

減少傾向にあり、平成 27 年(2015)時点では 35,084 人となっています。産業別にみると、第 1 次

産業・第２次産業従事者は減少し続けており、特に第２次産業従事者は平成７年(1995)より 10％

程度減少しています。一方で、第３次産業従事者は増加傾向となっており、平成７年(1995)より

10％程度増加し 20,398 人となっています。県内他市町村と比較した場合、全体に占める第２次

産業の割合が多いのが伊那市の特徴です。 

産業大分類別にみると、製造業が最も多く 9,179 人、次いで卸売業・小売業が 4,470 人、医

療・福祉が 3,963 人の順となっています。農業・林業も 3,000 人を超えており、４番目に多くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図.産業別就業者数 

 

図.産業大分類別就業者数 

(資料：平成 27 年国勢調査) 

(資料：平成 27 年国勢調査) 
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３-３  観光客数 

伊那市の平成 23 年(2011)から平成 29 年

(2017)までの観光客数の推移をみると、平

成 25 年(2013)までは増加傾向で、その後一

旦は減少傾向に転じていますが、平成 28 年

(2016)からは再び増加傾向となっていま

す。地域別の構成比をみると、伊那地域が

ほぼ半数を占めており、高遠町地域が約

40％、長谷地域が約 10％となっています。 

観光地点別にみると、伊那食品工業(かん

てんぱぱガーデン)がある伊那西部高原が

最も多く、次いで高遠城址公園、羽広の順

となっています。 

平成 30 年(2018)の月別

の観光客数の推移をみる

と、最も多いのは４月とな

っています。これは高遠城

址公園の桜を見に訪れる

観光客が多いためです。２

番目に多いのは８月で、伊

那地域と長谷地域への観

光客数が最も多い月とな

っています。 
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表 伊那市の主な観光地 

図.地域別年間観光客数の推移 

図.伊那市の主な観光地の位置 

図.月別観光客数の推移 
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３-４  土地利用 

伊那市の土地利用は大きく分けて、農地、住宅地、商業地、工業地、森林で構成されます。 

高遠町地域や長谷地域からなる市域の東側は、南アルプス国立公園と三峰川水系県立公園、西

側は中央アルプス県立公園に指定されており、3,000ｍ級の山々を有する山岳地や森林地域が広

がっています。 

伊那（竜西）地域の天竜川右岸に市街地が発達・形成され、古くからの住宅地や商業地が集中

するほか、国道 153 号沿いや天竜川左岸の都市計画道路環状南線（ナイスロード）沿いには郊外

型の店舗や企業が多数立地し、商業地帯が形成されています。こうした市街地の外周部には広大

な優良農地が広がるほか、広い段丘面を利用した工業団地が整備されています。 

また、高遠町地域、長谷地域においては、古くからの城下町であった西高遠地区にも商業地が

形成されており、中央構造線に沿って南北に流れる三峰川、藤沢川、山室川やその支流を中心と

した谷筋に集落、農地が点在しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図.土地利用の状況 (参考：『第２次伊那市総合計画 基本構想・前期土地利用計画』平成 31 年(2019) 

『伊那市都市計画マスタープラン』 平成 21 年(2009)) 
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４ 伊那市の歴史 

４-１  旧石器時代 

今からおよそ４万年前の後期旧石器時代、日本列島に初めて

人類が住み始めます。伊那谷でもその頃から人が暮らし始め、

食料となる動物を求めて移動する生活を送っていました。戸台

秋葉洞窟［長谷地域］では、化石化した大型哺乳動物の長さ 20

㎝、太さ３㎝の趾骨（かかとの骨）が炭化物とともに出土して

います。しかもこれらの骨は、人工的に縦に割られ、髄が食べ

られた形跡も残っていました。このステップバイソン（野牛）

と考えられる骨の欠片は全部で５点出土しています。ほかに石

器などの人工物はなく、旧石器時代のどの時期の遺跡なのか分

かっていませんが、洞窟で肉を焼いて食べていた、当時の人々

の暮らしが思い浮かぶような遺跡です。 

また、牧ヶ原遺跡［伊那（竜西）地域］からは、尖頭器（槍

先）22 点、ナイフ形刃器３点、原石８点、尖頭器の削片（石器

作りの石クズ）257 点など、計 488 点が出土しました。この遺

跡の 600ｍ東には、後述する南箕輪村の神子柴遺跡があります。

牧ヶ原遺跡は、旧石器時代末から縄文時代草創期の主に尖頭器

を作る石器製作跡と考えられていますが、有舌尖頭器や小形の鏃が出土

していることから、神子柴遺跡より少し新しい時期のものとされていま

す。 

伊那市に隣接する南箕輪村の神子柴遺跡では、旧石器時代から縄文時

代に遷り変わる時期に当たる約１万５千年前の石器が87点発見されてい

ます。それらのうち、薄くて長い木の葉のような形状の尖頭器や、分厚く

断面が三角形の大きな石斧は国内で初めて発見された形の石器であり、

遺跡の名前をとってそれぞれ「神子柴型尖頭器」、「神子柴型石斧」と呼ば

れています。「日本で最も美しい石器」とも称され、その全てが国重要

文化財に指定されています。尖頭器には岐阜県の下呂石や新潟県の玉

髄、長野県和田峠の黒曜石が、石斧には主に神子柴遺跡近辺で採取できる緑色岩や黒雲母片岩な

どが石材として用いられており、それぞれの石器に適した石材を日本各地で求めていたことが

分かります。神子柴型の石器は、その後、日本各地で発見されますが、尖頭器と石斧がこのよう

にたくさん一緒に出土した事例はなく、謎が多い遺跡として今もなお研究の対象となっていま

す。これら神子柴遺跡出土品は現在、伊那市創造館の常設展示室で全て展示されています。 

このほかに、市内では全部で 12 か所に旧石器時代の遺跡があるとされていますが、現在の遺

跡地図で見ると、旧石器時代とされる遺跡のほとんどが天竜川の西側にあります。しかし、現在、

遺跡と指定されていない美篶・東春近・高遠町地域で、また長谷地域となる入笠山の南側でも旧

石器時代の石器が見つかったという記録があります。これらの石器の多くは遺構に伴わない採

集品が多いものの、当時、市のほぼ全域で旧石器時代の人々が活動していたとする根拠となるで

しょう。 

長谷秋葉洞窟出土化石骨 

牧ヶ原遺跡出土品 

（石器と削片） 

神子柴遺跡発掘の様子 
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４-２  縄文時代 

今から約１万５千年前から約 2300 年前が縄文時代です。縄文時代になると、人々は移動生活

をやめ、ムラを作り定住するようになりました。シカやイノシシを狩り、ドングリやクリなどの

木の実、その他の植物を採集して暮らしていました。 

約１万２千年もの間続いた縄文時代は、古い順に草創期・早期・前期・中期（前葉、中葉、後

葉）・後期・晩期と６つに分けられています。伊那市には 297 か所に縄文時代の遺跡があり、縄

文時代草創期から晩期まで全ての時期の遺跡が見られます。これら市内の縄文時代の遺跡の立

地をみると、段丘面の端部や山の麓に多く分布しており、ともに狩猟・採集・漁猟に都合が良く、

また水の得やすい場所にあったと言えます。 

草創期（約１万５千年前～１万年前）は、旧石器時代と縄文時代の過渡期にあたり、最終氷期

から次第に気候が暖かくなり始める時期です。この時期の遺跡としては、旧石器時代の項目で挙

げた、牧ヶ原遺跡［伊那（竜西）地域］があり、表面に文様のない無文の土器片が１点出土して

います。伊勢並遺跡［伊那（竜西）地域］からも数点の土器片が出土しているとされていますが、

市内ではほとんどこの時期の遺構、遺物は見つかっていません。 

早期（約１万年前～６千年前）になると、平均気温は現在よりも２、３度低いものの、落葉広

葉樹林帯が出現し市内の遺跡数も増加します。この時期の伊那谷を含む中部高地を代表する土

器として、棒につけた刻み目を回転させて押し付け、山形や楕円形の模様をつける押型文土器が

あります。三ツ木遺跡［富県地域］からは、底部が尖ったほぼ完形の

押型文土器が出土しています。縄文時代の古い時期の土器が完形で出

土する事はとても珍しく、全国的に注目されました。また、高遠北小

学校建設の際に発掘調査された宮の原遺跡［高遠町地域］からは県内

でも数少ない早期末の住居址２軒が見つかっています。出土した土器

には東海地方の特徴が見られ、縄文時代早期から前期へと気候の温暖

化に伴い、東海地方から中部高地へ人々の移動があったことを物語り

ます。 

前期（約６千年前～５千年前）には、さらに温暖化が進み、狩猟採

集の生活が安定、全国的に大集落が作られるようになります。伊那市

に隣接する宮田村の中越遺跡では、前期前半の住居址が 200 軒以上も見つかり非常に有名です。

市内にはこのような大規模集落は見つかっていませんが、多くの土器片を伴う住居址がいくつ

も見られます。 

中期（約５千年前～４千年前）の平均気温は現在よりも２度ほど高く、自然が豊かな伊那谷や

八ヶ岳周辺など今の中部高地一帯は、当時の日本の中でも人口が多い場所となりました。日本全

体の人口が 26 万人だった頃、四分の一以上の７万人がこの一帯に暮らしていたのです。そのた

め、複雑な模様が付く立派な土器がたくさん作られる縄文文化が花開いた場所となりました。 

月見松遺跡［伊那（竜西）地域］は市の史跡に指定されています。中期初頭から後葉にかけて

の住居址が 103 軒も見つかっており、時期ごとにどのようなムラが作られていたのか分かる、縄

文集落の構造を知る上で重要な遺跡となっています。また、中期中葉の 28 号住居址からは県宝

に指定されている「顔面把手付大深鉢」も出土しており、その他の月見松遺跡独特の文様や形の

土器とともに注目されています。 

 

三ツ木遺跡押型文土器 
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御殿場遺跡［富県地域］は県の史跡に指定されています。

縄文中期の住居址が 22 軒見つかり、そのうちの６軒の住居

について詳細な発掘調査が行われました。中期後葉の 12 号

住居址の床面からは、国重要文化財「顔面付釣手形土器」が

完全な状態で出土しました。顔のついた土器は長野県の中南

部や山梨県を中心に、祀りに使うものとして作られました。

また釣手土器はアーチ状の飾りが付いた鉢形の土器で、集落

遺跡から稀にしか出土しない火の祀りに使われた土器と考

えられています。「顔」と「釣手土器」という二つの要素を持つ「顔面

付釣手形土器」は、当時の人々の世界観・信仰を表している特別な土

器だと言えます。 

また、平成 30 年（2018）には、縄文時代中期中葉から後期にかけて

の土器、全 10 点が「信州の特色ある縄文土器」として新たに長野県宝

に指定されました。指定された土器の多くは、上伊那・松本・諏訪地

方に分布する「唐草文系土器」と呼ばれる、土器中央に大きく美しい

唐草模様を装飾するものです。当時の社会の繁栄を示す縄文文化の集

大成ともいえる土器が、この時期に作られていたのです。 

しかし、中期後葉の終わり頃から集落遺跡数が激減、人口が激減し

たと考えられます。これには当時の気候が関係しており、草創期から

中期後葉にかけて、次第に暖かくなった気候が、中期後葉の終わり頃、

再び寒冷化に向かったためです。それまで、美しく力強い唐草模様が

付けられていた「唐草文系土器」も、この頃にはほとんど装飾されず、

ヘラで無造作に付けられた線などが模様となっています。すでにこの

時期には、土器製作に生活の力を注ぐ余裕がなかったと考えられます。 

後期（約４千年前～３千年前）、晩期（約３千年前～2300 年前）に

は、さらに寒冷化が進み、人口が日本全体で７万５千人ほどに激減し

てしまいます。市内の遺跡についても、後期・晩期の遺跡はほとんど

見られません。 

後期の百駄刈遺跡［西春近地域］では、人頭大から拳大の石が集

められ、その中に６本の石棒が立てられている配石遺構が中央自動

車道建設の際に調査されました。この配石遺構を中心に５軒の住居が建てられていました。配石

遺構は、何年もかけて少しずつ広げられていった形跡が見られ、集落に住む人々の大切な祈りの

場であったと考えられます。住居址などからは大量の土

器片のほか、仮面土偶の顔の部分や石棒など祀りに使う

道具が何点も出土しています。縄文時代後期、寒冷化と

ともに全国的に祈りの場や道具が多く作られるように

なってきます。百駄刈遺跡からは、当時の人々の環境の

悪化と戦った苦しい生活が伝わってくるようです。 

 

 

御殿場遺跡 復元住居 

島崎遺跡 唐草文土器 

（長野県宝） 

模様がほとんどなくなった

唐草文土器 

百駄刈遺跡 配石遺構 
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縄文晩期遺跡の少ない中部高地において、野口遺跡［手良

地域］からは、非常に珍しい石槨状墳墓（石積みで部屋を作

った墓）が見つかっています。東西 4.2m、南北 2.5m、深さ

60 ㎝の長方形の墓の中には、７か所に人骨の集められた場

所があり、全部で 31 個体が葬られていました。全ての人骨

に焼かれた痕跡があり、一度土葬した遺体を掘り出し、骨を

洗い、さらに焼いたうえで何体かのグループに分けて埋葬し

た様子が分かりました。また副葬品とみられる土器片や石

器・骨製品も大量に出土しています。そして顎の骨の分析からは、成人儀礼としての風習と考え

られる「抜歯」が行われていたことも分かりました。 

晩期の遺跡としては、ほかに末広六道原遺跡［美篶地域］が挙げられますが、縄文晩期の土坑

17 基が見つかっているのみで、住居址などは検出されませんでした。しかし、東海地方からも

たらされた条痕文をもつ土器片が多く出土しています。伊那市の縄文時代は、気候の温暖化とと

もに隆盛し、寒冷化とともに衰退していきますが、土器に見られるような東海地方の人々との継

続的な関係があり、次の弥生時代へと向かっていったと考えられます。 

 

  

野口遺跡人骨 
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４-３  弥生時代 

稲作を行い、金属器を使用する弥生文化は、北九州で定着した後、半世紀も経たないうちに西

日本全域に広まりました。しかし、東日本ではまだ縄文時代晩期の文化が続き、東海地方では縄

文人の集落と弥生人の集落が併存していました。やがて両者の交流の中で生まれた弥生文化が、

天竜川沿いに北上し、伊那谷から諏訪盆地・松本平へ伝わったと考えられています。この弥生時

代前期の天竜川流域を代表する遺跡としては、上伊那郡中川村の苅谷原遺跡と下伊那郡豊丘村

の林里遺跡があります。両遺跡からは、北九州の影響を受けた「遠賀川系土器」と、東海地方の

「水神平系土器」が出土しています。 

市内に 95 か所あるとされる弥生時代の遺跡ですが、これまで弥生時代の遺跡の発掘事例が少

なく、調査された遺構も出土品も弥生時代後期の物が大半を占めます。弥生時代前期・中期の遺

跡としては、中村遺跡［西春近地域］で弥生前期末～中期中葉の土器片がわずかに、また六道原

旧飛行場跡［美篶地域］で中期中葉の土器片が１点見つかっていますが、遺構に伴うものではな

く、当時の様子を知るには資料が少なすぎるため、長野県全体を見ても、伊那市は弥生文化伝播

の頃の遺跡の空白地となっていました。 

しかし平成 30 年（2018）、国道 153 号伊那バイパス建設工

事に伴う調査で、大久保（荒神）遺跡［伊那(竜東)地域］か

ら、弥生時代前期末～中期初頭と考えられる大型の袋状土坑

３基が見つかり、その土坑の一つから、弥生文化の始まりと

広がりを示す「遠賀川系土器」の壺が見つかりました。袋状

土坑は西日本では貯蔵庫として使われるものですが、ここで

はおそらく墓として掘られた土坑で、「遠賀川系土器」の壺

も完形ではないため、割れた物を副葬品として納めたもの

と考えられます。「遠賀川系土器」は県内でも十数遺跡でしか出土しておらず、しかも小片が多

いので、壺全体の形が分かる今回の出土品は、非常に貴重な資料となります。また、東海地方の

特徴を持つ土器片も土坑から出土しており、稲作文化が天竜川を遡ってこの地に入り、やがてさ

らに北へと伝播していったことが明確となりました。 

弥生時代中期にあたる１～２世紀頃には、東日本でも広い範囲で弥生文化が浸透し、本格的に

水田耕作が始まります。上伊那では天竜川右岸、自然堤防の後背湿地に広がる箕輪遺跡［箕輪町、

南箕輪村］で、水路や田の畔、通路を構築するための柵とした、総延長約４㎞の木杭の列が見つ

かっています。水田跡はまだ見つかっていませんが、当時の水田耕作はこのような河川に隣接す

る低湿地帯で営まれていたことが分かる貴重な発見となりました。市内ではこの頃の様子が分

かる遺跡がありませんが、段丘の突端部にある中村遺跡［西春近地域］からは、中期初頭から後

半にかけての土器片が多く出土しています。段丘端部に集落

を営み、そのすぐ下の低湿地で水田耕作を行っていた当時の

生活が窺えます。 

弥生時代後期（３世紀頃）になると、市内でも弥生時代の

集落遺跡が見られるようになります。また伊那谷全体を見て

も、これまで一部の段丘の端に作られていた集落が、ほとん

どの段丘に広がり、山麓の扇状地にまで遺跡が見られるよう

になりました。これは、天竜川や三峰川の支流の谷地形を水

袋状土坑より出土した 

遠賀川系の壺 

鳥井田遺跡 竪穴住居 
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田に開発しながら、より山際の高い場所へ集落を移していったためだと考えられています。宮の

平遺跡［手良地域］は、山麓の最も奥まった位置にありますが、６軒の住居址がみつかりました。

遺跡のすぐ北には天竜川支流の棚沢川が流れており、近辺で水田などの生産遺跡がみつかる可

能性が高く、後期ならではの新しく開かれた小規模集落の在り方が分かります。しかしながら、

このような小河川に沿ってできた小規模集落は長く継続せずにすぐに断絶してしまうのが特徴

です。 

対照的に、伊那市域では、恵まれた自然条件のもと、規模

の大きな集落遺跡も形成されました。西春近地域の開発事業

による緊急調査では、鳥井田、横吹、城の腰の３遺跡が対象

となり、弥生時代後期の住居址 24 軒が発見されました。こ

の３遺跡はそれぞれ一部分が調査されたのみで、全面的に調

査されれば一つの大集落になると考えられています。この集

落遺跡のすぐ南側は段丘崖となっており、そこからの湧水に

より広大な湿地帯が形成され、弥生時代後期を通して、安定した生産基盤が築けたと考えられて

います。鳥井田遺跡［西春近地域］では９軒の住居址が調査され多くの土器・石器が出土しまし

た。住居址の一つからは鉄片１点が出土しており、弥生時代後期には伊那市域で鉄器が確実に用

いられていたことが分かる遺物です。 

このほかにも、中村遺跡［西春近地域］では、６軒の住居

址とそれを丸く囲むように幅２m、深さ 1.5m の環濠がある

集落が見つかっています。一番大きな住居址からは、最も多

くの土器や石器が出土したほか、ヒスイ製の勾玉が１点出

土しています。水田耕作により豊かになった人々ですが、持

っている財産をこのような環濠集落で守る必要が出てきた

と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中村遺跡のヒスイ製勾玉 

鳥井田遺跡出土 弥生土器 
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４-４  古墳時代 

３世紀後半から８世紀初頭にかけて、土を高く盛り上げて作った墳丘をもつ墓、古墳が作られ

た時代が古墳時代です。 

伊那市域には、昭和 36 年（1961）の時点では 243 基もの古墳があったとされています。上伊

那全体で当時 407 基の古墳があったとされるので、約 60％の古墳が伊那市域に集中していたの

です。しかしその後、開発等で古墳の破壊が進んでしまい、現在伊那市で 111 基（現存 87 基）

(『伊那市史歴史編』より)の古墳が、上伊那では 176 基(『長野県史考古資料編』より)の古墳が

正式に記録されているのみです。『伊那市史』（1983）では、これら全ての古墳が古墳時代後期（５

世紀末～６世紀末）の後半以降に築造されたものとしています。しかしながら、市内の古墳で、

出土遺物の記録が残るもの、調査が行われたものは９基のみで、そのうち明治・大正の記録調査

が４基、昭和戦前が１基、戦後の調査で発掘報告書が出ている古墳はわずか４基しかありません。

これら９基の古墳については、後期の築造と出土品により確認されていますが、その他の古墳に

ついては築造時期、他の古墳群との関係など実際には何も分かっていません。実はこれだけ古墳

が存在する伊那市域ですが、古墳時代について通史的に述べることは現在ある資料だけでは不

可能なのです。 

長年にわたり、市域の古墳時代研究が停滞する中、平成 27

年(2015)、総合的な学習で古墳について学んでいた東春近小

学校の児童から、円墳または双円墳とされている老松場古墳

群の１号墳について、前方後円墳なのではないかとの疑問が

出されました。児童らが学芸員の指導を受けながら行った測

量の結果、前方後円墳または前方後方墳の可能性が示唆され

ました。その後始まった市教育委員会と関西大学文学部考古

学研究室による測量・発掘調査により前方後円墳であること

が確認され、築造時期については古墳時代前期末～中期初頭

（４世紀末～５世紀初頭）の可能性が高まりました。また、

築造当初は葺石で装飾されていたことも分かりました。現在

のところ、南信地方の前方後円墳は、上伊那地域に１基、諏

訪地域に１基、飯田・下伊那地域に 24 基が分布し、その全

てが５世紀後半以降の築造とされています。上伊那地域にお

ける前方後円墳は、箕輪町松島に所在する松島王墓古墳のみ

でしたが、２例目の発見となり、南信地方では最古、県内で

も比較的古い前方後円墳となります。 

また、老松場古墳群が所在する東春近の段丘端部には、老

松場１号墳を最北端とし、南に円墳からなる古墳群が複数分

布しています。老松場古墳群を構成する２～６号墳や、これ

らの円墳はいずれも高さが１ｍ前後の低墳丘のものが多く、

後期古墳の特徴である横穴式石室を作ることができない高

さのものです。これまで古墳時代後期以降の築造とされて

いた市内各所の低墳丘の円墳についても、築造時期の見直

しが必要となってきています。 

測量をする児童 

老松場１号墳発掘の様子 

老松場古墳群（左下） 

上空から南を望む 
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今もなお、上伊那で最も多くの古墳が残る伊那市ですが、これらを築いた人々の集落があった

と考えられる遺跡は、現在 31 か所あるとされています。しかし、古墳が多く見られる旧伊那市

域（高遠町地域、長谷地域を除く地域）では、天竜川左岸の９か所が推定されているのみで、『伊

那市史』刊行時には、堂垣外遺跡［美篶地域］（古墳時代前

期）、砂場遺跡［手良地域］（古墳時代後期）の、わずか２遺

跡で１軒ずつの住居址しか見つかっていませんでした。とこ

ろが、平成 31 年（2019）、西春近南小学校遺跡［西春近地域］

における宅地造成に伴う発掘調査で、老松場１号墳とほぼ同

時期、古墳時代前期末の住居址１基を検出しました。これま

で全く古墳時代の集落があるとされていなかった天竜川右

岸にも、当時の集落があったことになります。 

また、市内の古墳群の立地からも集落遺跡があったと考え

られる場所を推定できます。古墳はある一定の地域を束ねた力を持った首長の墓であり、その多

くは自らが治めていた集落や生産域がよく見える場所に築造するものです。伊那市域の古墳の

立地を見ると、老松場古墳群がある東春近地域では、低位段丘上の端部に北から南へと 41 基の

古墳が並んでおり、少し離れた場所に天竜川湿地帯、そしてすぐ直下の微高地に現在の集落が望

めます。三峰川以北、伊那（竜東）地域の上牧や福島につい

ても同様で、天竜川左岸が望める、低位段丘端部の南北に 37

基の古墳が並び古墳群を形成しています。立地から考えた

時、現在、市の遺跡地図では古墳時代の埋蔵文化財包蔵地と

なっていない段丘直下の平坦面ですが、ここに古墳群を築造

した人々の集落遺跡がある可能性が高いのです。現在の住宅

地と古墳時代の集落の範囲が重なっているために、遺跡が発

見できていないのかもしれません。そして、天竜川による湿

地帯には、現在と同じように、古墳時代の人々の水田が広がっていたことでしょう。 

このように、伊那市域では、古墳時代の集落がまだ見つかっていないだけで、天竜川流域の微

高地や段丘上に存在していたのです。またその位置は、弥生時代の遺跡がある場所とほぼ重なる

ことも指摘できます。前方後円墳である老松場１号墳を築造することができる首長とその集落、

そしてその古墳築造に関わった数々の集落は急に出現したものではなく、弥生時代後期から市

内各所にあった遺跡やまだ発見されていない古墳時代の集落がその背景にあると考えられます。

今後の調査により、古墳時代研究がさらに進むことが期待されます。 

 

 

  

西春近南小学校遺跡 

（一番右が古墳時代の住居址） 

上牧古墳の低墳丘古墳 
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４-５  奈良・平安時代 

奈良時代は和銅３年（710）から奈良に都が置かれた時代、平安時代は延暦 13 年（794）から

京都に都が置かれた時代です。しかし、それ以前の７世紀後半より、当時の日本は中国で成立し

た律令を取り入れ、都を中心とする中央集権的な国家体制となっていきました。 

奈良県の藤原京（持統８年（694）～和銅３年（710））から発掘された木簡の中に、「科野国伊

奈評 大贄」と書かれたものがあり、この頃には全国 60 余の国の一つとして「科野国」が成立し、

天竜川流域には「伊奈評」があり、都へ税の貢納がなされていたことが分かります。「伊奈評」

は現在の上伊那と下伊那を合わせた広い地域であったと考えられています。 

大宝元年（701）制定の大宝律令では、「国評制」が改められ、「国郡

制」となります。全国は五幾七道に区分され、その下に国・郡・里（後

に郷に改められる）が置かれ、信濃国には伊那郡、諏訪郡を始め 10 の

郡が置かれました。平安時代中期に書かれた『倭名類聚抄』には、伊那

周辺とみられる３つの郷が載っています。 

「伊那郡 福智郷」は富県の南福地・北福地・貝沼を中心とした天竜

川の東側、北は三峰川、南は小渋川までの範囲とされ、「伊那郡 小村

郷」は天竜川西側の小沢川以南、西春近、宮田村一帯と考えられていま

す。小村郷から都へは布が納められており、「信濃国伊那郡小村郷交易

布一段、天平十年十月」と書かれた麻布が正倉院に現存していま

す。「諏訪郡 返良（弖良）郷」は現在の手良を中心とする郷で、

天竜川の東側、三峰川以北の地で、東は藤沢川までの範囲といわ

れています。 

各郷、どの中心地にも弥生時代の遺跡や古墳時代の古墳があり、その頃から続く集落や生産基

盤が奈良･平安時代に受け継がれ、豊かな地域が広がっていたと考えられます。 

都と各国を結んだ東山道は官道で、近江の国府を起点とし、美濃（岐阜県）から信濃へ入り、

上野（群馬県）を抜けて最終的に陸奥（青森県）の国府へつながる道でした。東山道には一定の

距離ごとに「駅」が置かれ、公用に使う馬が配備されていました。平安時代初期における宮中行

事や制度などを記した『延喜式』には、信濃国に置かれた 15 の駅名が見え、上伊那を通る各駅

についてもおおよその位置が分かっています。伊那市域に駅はありませんが、南北にある駅の場

所から、天竜川の西側を通っていたと考えられます。東山道以前には、「古東山道」と呼ばれる

古墳時代の大和政権が東北地方の支配を目的として整備した道がありましたが、こうした古く

からの重要な道を一部利用して、東山道が整備されたと考えられています。 

この時代、交通・運輸や軍事の点から馬は非常に重要であり、その飼育が全国各地で積極的に

行われました。『延喜式』には、朝廷用の馬を飼育する「御牧」が長野県内に 16 あったことが記

されています。上伊那には平井弖牧（現在の辰野町平出）、笠原牧（現在の伊那市美篶笠原）、宮

処牧（現在の辰野町伊那富、宮所）の３つが置かれていました。美篶地域の笠原には、現在でも

「駒石」「駒形」「ませぐち」「牧垣内」などの牧に関係あると思われる地名が残っています。 

奈良時代以降、有力貴族や寺社の土地所有が全国に広がりましたが、平安時代後期には、伊那

周辺にも諏訪上下社領の「藤沢黒河内」や近衛基道の所領（殿下御領）「蕗原庄」、左馬御寮領の

「笠原御牧」、「春近領」といった荘園があったことが知られています。『古今著聞集』には９世

紀の長谷にまつわる説話が収められています。鷹飼の依田豊平が京都で天皇秘蔵の鷹を飼いな

源順 撰『倭名類聚鈔』 

（寛文３年村上勘兵衛出版） 

国立国会図書館 

デジタルコレクションより 
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らし、名鷹に育て上げたことから、「ひちの郡」（長谷非持）に土地と屋

敷を賜ったという話です。後に依田豊平は、荘園の役人（荘官）を意味

する「検校」という言葉を冠して「ひちの検校豊平」と呼ばれたことか

らも、当時の伊那も例外なく荘園制の下にあり、人々はそれぞれの領主

や荘官の支配を受けながら暮らしていたということが分かります。 

以上のように古い文献資料に伊那の地名が登場し、中央集権国家の

中にどのように組み込まれていたのか、また人々がどのような暮らし

をしていたのかを探る手掛かりとなっています。 

このほかに、伊那市には奈良時代の遺跡が 44 か所、平安時代の遺跡

が 152 か所もあり、考古資料からも当時の人々の生活の様子が明らか

になってきています。奈良・平安時代の遺跡の立地は、段丘端部や小

河川沿い、山際の弥生時代、古墳時代の集落と重なる所が多く、やはり

大河川流域の湿地帯や小河川沿いの山際で水田耕作を行っていたと考

えられます。 

菖蒲沢遺跡［西春近地域］は奈良時代の集落遺跡です。10 軒の竪穴

住居が出土していますが、その中の１つが他より２倍近く大きなもの

でした。その一番大きな住居を取り囲むように集落が営まれていまし

た。 

 

福島遺跡［伊那（竜東）地域］は、平安時代の諏訪郡返良（弖良）郷

の集落の１つと見られる遺跡です。天竜川の東、棚沢川の北にある段

丘端にあり、住居址が１次調査で 17 軒、２次調査では 10 数軒出土し

ています。１つの集落に大小の竪穴住居があり、大きな住居

は下位の役人の家であったとみられ、大量の貯蔵用土器や、

官人が身に着ける革帯（ベルト）の銙（飾り金具）、石帯（ベ

ルトの飾り）などが見つかっています。この頃には、農民たち

の中から生まれた富裕な者が政治に関わり、人々の間に主従

関係が生まれていたと考えられます。これらの竪穴住居の廃

絶後には、掘立柱建物が何軒も建てられていたようで、市内

では他に類を見ない平安時代の大規模集落でしたが、調査範

囲は遺跡のごく一部に留まり、大半は現存していません。 

このほか市内の遺跡からは、市有形文化財に指定されている和同開

珎（下手良中原遺跡［手良地域］出土）、緑釉陶器（金鋳場遺跡［西箕

輪地域］出土）、経筒と和鏡（下牧経塚［西春近地域］出土）など、地

域の豊かさや当時の信仰の様子を知ることができる貴重な資料が出土

しています。 

 

経筒 下牧経塚出土 

（市指定文化財） 

検校塚 

（市指定文化財） 

緑釉陶器皿 金鋳場遺跡出土

（市指定文化財） 

和同開珎 

下手良中原遺跡出土 

（市指定文化財） 
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４-６  鎌倉・室町時代 

鎌倉時代に関わる西春近の伝承に、犬房丸伝説があります。

富士の巻狩りで父の仇討を遂げた曽我兄弟の物語は有名です

が、この時曽我兄弟に殺された鎌倉幕府の有力御家人・工藤

祐経の息子が犬房丸です。源頼朝の怒りをかい伊那に流罪と

なった犬房丸は、小出の地で生涯を終えたと伝えられていま

す。犬房丸伝説の真偽は定かではありませんが、鎌倉時代初

期の春近領では、鎌倉幕府の御家人で工藤氏一族の小井弖

氏が勢力をもっており、犬房丸が小井弖氏の影響下で過ご

したとされるこの伝承は、幕府と伊那の氏族の関係を知る上で興味深い話です。 

南北朝時代の伊那は、南朝と関わりの深い地域でもありました。後醍醐天皇の第八皇子・宗良

親王は、足利尊氏に敗れた南朝方の再興を図るため、大河原（現在の下伊那郡大鹿村）に拠点を

置き、地域の有力者の力を借り、中央構造線の谷（後の秋葉街道）を行き来しながら活発に活動

しました。宗良親王に関わる史跡が長谷地域、高遠町地域には多く残されています。 

宗良親王も利用していた中央構造線の谷から山室、荊口、芝平を抜けて諏訪盆地に至る道は、

「法華道」と呼ばれ、平安時代に最澄が法華信仰（天台宗）を伝えた道です。室町時代には日蓮

宗の布教にも使われました。街道沿いの寺院にある遠照寺の

釈迦堂は 16 世紀の初めに建てられた建物で、内部の多宝小

塔とともに国重要文化財に指定されています。これらは、日

蓮宗と深いつながりがあり、優れた技術を持った大工集団・

池上一門の職人が建てたものです。彼らは高遠、長谷周辺を

拠点に広域に活動していましたが、後に甲斐（現在の山梨県）

の武田氏に抱えられ、技術面からも戦国大名をサポートする

ようになっていきました。 

伊那周辺は長野県内でも城館跡が多いことで知られていま

す。早いものは鎌倉時代、大半は室町時代から戦国時代に築かれたものとみられ、地域の有力者

の館跡から、山城、狼煙台に至るまで、様々な城館跡があります。 

15 世紀から 16 世紀にかけて、伊那市域には比較的狭い地域ごとに領主が存在し、それぞれに

上下関係や協力関係の秩序を保ちながら、時に大きな勢力に向かう際には、地域が一体となった

行動をとっていました。応永７年（1400）の大塔合戦に参加した「藤沢」・「笠原」・「大島」・「春

近の人々」・「山田」・「小井弖」・「沢堂」、永享 12 年（1440）の結城合戦に参加した「藤沢殿」・

「甲斐沼殿」・「小井弖殿」、武田信玄（晴信）が上伊那へ侵攻した際に最後まで抵抗した「溝口」・

「黒河内」・「伊奈部」・「殿島」をはじめ、他にも「市瀬」・

「浦野」・「御園」・「福島」といった多くの地侍が伊那周辺に

おり、これらの城を利用していたと考えられます。 

また、「城」といっても武士の拠点となった城ばかりでは

なく、百姓の中でも上層に位置する人々が居住していた屋敷

も「城」と呼んでおり、特に城館跡が多い富県地域には字名

ごとに１つ程度の城館跡があります。 

 富県の城館跡群 竹松城 

犬房丸の墓 

遠照寺釈迦堂 

（国指定重要文化財） 
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４-７  戦国・安土桃山時代 

戦国時代、信濃へ攻め入った甲斐の武田信玄は、天文 11 年（1542）に諏

訪を手に入れると、続いて高遠氏を攻め、天文 14 年（1545）に高遠を手中

に収めました。高遠は諏訪から伊那谷へ抜ける交通の要衝で、駿河や遠江に

進出するための重要な地点であったことから、信玄は天文 16 年（1547）に

高遠城を修築し、城主に武田（諏訪）勝頼や武田信廉など、自分に近しい人

物を置いて伊那一帯を治めさせました。 

信玄が死去した後、武田家を継いだのは武田勝頼でしたが、長篠の戦いで

織田信長に敗れると、武田家は急速に勢力を失っていきました。天正 10 年

（1582）、織田信長は武田家を滅ぼすため、嫡男の信忠を大将として、尾張

（現在の愛知県西部）から信濃へ侵攻してきました。 

当時の高遠城主は信玄の五男・仁科盛信（信盛とも）で、

織田の大軍を相手に奮戦しましたが、高遠城は落城し、盛信

も自害しました。この戦いは「高遠城の戦い」として後世ま

で語り継がれ、この時に織田軍が持ってきた梵鐘、鰐口、陣

太鼓や、織田信忠が陣を敷いたと伝えられる「一夜の城」、混

乱から地域を守ろうとした村人たちが織田軍から入手した

「禁制」などが今に伝えられています。 

武田氏滅亡から３か月後、本能寺の変によって織田信長が

命を落とすと、領主が不在となった信濃国は混乱に陥りまし

た。伊那でも高遠城や周辺領地をめぐる争いが起こりました

が、最終的に高遠城を抑え、伊那周辺を手に入れたのは、武

田家の旧臣・保科正直でした。後に保科正直が徳川家康に従

ったことで、伊那は徳川勢力の下で保科氏が治める地となり

ました。豊臣秀吉が天下を統一すると、保科氏は下総国（現

在の千葉県）へ移されましたが、秀吉が亡くなり徳川の世と

なると再び高遠の地を宛われ、高遠城主となりました。 

 

 

 

  

一夜の城 

仁科五郎盛信肖像 

建福寺文書 織田信忠禁制 

（市指定文化財） 
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４-８  江戸時代 

戦乱の世が終わり、慶長８年（1603）に徳川家康が江戸幕府を開きましたが、徳川政権の下、

伊那周辺は高遠城主が治める高遠領（高遠藩）と幕府領（天領）に分けられました。現在の手良、

福島、西箕輪は幕府領で、一部が箕輪領に入った時期もありましたが、代官支配地、旗本知行所、

預り地が様々に入り組み、隣村同士、支配者が異なるという状況も生まれていました。 

高遠領を治めた大名は保科氏、鳥居氏、内藤氏の３家です。当初の領地は２万５千石でしたが、

度々加増され、内藤氏が入封した元禄４年（1691）には、３万３千石となりました。その頃の高

遠藩の領域を現在の市町村に置き換えると、前述の幕府領を除く伊那市域、宮田村、駒ヶ根市の

一部（東伊那、中沢）、辰野町の一部、塩尻市洗馬、東筑摩郡朝日村の一部となります。 

江戸時代の高遠は、政治の中心地であるばかりでなく、多くの人や物が集まる経済・文化の中

心地でもありました。もともと鉾持神社や建福寺の門前町であった西高遠は、江戸時代になると

城下町として発展し、伊那谷と諏訪を結ぶ杖突街道（金沢街道）（※）の一宿駅でもあったこと

から、非常に賑わいました。三峰川右岸の狭い範囲に 10 の町が区分けされ、様々な商家や職人

が軒を連ねました。弘化２年（1845）の 10 町の人口は 3,003 人で、幕末の文久３年（1863）に

三峰川左岸に２つの新町が建設された後は、さらに人口が増えました。 

江戸時代の伊那市域には

遠隔地を結ぶいくつかの街

道が通っていましたが、杖突

街道（金沢街道）と直交する

形で、伊那谷を南北に走って

いたのが伊那街道です。 

伊那街道は塩尻（現在の塩

尻市）から三河（現在の愛知

県東部）へ抜ける街道で、中山道の脇往還でした。荷物の輸送

を行う民間業者「中馬」が盛んに往来したことから、別名「中

馬街道」とも呼ばれました。目的地間を早く安く行き来する中

馬は、地場産業の振興や商品経済の発展に一役買い、地域の流

通経済を支えました。 

南北朝時代に宗良親王が盛んに利用していた中央構造線の

谷を南北に通る道（現在の国道 152 号）は、江戸時代になると

信仰の道「秋葉街道」として多くの人が行き来するようになり

ました。火災が多かった江戸時代、火伏の神を祀った秋葉神社

（現在の静岡県浜松市）を参詣する「秋葉参り」が全国的に流行したためです。沿線には、当時

の秋葉信仰を物語る石造物などが、現在も残されています。 

街道の発達は、文化の発達にもつながりましたが、秋葉街道を通って入ってきた文化の１つに

歌舞伎芝居があります。娯楽が少なかった江戸時代、村人たちが旅芸人から歌舞伎を教わり、自

分たちで演じるようになったのが農村歌舞伎で、長谷の中尾では「中尾歌舞伎」として現在も受

け継がれています。 

江戸時代以降、街道沿いや集落の入口には、道標や道祖神、馬頭観音、庚申塔といった石造物

が数多く造られました。これらの石造物を造ったのが、「高遠石工」とよばれる職人たちです。 

伊那部宿酒屋旧井澤家住宅 

（市指定文化財） 

高遠城下の様子 『高藩探勝』（市指定文化財）より 
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高い技術が評判を呼んだ高遠石工は、伊那周辺だけでなく

全国各地へ出かけ、石造物を刻みました。農閑期の副業とし

て旅稼ぎをする者もいましたが、当時の石工はほかの職人と

比べて給金がよく、仕事が豊富だったこともあり、専業の石

工として旅稼ぎに出る者も多くいました。江戸時代末期、幕

府が諸外国の脅威に備え、品川御台場を築いた際にも、多く

の高遠石工が工事に関わっています。 

天竜川や三峰川が形づくる河岸段丘の段丘面や、天竜川支

流が形づくる扇状地は、江戸時代初期までは水が得にくく、荒れた原野が広がる土地でした。江

戸時代後期、用水建設に尽力した伊東伝兵衛は、高遠、富県、東春近の広範囲を潤した「伝兵衛

井筋（鞠ヶ鼻井筋）」を建設したことで知られています。ほかにも江戸時代後期から明治時代初

頭にかけて、「六道の堤」や「月蔵井」、「木曽山用水」、「艶三郎の井」などが造られ、市内各所

で新田開発が進みました。こうした用水の多くは現在まで受け継がれ、稲穂が豊かに実る伊那市

の礎となっています。 

江戸時代、地方の教育を担ったのは、武家が通った藩校と、武家以外の人々が通った学校（寺

子屋や私塾）の２系統がありました。 

高遠藩が開いた藩校は「進徳館」で、漢学（儒学）と筆道、

武術を中心に教えられました。万延元年（1860）の開校から

わずか 10 年余りの期間でしたが、通算 500 人ほどの生徒が

通ったといわれています。伊澤修二や中村弥六など、日本の

近代化を支えた人材を輩出したほか、教師になり長野県内各

地で教壇に立った人もたくさんいました。 

上伊那は全国的にみても寺子屋が多い地域であったとい

われ、伊那市域にも数多くの寺子屋や私塾がありました。こ

こで教えられたのは、読み書き、算盤（算術）に始まり、四

書等の素読や詩歌、俳諧、謡い、作法など多岐にわたり、より高度な漢学、国学等の学問も教え

られていました。このように、江戸時代後期の伊那は比較的学問が盛んな地域で、様々な学びを

通して成長した人々が、地域を支えていました。 

 

※ 伊那から高遠城下を経由して諏訪方面へ向かう場合、御堂垣外宿までは、杖突街道、金沢街道ともに同じ

道筋であるため、両者の名称が混在して使われることがありますが、ここでは伊那方面から御堂垣外宿ま

でを「杖突街道（金沢街道）」と表記します。 

御堂垣外宿の分岐より北へ、杖突峠を越えて諏訪方面へ向かう道筋は「杖突街道」、御堂垣外宿の分岐か

ら東へ、金沢峠を越えて金沢宿へ向かう道筋は「金沢街道」と分けて表記します。 

 

  

進徳館 

（国指定史跡高遠城跡内） 

集落入口に立つ道祖神等 



  

38 

 

４-９  明治・大正・昭和初期 

江戸時代が終わり、明治政府の下で新たな時代が幕を開けると、社会の仕組みも大きく変わり

ました。幕府領であった手良、福島、西箕輪は新たに成立した伊那県の管轄となり、高遠藩も明

治４年（1871）の廃藩置県で、高遠県となりました。さらに府県統合によって、伊那県と高遠県

は筑摩県になりましたが、明治９年（1876）に筑摩県が長野県と合併したことから、伊那周辺も

長野県の管下になりました。明治 12 年（1879）には、長野県の下に上伊那郡が誕生しています。 

江戸時代の町や村は、明治時代初期に再編成され、明治 21 年（1888）に町村制が敷かれると、

大掛かりな町村合併（明治の大合併）が行われました。明治 22 年（1889）に現在の伊那市域に

は 14 の町村が生まれましたが（資料編に別表）、上伊那郡役所が置かれた伊那村は、坂下や山

寺、荒井、入舟を中心に大きく発展し、明治 30 年（1897）に「伊那町」が誕生しました。 

町の発展には、交通事情の変化も大きく影響していました。明治時代に入り、人や物資の移送

手段が徒歩から馬車、そして自動車へと変わり、それに併せて道路整備も進みました。伊那街道

は三州街道と名称を変え、明治 20 年代の大改修で新道に付け

替えられると、市街地は新道沿いにも広がっていきました。 

明治 40 年（1907）には、三州街道と並行する形で伊那谷を

南北に結ぶ軌道「伊那電気鉄道」（現在の JR 飯田線）の建設

が始まり、５年後に「伊那町駅」が開業しました。短時間で

大量の物資を輸送できる鉄道は交通の主役となり、駅のある

伊那町は急速に発展し、旧城下町・高遠に迫るほどの町に成

長していきました。 

大正８年（1919）には伊那町と高遠を結ぶバスの運行が始

まり、さらに藤沢御堂垣外や長谷市野瀬まで路線は延びまし

た。 

近代の地域の産業を語る上で欠かせないのは、蚕糸業です。

元々伊那谷は養蚕が盛んな地域で、多くの家庭で養蚕を営ん

でいました。生糸の輸出増加に伴う繭の需要の高まりとは裏

腹に、利益が少なかった養蚕家たちの生活を守るため、東春

近の飯島国俊は全国初の試みとして、養蚕家だけの組合で製

糸業までを行う組合製糸の「上伊那合資会社」を立ち上げま

した。自分たちが育てた繭から生糸を生産し、販売することで、

労力に見合った収益をあげることができるようになり、各地で同

様の組合が立ち上がりました。蚕糸業の発展は伊那の経済を支

え、あちこちで桑畑が広がる風景を作り出しました。 

近代は戦争の時代でもあります。日清戦争に始まり、日露戦争、

第一次世界大戦、日中戦争からアジア太平洋戦争に至るまで次々

と戦争が繰り返されました。伊那と戦争の関わりを語る上で象徴

的な遺跡が、旧陸軍伊那飛行場（熊谷陸軍飛行学校伊那分教所）

です。上の原の広大な段丘面を利用して、昭和 18 年（1943）に

建設が始まり、地域住民の動員や学生の勤労奉仕等によって造ら

れました。格納庫や弾薬庫の遺構が現在も残されています。 

旧陸軍伊那飛行場 

伊那・高遠間を走ったバス 

小沢川鉄橋を渡る伊那電気鉄道

(丸竹書店発行絵葉書より) 
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４-１０  現代（太平洋戦争後） 

昭和 20 年代から 30 年代に進められた昭和の大合併では、

伊那市域でも町村合併が繰り返され、昭和 40 年（1965）ま

でに伊那市、高遠町、長谷村の３市町村が成立しました。そ

の後、平成 18 年（2006）３月に３市町村が合併し、現在の

伊那市となりました（市町村の変遷は資料編を参照）。 

戦後の伊那市域において、広範囲に影響があった大きな事

業は、多目的ダムの建設を中心に進められた三峰川総合開発

事業です。この事業は、アメリカで行われていたテネシー川

流域の総合開発事業をモデルとし、国や県が総力を挙げて取

り組んだ事業でした。「暴れ川」と呼ばれた三峰川の洪水被害

を減らすため、明治時代以降「霞堤」という堤防がいくつも

築かれ、川筋改修なども行われましたが、洪水対策として最

も有効に機能したのは、三峰川総合開発事業によって戦後ほ

ぼ同時期に築かれた美和ダム、高遠ダムという２つのダムで

した。 

昭和 36 年（1961）、大雨による未曽有の災害が起こり（三

六災害）、上流域の長谷や高遠の山間部では、特に甚大な被害

を受けました。しかし、２つのダムが大水と土砂、流木を食

い止めたため、下流域の美篶や伊那（竜東）などで大きな被

害は出ませんでした。 

 

ダム建設のために移転を強いられた集落もあり、長谷地域

では人々の離村やその後の過疎化に拍車がかかったと指摘

される一方、工事中は関係者やその家族をはじめ、多くの人

が伊那町や高遠町にあふれ、地域経済の活性化にもつながり

ました。三峰川総合開発事業により、常に豊富な水が流れる

三峰川の景色は一変しましたが、ダムは貯まった水を農地へ

送る灌漑事業、水力発電事業などにも使われ、私たちの生活基盤を支えています。 

交通面では中央自動車道西宮線の建設が進み、昭和 51 年（1976）に伊那市域の区間（駒ケ根

IC～伊北 IC）が開通すると、遠隔地への移動が一層便利になり、物流も活発化しました。 

高度経済成長期の社会構造の変化は、山と人との関わり方も大きく変えました。山林資源が地

域を支えた時代に賑わった山間の集落では、土砂災害やダム

建設計画の推進によって離村や集落移転が相次ぎ、多くの人

が山村集落を離れました。 

一方で、昭和 39 年（1964）に長谷の山岳エリアが南アルプ

ス国立公園に指定され、昭和 55 年（1980）に南アルプススー

パー林道が開通すると、山を観光資源として積極的に活用す

る動きが生まれ、長谷には南アルプスの登山基地として多く

の人が訪れるようになりました。  

美和ダム 

増水した三峰川(昭和 36 年６月) 

建設中の高遠ダム（昭和 33 年） 

南アルプススーパー林道 
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第3章 伊那市の歴史文化の特徴と保存・活用上の課題 
 

本構想の策定にあたり、伊那市の歴史文化の特徴を捉えるため、市内各地の歴史文化資源の把

握に努めました。把握に関しては、指定等文化財の状況やこれまでに行われた調査研究活動の成

果、展示普及活動などの成果、その他歴史文化資源に関連する様々な事業の成果などを活用しま

した。 

 

１ 伊那市の歴史文化資源の把握 

１-１  文化財の指定・登録等の状況 

伊那市の指定等文化財は 146 件あり、国指定文化財が６件、国登録文化財が２件、県指定文化

財が８件、県選択文化財が２件、市指定文化財が 128 件となっています。地域別にみると、伊那

地域が 58 件、高遠町地域が 54 件、長谷地域が 32 件、広域にわたるものが２件となっています。

文化財の類型別にみると、有形文化財が 88 件、無形文化財が 1件、民俗文化財が 14 件、記念物

が 43 件となっています(下記の表を参照)。 

 

表 文化財の類型別件数                             (単位：件) 

文化財の種類 
指定等の区分 

合計 
国指定･選定 国登録 国選択 県指定 県選択 県選定 市指定 

有形文化財 ５ ２  ４   77 88 

無形文化財 ０  ０ ０ ０ ０ １ １ 

⺠俗文化財 ０ ０ ０ ０ ２  12 14 
記念物 １ ０  ４   38 43 
文化的景観 ０      ０ ０ 
伝統的建造物群 ０      ０ ０ 
合計 ６ ２ ０ ８ ２ ０ 128 146 

 

表 国指定文化財（重要文化財・史跡） 

種 別 名    称 所在地 指定年⽉⽇ 所有者(保持者) 
有形文化財 
(考古資料） 

顔面付釣手形土器 荒井(伊那市創造館) 平成元.6.12 伊那市 
神子柴遺跡出土品 荒井(伊那市創造館) 昭和 63.6.6 個人 

有形文化財 
(建造物） 

遠照寺釈迦堂 附 多宝小塔 高遠町山室(遠照寺) 昭和 25.8.29 遠照寺 
熱田神社本殿 

附 天覆 
棟札及び建⽴歳記札 
造営文書 

⻑谷溝⼝(熱田神社) 平成 5.12.9 熱田神社 

有形文化財 
（絵画） 

紙本墨画中観⾳左右⻯⻁図 高遠町⻄高遠(建福寺) 昭和 25.8.29 建福寺 

記 念 物 
（史跡） 

高遠城跡 高遠町東高遠 昭和 48.5.26 伊那市 ほか 

 

表 国登録文化財 

種 別 名    称 所在地 指定年⽉⽇ 所有者(保持者) 
有形文化財 
（建造物） 

高遠閣 高遠町東高遠 平成 14.9.3 伊那市 

有形文化財 
（建造物） 

⻄駒山荘⽯室 伊那 平成 28.8.1 伊那市 
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表 県指定文化財 

種 別 名    称 所在地 指定年⽉⽇ 所有者(保持者) 
有形文化財 
（彫刻） 

木像⾦剛⼒⼠⽴像 
（阿形像及び吽形像） 

⻄箕輪羽広(仲仙寺) 平成 17.9.26 仲仙寺 

有形文化財 
（美術工芸品） 

梵鐘 高遠町東高遠(桂泉院) 昭和 45.4.13 桂泉院 

有形文化財 
（考古資料） 

信州の特色ある縄文土器 
（ ）は出土した遺跡名 

伊那市ほか県内 17 市町村 平成 30.9.27 伊那市、17 市町村 

内訳 顔面把手付深鉢形土器 
（⽉⾒松遺跡） 

荒井(伊那市創造館) 

平成 30.9.27 伊那市 

顔面装飾付釣手土器 
（⽯仏遺跡） 

⻑谷溝⼝(⻑谷公⺠館) 

香炉形土器 
（坊垣外遺跡） 

高遠町東高遠 
(高遠町歴史博物館) 

装飾絵画文土器 
（⾦鋳場遺跡） 

荒井(伊那市創造館) 

蛇体把手付深鉢形土器 
（堀遺跡） 

高遠町東高遠 
(高遠町歴史博物館) 

大形把手付土器 
（⽯仏遺跡） 

⻑谷溝⼝(⻑谷公⺠館) 

唐草文土器 
（原遺跡） 

高遠町東高遠 
(高遠町歴史博物館) 

唐草文土器 
（原遺跡） 

高遠町東高遠 
(高遠町歴史博物館) 

唐草文土器 
（島崎遺跡） 

荒井(伊那市創造館) 

唐草文土器 
（泉原遺跡） 

⻑谷溝⼝(⻑谷公⺠館) 

有形文化財 
（建造物） 

旧⾺島家住宅 高遠町東高遠 平成 15.9.16 伊那市 

記 念 物 
（史跡） 

御殿場遺跡 富県北福地 昭和 46.5.27 個人・伊那市 

記 念 物 
（天然記念物） 

高遠のコヒガンザクラ樹林 高遠町東高遠 昭和 35.2.11 伊那市 
前平のサワラ ⻄箕輪吹上 昭和 37.7.12 吹上神社 
白沢のクリ ⻄春近白沢 昭和 40.7.29 個人 

 

表 県選択文化財 

種 別 名    称 所在地 指定年⽉⽇ 所有者(保持者) 
無形 
⺠俗文化財 

山寺のやきもち踊りの習俗 山寺 昭和 48.3.30 やきもち踊り保存会 

木曽の朴葉巻・下伊那南部の 
朴葉餅 

木曽郡６町村、松本市奈川、
塩尻市楢川、飯田市上村、 
伊那市⻄箕輪、下伊那郡平谷村、
阿智村、売木村 

平成 13.3.15 
木曽郡６町村、 
伊那市⻄箕輪 
ほか 
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表 市指定文化財 

種 別 名    称 所在地 指定年⽉⽇ 所有者(保持者) 
有形文化財 
（建造物） 

満光寺鐘楼門 高遠町⻄高遠(満光寺) 昭和 36.4.1 満光寺 
小出諏訪神社本殿 ⻄春近山本 昭和 44.11.19 小出・小出島区 
宇津木の薬師堂 ⻑谷杉島 昭和 47.8.25 杉島区 
⾦毘羅神社本殿 高遠町藤沢(⾦毘羅社) 昭和 51.3.1 水上区 
五郎姫神社本殿 高遠町⻑藤(五郎姫神社) 昭和 51.3.1 栗田区 
弘妙寺須弥壇 高遠町荊⼝(弘妙寺) 昭和 51.3.1 弘妙寺 
七面堂 ⻑谷非持山 昭和 51.6.1 非持山区 
池上氏の位牌堂 ⻑谷非持山 昭和 51.6.1 非持山区 
東高遠諏訪社 高遠町東高遠(諏訪社) 昭和 55.12.1 東高遠諏訪社 
芦沢妙儀社本殿 美篶芦沢 昭和 61.1.24 子安社 
芦沢天満宮本殿 美篶芦沢 昭和 61.1.24 子安社 
蓮華寺七面堂 高遠町⻑藤(蓮華寺) 昭和 62.7.14 蓮華寺 
遠照寺七面堂 高遠町山室(遠照寺) 昭和 62.7.14 遠照寺 
商家池上家 高遠町⻄高遠 昭和 62.7.14 個人 
熱田神社舞宮 ⻑谷溝⼝ 平成元.5.22 熱田神社 
伊那部宿酒屋旧井澤家住宅 ⻄町伊那部 平成 11.5.21 伊那市 
宮ノ花八幡社本殿 富県貝沼 平成 11.8.24 八幡社 
鉾持神社 本殿・赤門・透かし塀 高遠町⻄高遠(鉾持神社) 平成 15.10.21 鉾持神社 
貴船社本殿 高遠町藤沢(貴船社) 平成 15.10.21 貴船社 
両大島諏訪神社本殿 美篶上大島 平成 15.10.23 諏訪神社 
春近社本殿 東春近中殿島 平成 15.10.23 春近社 
野⼝八幡神社舞台 手良野⼝ 平成 15.10.23 野⼝区 
旧上伊那図書館 荒井(伊那市創造館) 平成 20.8.27 伊那市 
白山社本殿 ⻄春近山本 平成 23.3.8 白山社 
八幡宮本殿 上牧 平成 23.3.8 八幡宮 

有形文化財 
（絵 画） 

中村不折筆 
 「卞和璞を抱いて泣く」 

高遠町東高遠 
(信州高遠美術館) 

昭和 39.3.1 伊那市 

池上秀畝 
「薄暮落雁」・「古城の驟⾬」 

高遠町東高遠 
(信州高遠美術館) 

昭和 39.3.1 伊那市 

⻘緑楼閣山水画 山寺(常円寺) 昭和 63.7.26 常円寺 
⼗六羅漢図 山寺(常円寺) 昭和 63.7.26 常円寺 

有形文化財 
（彫 刻） 

建福寺⽯仏群 高遠町⻄高遠(建福寺) 昭和 38.1.12 建福寺 
木造薬師如来坐像 美篶笠原(阿弥陀堂) 昭和 47.4.15 阿弥陀堂 
木造持国天・多聞天⽴像 ⻄箕輪羽広(仲仙寺) 昭和 49.12.20 仲仙寺 
木造阿弥陀如来坐像及び両脇侍⽴像 手良野⼝(無量寺) 昭和 49.12.20 耕雲寺 
大聖不動明王 高遠町勝間 昭和 51.3.1 勝間区 
准胝観世⾳ 延命地蔵尊 高遠町東高遠(桂泉院) 昭和 51.3.1 桂泉院 
五輪塔 保科左源太の墓⽯ 高遠町⻄高遠(満光寺) 昭和 51.3.1 満光寺 
木造地蔵菩薩坐像 富県北新(地蔵堂) 昭和 52.10.29 地蔵堂 
木造阿弥陀如来坐像 中央(阿弥陀寺) 昭和 55.9.26 阿弥陀寺 
満光寺阿弥陀如来⽴像 高遠町⻄高遠(満光寺) 平成元.3.28 満光寺 
樹林寺千手⼗⼀面⼣顔観世⾳菩薩⽴像 高遠町東高遠(樹林寺) 平成 2.12.3 樹林寺 
宗良親王御尊像 ⻑谷溝⼝(常福寺) 平成 3.9.20 常福寺 
建福寺仏足⽯ 高遠町⻄高遠(建福寺) 平成 4.6.29 建福寺 
小原⼗王像 高遠町小原(⼗王堂) 平成 12.11.21 小原区 

五聖像 
高遠町東高遠 
(高遠町歴史博物館) 

平成 14.12.20 伊那市 

六角観⾳供養塔 高遠町⻄高遠(相頓寺跡) 平成 18.1.23 満光寺 
有形文化財 
（工 芸） 

陣太鼓・鰐⼝ 高遠町山室(遠照寺) 昭和 36.4.1 遠照寺 
鰐⼝ ⻄箕輪羽広(仲仙寺) 昭和 63.7.26 仲仙寺 
雲板 山寺(常円寺) 昭和 63.7.26 常円寺 
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種 別 名    称 所在地 指定年⽉⽇ 所有者(保持者) 

有形文化財 
（書 跡） 

田山花袋筆屏風 
高遠町東高遠 
(高遠町歴史博物館) 

昭和 38.11. 1 伊那市 

阪本天山筆跡 
高遠町東高遠 
(高遠町歴史博物館) 

昭和 40.2.5 伊那市 

有形文化財 
（典 籍） 

文献通考 
高遠町⻄高遠 
(高遠町図書館) 

平成 2.12.3 伊那市 

蕗原拾葉 
高遠町⻄高遠 
(高遠町図書館) 

平成 11.9.24 伊那市 

希⽉舎文庫 
高遠町⻄高遠 
(高遠町図書館) 

平成 11.9.24 伊那市 

有形文化財 
（古文書） 

鉾持神社文書 
高遠町東高遠 
(高遠町歴史博物館) 

平成 元.3.28 鉾持神社 

建福寺文書 高遠町⻄高遠(建福寺) 平成 元.3.28 建福寺 
龍勝寺文書 高遠町勝間(龍勝寺) 平成 元.3.28 龍勝寺 

芝平山絵図 
高遠町東高遠 
(高遠町歴史博物館) 

平成 16.7.30 
東山⽣産森林組合 
ほか 

有形文化財 
（歴史資料） 

高藩探勝 
高遠町東高遠 
(高遠町歴史博物館) 

平成 20.1.30 伊那市 

有形文化財 
（⽯造文化財） 

円通寺の⽯仏二体 ⻑谷市野瀬(円通寺) 昭和 47.3.1 円通寺 
中尾辻の⽯仏群 ⻑谷中尾 昭和 49.3.1 中尾区 
宝篋印塔（洞泉寺） 美篶下川手(洞泉寺) 昭和 61.1.24 洞泉寺 
⽯造双体道祖神 東春近下殿島土蔵 昭和 61.1.24 土蔵 
⽯造准胝観⾳菩薩 東春近田原(薬師庵) 昭和 61.1.24 薬師庵 
非持山⾺頭観⾳ ⻑谷非持山(七面堂) 平成元.5.22 非持山財産区 
熊の森城主⼀瀬越前守直忠の墓碑 ⻑谷市野瀬 平成元.10.27 市野瀬区 
⼀瀬勘兵衛の⺟墓⽯ ⻑谷市野瀬 平成元.10.27 円通寺 
非持領主上嶋氏の宝篋印塔 ⻑谷非持 平成 4.12.25 非持区 
熊の森宝篋印塔 ⻑谷市野瀬 平成元.5.22 熊野宮下氏子 
宇津木⻄国三⼗三観⾳ ⻑谷杉島(薬師堂) 平成 11.7.21 杉島区 
宝篋印塔（⿊河内） ⻑谷⿊河内 平成 17.3.24 大揚寺 

有形文化財 
（考古資料） 

指圧薄手土器 
高遠町東高遠 
(高遠町歴史博物館) 

昭和 55.12. 1 伊那市 

杏葉           ⻄箕輪羽広(考古資料館) 昭和 63.7.26 伊那市 
経筒及び和鏡 ⻄箕輪羽広(考古資料館) 昭和 63.7.26 伊那市 
緑釉陶器皿 ⻄箕輪羽広(考古資料館) 昭和 63.7.26 伊那市 
古瀬⼾灰釉把手付水注 ⻄箕輪羽広(考古資料館) 昭和 63.7.26 伊那市 
和同開珎 ⻄箕輪羽広(考古資料館) 平成 14.4.25 伊那市 

無形文化財 
（⾳楽） 

高遠ばやし 高遠町⻄高遠 昭和 40.2.5 高遠ばやし保存会 

有形 
⺠俗文化財 

仲町屋台 
高遠町東高遠 
(高遠町歴史博物館) 

昭和 55.12.1 伊那市 

貴船社屋台（お船） 
高遠町東高遠 
(高遠町歴史博物館) 

平成 17.8.22 伊那市 

貴船社神輿 高遠町藤沢(貴船社) 平成 17.8.22 貴船社 
羽広の絵⾺ ⻄箕輪羽広(考古資料館) 平成 17.11.22 仲仙寺 

無形 
⺠俗文化財 

サンヨリコヨリ 
美篶両川手(天伯社)・ 
富県桜井(片倉天伯社) 

平成 6.1.28 
美篶上・下川手区、富
県桜井区・北新区北林 

諏訪形の御柱祭と騎⾺⾏列 ⻄春近諏訪形 平成 9.1.27 諏訪形区 
貴船神社子供騎⾺⾏列 高遠町藤沢  平成 10.4.22 荒町 
中尾歌舞伎 ⻑谷中尾 平成 10.6.24 中尾歌舞伎保存会 

芝平山絵図⾍⼲し⾏事 
高遠町 芝平、御堂垣外、 
荒町、北原、栗田、四⽇市場 

平成 16.7.30 
東山⽣産森林組合 
ほか 

羽広の獅子舞 ⻄箕輪羽広 平成 17.11.22 羽広区 
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※地域を定めない天然記念物はこの一覧に含まれません。 

  

種 別 名    称 所在地 指定年⽉⽇ 所有者(保持者) 
無形 
⺠俗文化財 

⻘島の千社参り 
旧伊那市区域及び 
旧高遠町区域の⼀部 

平成 21.1.28 ⻘島区 

孝⾏猿の⺠話 ⻑谷市野瀬 昭和 47.8.25  
記 念 物 
（史跡） 

藤沢城跡 高遠町藤沢 昭和 36.4.1 御堂垣外区 
絵嶋の墓 高遠町⻑藤 蓮華寺 昭和 36.4.1 蓮華寺 
伊澤修二先⽣の⽣家 高遠町東高遠 昭和 43.5.30 伊那市 
⽉⾒松遺跡 小沢 昭和 45.11.21 個人 
検校塚 ⻑谷非持 昭和 47.8.25 非持区 
小松氏先祖の墓 ⻑谷浦 昭和 48.4.30 浦区 
経塚原の経塚と舞台 ⻑谷杉島 昭和 48.4.30 杉島区 
御山の遺跡 ⻑谷溝⼝ 昭和 49.3.1 常福寺 
八人塚 ⻑谷⿊河内 昭和 49.4.30 ⿊河内区 
山田城跡 高遠町下山田 昭和 51.3.1 下山田区 
五郎山 高遠町勝間 昭和 55.12.1 勝間区 
高遠領分杭 小沢 昭和 59.6.17 小沢区 
蟻塚城跡 美篶笠原 平成 2.3.1 笠原区 ほか 
荒井富⼠塚 荒井 平成 2.3.1 荒井区・荒井神社 
小出城跡 ⻄春近小出⼀区 平成 2.11.1 個人 
絵島囲み屋敷跡 ⻑谷非持 平成 3.5.20 伊那市 
諏訪形の猪垣跡 ⻄春近諏訪形 平成 6.1.28 個人 
坂下の辻 山寺 平成 8.6.26 常円寺・坂下区 
溝⼝村・非持村の梵天岩（境岩） ⻑谷非持・溝⼝ 平成 9.6.25 伊那市 
大徳王寺城趾 ⻑谷溝⼝ 平成 18.3.9 個人 

記 念 物 
（史跡） 
（天然記念物） 

市野瀬古城址・城山の松 ⻑谷市野瀬 昭和 47.8.25 市野瀬区 

記 念 物 
（名勝） 

遠照寺⻲島庭園 高遠町山室(遠照寺) 平成元.3.28 遠照寺 
南郷峠の松並木 ⻑谷溝⼝ 平成 10.6.24 南郷組 

記 念 物 
（天然記念物） 
 

伯先桜 ⻄町伊那部 昭和 44.11.19 個人 
タマサキフジ 富県南福地 昭和 44.11.19 ⽵松・阿原部落 
ヤエヤマツツジ 富県北福地（富県小） 昭和 44.11.19 伊那市 
久保田のアカマツ 富県上新山 昭和 47.4.15 個人 
薬師堂のシダレザクラ 富県北新 昭和 47.4.15 今泉部落 
円座松 ⻑谷非持 昭和 47.8.25 非持区 
トリアシカエデ 高遠町藤沢 昭和 51.3.1 個人 
仲仙寺周辺の植物群落 ⻄箕輪羽広(仲仙寺) 平成 8.6.26 仲仙寺 
溝⼝のカラカサ松 ⻑谷溝⼝ 平成 9.6.25 溝⼝⽣産森林組合 
山寺の白山社八幡社合殿のケヤキ 山寺 平成 12.3.15 白山社八幡社合殿 
神明社荒神社合殿のケヤキ 狐島 平成 17.11.22 神明社荒神社合殿 
高烏谷のマツハダ 富県南福地 平成 17.11.22 南福地区 
上新山宮下のサワラ 富県上新山宮下 平成 17.11.22 北原氏子 

記念物 
有形文化財 
（天然記念物） 
（美術工芸品） 

桑田薬師堂の枝垂桜・香時計 ⻑谷溝⼝(薬師堂) 昭和 47.8.25 溝⼝区 
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１-２  文化財の管理方法 

伊那市には 146 件の指定等文化財が存在していますが、それらは所有者や保存団体等の方々

によって大切に保存・管理・伝承されています。また、伊那市創造館や高遠町歴史博物館など、

文化財が展示されている施設もあり、気軽に目にすることもできます。 

また、すべての指定等文化財は「文化財台帳」というデータベースにて管理されています。「文

化財台帳」には文化財の指定区分、指定年月日、所有者のほか、修理履歴等が記載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図. 伊那市文化財台帳の一例 
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１-３  埋蔵文化財包蔵地の状況 

埋蔵文化財とは、地中に埋蔵されている文化財であり、埋蔵文化財の包蔵する土地として周知

されている土地は「埋蔵文化財包蔵地」(遺跡)と呼ばれています。伊那市における埋蔵文化財包

蔵地は、平成 31 年(2019)４月時点で 425 か所が指定されています（※包蔵地一覧は資料編に掲

載）。特に天竜川・三峰川とその支流の段丘端部と山際に遺跡が多く見られ、水が得やすい場所

を生活の場としていたことがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図.埋蔵文化財包蔵地(伊那市遺跡地図) 
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図.旧石器時代 遺跡分布図 
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  図.縄文時代 遺跡分布図 
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図.弥生時代 遺跡分布図 
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図.古墳時代 遺跡分布図 
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図.古代 遺跡分布図 
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  図.中世 遺跡分布図 



第 3 章 伊那市の歴史文化の特徴と保存・活用上の課題 

53 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

54 

 

１-４  歴史文化資源に関わる諸調査 

伊那市ではこれまでに、指定等文化財に関する調査から、未指定の文化財にいたるまで、歴史

文化資源に関わる様々な調査を実施してきました。近年、特に力を注いで行ってきたのが、「古

い地名調査」です。地域の方々と協働で行われてきたこれらの調査では、今まで見過ごされがち

だった歴史文化資源にも光が当てられました。各種調査に関わる普及・公開活動を通して、地域

では歴史文化を盛り立てる雰囲気も生まれています。 

 

(1) 伊那市(旧市町村含む)が実施した調査 

表 総合調査（広域調査及び単一物件における複合調査）等 

調査名 調査対象地区 調査年代 調査実施主体 
⺠家調査 旧伊那市域 昭和 38 年度 ⻑野県文化財専門委員会 
神社調査 旧伊那市域 昭和 41 年度〜42 年度 伊那市文化財調査保護委員会 
寺院調査 旧伊那市域 昭和 44 年度〜48 年度 伊那市文化財審議委員会 
美術工芸品調査 高遠町地域 昭和 47 年度 高遠町教育委員会 
⽯仏調査 高遠町地域 昭和 49 年度〜50 年度 高遠町誌編纂委員会 
⽯造文化財調査 旧伊那市域 昭和 50 年度〜56 年度 伊那市文化財審議委員会 
⽯碑調査 高遠町地域 昭和 62 年度〜平成元年度 高遠町教育委員会 
高遠城跡調査 
（発掘調査・絵図資料調査） 

高遠町地域ほか 昭和 62 年度〜継続 
高遠町教育委員会 
伊那市教育委員会 

⼾草ダム⺠俗等調査 ⻑谷地域 平成 4 年度〜5 年度 ⻑谷村 
⽯造文化財調査 ⻑谷地域 平成 7 年度〜8 年度 ⻑谷村教育委員会 
巨樹・⽼樹調査 旧伊那市域 平成 7 年度〜8 年度 伊那市教育委員会 
神社総合調査 旧伊那市域 平成 8 年度〜12 年度 伊那市教育委員会 
伊那部宿総合調査 旧伊那市域 平成 10 年度〜11 年度 伊那市教育委員会 
樹木調査 高遠町地域 平成 14 年度〜16 年度 高遠町教育委員会 
絵⾺調査 高遠町地域 平成 15 年度 高遠町教育委員会 
進徳館蔵書整理 高遠町地域 平成 15 年度〜16 年度 高遠町図書館 
高遠小学校収蔵資料調査 高遠町地域 平成 17 年度 高遠町教育委員会 
内藤家奉納武具調査 伊那市内外 平成 20 年度〜継続 伊那市教育委員会 
旧中村家調査（収蔵資料・建築史） 高遠町地域 平成 23 年度〜30 年度 伊那市教育委員会 
古い地名調査 伊那市全域 平成 24 年度〜30 年度 伊那市教育委員会 
高遠⽯工の足跡調査 全国 平成 25 年度〜継続 高遠町歴史博物館 
島村利正関係資料整理 高遠町地域 平成 25 年度〜継続 高遠町図書館 
⼀夜の城発掘調査 富県 平成 26,28,29 年度 伊那市教育委員会 
埋蔵文化財再整理事業（⽉⾒松遺跡） 伊那（⻯⻄） 平成 26 年度〜継続 伊那市教育委員会 
写真資料デジタル アーカイブ化事業 伊那市全域 平成 27 年度〜継続 高遠町歴史博物館 

⽼松場古墳群発掘調査 東春近 平成 29 年度〜継続 
伊那市教育委員会 
関⻄大学文学部 
考古学研究室 

 

表 個別調査 

調査名 調査対象地区 調査年代 調査実施主体 
開発に伴う埋蔵文化財発掘調査 伊那市全域 随時 伊那市教育委員会 
個人所蔵資料調査 伊那市全域 随時 伊那市教育委員会 
建造物建築史調査 伊那市全域 随時 伊那市教育委員会 

 

※上記調査のほか、埋蔵文化財発掘調査の履歴については『資料編』の「伊那市内周知の埋蔵文化財包蔵地一覧」の表中

に示しました。そのほか、市内の博物館等施設、美術館、図書館等において、寄贈、寄託、展示に関わる資料調査及び

整理作業を随時実施しています。 
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(2) 長野県等が実施した調査 

表 長野県全域を対象とした主な調査 

調査名 調査年代 報告書・刊⾏物等（刊⾏年） 調査実施主体 

⻑野県史編纂事業に伴う資料調査 昭和４〜平成３年度 

『信濃史料』1〜28 巻、補遺上下巻、索引 
（1952〜1972） 

信濃史料刊⾏会 

『新編信濃史料叢書』１〜24 巻、目録 
（1970〜1980） 

信濃史料刊⾏会 

『⻑野県史』全 73 冊（1973〜1992） ⻑野県史刊⾏会 
美術工芸品調査（第二次調査） 昭和 47 年度  ⻑野県教育委員会 

歴史の道調査 昭和 53〜平成７年度 
『⻑野県歴史の道調査報告書』Ⅰ〜XXXXⅧ 
（1979〜1996） 

⻑野県教育委員会 

⻑野県⽅⾔緊急調査 昭和 53〜55 年度 『⻑野県⽅⾔緊急調査報告書』（1986） ⻑野県教育委員会 

中世城館跡分布調査 昭和 54〜57 年度 
『⻑野県の中世城館跡－分布調査報告書－』
（1983） 

⻑野県教育委員会 

⺠謡緊急調査 昭和 57〜58 年度 
『⻑野県の⺠謡 －⺠謡緊急調査報告書－』
（1984） 

⻑野県教育委員会 

食文化の実態調査 昭和 58 年度 
『⻑野県選択無形⺠俗文化財調査報告 
－味の文化財－』（1984） 

⻑野県教育委員会 

⻑野県近世社寺建築緊急調査 
（第⼀次） 

昭和 58 年度 
『⻑野県の近世社寺建築 －⻑野県近世社寺 
建築緊急調査報告書－』（1982） 

⻑野県教育委員会 

⽯碑所在調査 昭和 61〜63 年度 『⻑野県⽯碑目録』（1990） ⻑野県教育委員会 

⻑野県諸職関係⺠俗文化財調査 昭和 63〜平成元年度 
『⻑野県の諸職 －⻑野県諸職関係⺠俗文化財
調査報告書－』（1990） 

⻑野県教育委員会 

⻑野県近世社寺建築緊急調査 
（第二次） 

平成２年度 
『⻑野県の近世社寺建築  

－第二次調査報告書－』（1991） 
⻑野県教育委員会 

⻑野県⺠俗芸能緊急調査 平成５〜６年度 
『⻑野県の⺠俗芸能 －⻑野県⺠俗芸能緊急 
調査報告書－』（1995） 

⻑野県教育委員会 

⻑野県近代化遺産（建造物等） 
総合調査 

平成 19〜20 年度 
『⻑野県の近代化遺産 －⻑野県近代化遺産 
（建造物等）総合調査報告書－』（2009） 

⻑野県教育委員会 

⻑野県近代和風建築総合調査 平成 28〜29 年度 
『⻑野県の近代和風 －⻑野県近代和風建築等 
調査報告書－』（2018） 

⻑野県教育委員会 
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(3) 古い地名調査 

伊那市では平成 24 年(2012)から平成 28 年(2016)まで、「古い地名調査」を実施してきました。 

地名はその土地と結びついた人々の生活(生産、言語、文化、信仰、民俗、政治、地理、歴史

など)の中から生まれ、深く結びついているものですが、移り変わる時代の中で、少しずつ忘れ

去られてしまうこともあります。今に残る地名や、かつて存在していた地名を調査し、そこから

見えてくる人々の生活や歴史的背景を記録・保存し、後世へ伝えていくことを目的に調査を行い

ました。 

 

① 調査内容 

調査項目・・・地区名の由来と変遷、公称地名(大字と小字)の由来と変遷、特徴ある地名 

(通称地名、伝承地名など)の由来と変遷、地区として残しておきたい歴史など 

調査組織・・・公民館分館の一活動として、各分館に「地名調査グループ」を編成 

調査員 ・・・古い地名や歴史に興味ある人たちに集まってもらう、一般募集も募る 

調査方法・・・「調査グループ」による「聞き集め」(オーラル・ヒストリー的な方法)と 

文献調査を行い、「調査グループ」ごとに冊子・データにまとめる 

 

表 調査の経過 

 

 

② 調査から見えてきたこと 

伊那市には様々な地名がありますが、多くの地名が明治以降のここ百年で消滅してきていま

す。暮らし方の変化によって人々と土地の関わり方が変化したことなど、その要因は数々ありま

すが、度重なる町村合併、行政区画整理事業、圃場整備事業などは、歴史的風土の中から生まれ

た地名を大きく変えてしまう契機となりました。 

伊那市を流れる天竜川と三峰川は古くから暴れ川として氾濫を繰り返してきましたが、その

名残ともいえる地名が市内各所に残っています。例えば、市街地を流れる天竜川沿いには「面田」

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 
   〜30 年度 

４〜７⽉ 調査計画 
       基礎調査 
４〜11⽉ 調査組織編成 
12⽉ 歴史シンポジウム 
 
【第１次調査 

東春近、⻄箕輪地区】 
１⽉ 区⻑会・分館⻑会 

説明 
調査グループ編成 

３⽉ 各調査グループへの 
    説明会・発足会 

【第１次調査地区】 
４⽉ 調査開始 
８⽉ 中間報告会 
11⽉ 調査グループ⻑会 
２⽉ 調査まとめ提出 
３⽉ 調査活動報告会 
 
【第２次調査 

富県、美篶、手良、 
⻄春近地区】 

3〜9 ⽉  
区⻑会･分館⻑会説明 

3〜9 ⽉  
調査グループ編成 

２〜３⽉  
各調査グループへの 
説明会・発足会 

【第２次調査地区】 
４⽉ 調査開始 
９⽉ 中間報告会 
11⽉ 調査グループ⻑会 
２⽉ 調査まとめ提出 
２⽉ 調査活動報告会 
 
【第３次調査 
 伊那、高遠町、⻑谷地区】 
１⽉ 区⻑会・分館⻑会

説明 
２〜３⽉ 

調査グループ編成 

【第３次調査地区】 
４⽉ 高遠分館⻑会説明 
４〜11⽉  

「調査グループ」への
説明会・発足会 

９⽉ 中間報告会 
    歴史シンポジウム 
11⽉ 調査グループ⻑会 
２⽉ 調査まとめ提出 
２⽉ 調査活動報告会 

地名調査まとめ 
・冊子制作 
・データベース化 

平成29年３⽉ 
歴史シンポジウム 

平成30年３⽉ 
歴史シンポジウム 

平成30年12⽉ 
歴史シンポジウム 
最終報告会 
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や「窪田」等の小字名があり、高遠町地域には「荒沢」といった小字名があります。このように

「田」や「沢」という漢字が使われている場所は、過去に洪水や土石流等の大規模な災害があっ

た可能性があり、それを後世へ伝えるための地名といえます。 

地名の中には、地元の人々の間で語り継がれてきた民話や伝承に関係しているものもありま

す。例えば、長谷地域には「十膳淵」や「膳棚淵」といった場所があります。伝承によると、「村

で客寄り等をする際に淵の精に必要な数だけ膳を頼んでおけば翌日必ず立派な膳が用意された

が、ある時、借りた分の膳を返さなかったことから、それ以後二度と貸してくれなくなった」と

いうことです。調査を通して、このような民話や伝承を数多く掘り起こすことができ、これらは

後世に語り継ぎたい大切な歴史文化資源といえます。 

 

③ 後世へ記録・保存するために 

「古い地名調査」で得られた史実・伝承等を後世へ記録・保存するために以下のような活動が

行われています。 

 

� 調査成果の普及・公開活動 

・文化祭、祭りなどで報告会を開催 

・報告書を全戸配布 

・地区総会での報告会 

 

� 各地区における発展的活動 

・区誌づくり 

・古文書などの整理 

・古文書読み合わせ会 

・地区・地名ハイキング 

 

� 公民館活動と連携した活動 

・「古い地名調査」の発表会 ・地区の歴史学習会 ・古文書講座、地名・歴史講座開催 

 

� 学校教育と連携した活動 

・夏休みの一研究で地名調査 ・教職員の研修会 ・授業での活用 

 

� その他 

・県内外から問い合わせ・視察 ・他市町村との連携 

 

 

※各グループや事務局がまとめた報告書の一覧は、資料編に掲載してあります。 

 

 

  

「古い地名調査」報告書 
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１-５  まほら伊那 いいとこ百選 

「まほら伊那 いいとこ百選」は、身の回りにある「いいとこ」の再発見を通じて、市民が地

域に親しみと誇りを感じ、住んでよかったと思える地域づくりにつながるよう、平成３～４年度

にかけて伊那市の良いところを市民から公募し、百選として選定したものです。百選の百は「多

くのもの」という意味で、百の数にこだわらず、多くの良いところが選ばれ、これらの中には歴

史文化資源も多数みられます。平成 10 年度には新たな「いいとこ」を含めた再選定作業が行わ

れました。これらの成果は『まほら伊那 いいとこ百選』（伊那市商工観光課発行）にまとめら

れ、平成６年（1994）に初版、平成 11 年（1999）には改訂版が発行されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図.『まほら伊那 いいとこ百選』(改訂版) 平成 11 年(1999)の内容 

(資料：『まほら伊那 いいとこ百選』平成 11 年(1999)) 
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１-６  歴史文化資源に関わる刊行物 

指定等文化財については、３市町村合併以前の旧伊

那市、旧高遠町、旧長谷村それぞれが、その概要をま

とめた書籍を発行しています(下の表参照)。また、昭

和 50 年代から平成９年まで、各市町村では市町村史

(誌)の編纂が行われました。そのほかにも各市町村で

は、石造物や神社、樹木、まつりなど各種調査の成果

を集成した書籍や、地域ゆかりの人物に関わる書籍、

講演会やシンポジウムの記録集など、様々な歴史文化

資源に関わる書籍を刊行してきました。また、市町村

が刊行したものとは別に、各地域でも区誌や地誌、地

域の見どころマップなどが刊行されています。 

 

表 歴史文化資源に関わる主な刊行物リスト 

地区 刊⾏物の名称 編者・編集者・監修者 発⾏者 発⾏年 

伊那 伊那町誌 武田宗男 伊那町役場 昭和 5 年 10 ⽉ 

伊那 村誌 伊那村全記 
伊那町文化財保護調査委
員会武田宗男 

伊那町公⺠館 昭和 28 年 9 ⽉ 

伊那 伊那市神社誌 伊那市文化財審議委員会 伊那市教育委員会 昭和 43 年８⽉ 

伊那 伊那市寺院誌 伊那市文化財審議委員会 伊那市教育委員会 昭和 48 年 12 ⽉ 

伊那 山寺の焼もち踊の習俗 伊那市教育委員会 伊那市 昭和 50 年 3 ⽉ 

伊那 伊那市の文化財 伊那市文化財審議委員会 伊那市教育委員会 昭和 50 年 7 ⽉ 

伊那 伊那市考古資料館図録 伊那市教育委員会 伊那市教育委員会 昭和 55 年 3 ⽉ 

伊那 伊那市史 自然編 伊那市史編纂委員会 伊那市史刊⾏会 昭和 56 年 7 ⽉ 

伊那 伊那市史 現代編 伊那市史編纂委員会 伊那市史刊⾏会 昭和 57 年 12 ⽉ 

伊那 伊那市史 歴史編 伊那市史編纂委員会 伊那市史刊⾏会 昭和 59 年 9 ⽉ 

伊那 伊那市史 近世現代資料目録 伊那市史編纂委員会 伊那市史刊⾏会 昭和 60 年 3 ⽉ 

伊那 伊那市史採録 古文書解読史料集 伊那市文化財審議委員会 伊那市教育委員会 平成 9 年 6 ⽉ 

伊那 伊那市⽯造文化財 伊那市文化財審議委員会 伊那市教育委員会 昭和 57 年 11 ⽉ 

伊那 権兵衛街道 ⻑野県教育委員会 伊那市教育委員会 昭和 60 年 2 ⽉ 

伊那 伊那市の小字名 伊那市教育委員会 伊那市教育委員会 平成元年 3 ⽉ 

伊那 まほらいな いいとこ百選 
伊那市役所商工観光課 
商工観光係 

伊那市 平成 6 年 1 ⽉ 

伊那 
戦後五⼗年伊那市⺠史 
〜あの場 あの時〜 

伊那市戦後五⼗年史 
編集委員会 

伊那市 平成 9 年 3 ⽉ 

伊那 伊那市ふるさと歳時記 くらしと⾏事 
伊那市ふるさと歳時記 
編集委員会 伊那市 平成 11 年 3 ⽉ 

伊那 
伊那市歴史シンポジウム① 
信濃の牧・春近領・宿場 伊那市教育委員会 伊那市教育委員会 平成 11 年 10 ⽉ 

伊那 
伊那市歴史シンポジウム② 
伊那の中世伝説、山岳信仰 伊那市教育委員会 伊那市教育委員会 平成 14 年 10 ⽉ 

伊那 
伊那市歴史シンポジウム③ 
伊那の歴史・地域性と先人の知恵 伊那市教育委員会 伊那市教育委員会 平成 18 年 2 ⽉ 

 

伊那市発行の刊行物 
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地区 刊⾏物の名称 編者・編集者・監修者 発⾏者 発⾏年 

伊那 
伊那市歴史シンポジウム④ 
治水と築堤・高遠⽯工 

伊那市教育委員会 伊那市教育委員会 平成 21 年 3 ⽉ 

伊那 
伊那市の⺠俗芸能（無形文化財の記録） 
第⼀集 伊那市のまつり 

伊那市教育委員会 伊那市教育委員会 平成 12 年 9 ⽉ 

伊那 
伊那市の⺠俗芸能（無形文化財の記録） 
第二集 伊那市のまつり 

伊那市教育委員会 伊那市教育委員会 平成 17 年 12 ⽉ 

伊那 伊那市の巨樹、⽼樹とその保護対策 伊那市教育委員会 伊那市教育委員会 平成 13 年 2 ⽉ 

伊那 
増補改訂 伊那市神社誌（本編・資料
編） 

伊那市文化財審議 
委員会 

伊那市教育委員会 平成 13 年 3 ⽉ 

伊那 
新伊那市誕⽣までの歩み 
伊那市・高遠・⻑谷村合併の記録 

伊那市総務部まちづくり 
対策室 

伊那市 平成 18 年 

伊那 伊那の井⽉さん 伊那市教育委員会 伊那市教育委員会 平成 28 年 3 ⽉ 

伊那 
伊那市郷土学習読本 
わたしたちのふるさと 

伊那市郷土学習読本 
編集委員会 

伊那市教育委員会 平成 29 年 4 ⽉ 

伊那 
まほらいな 40 年間の歩み 
伊那市制施⾏ 40 周年記念・映像で語る 
伊那市の 40 年（1995）（DVD） 

アドコマーシャル 伊那市役所企画課 平成 7 年 

高遠 高遠城史考 高遠町文化財保護委員会 甲陽書房 昭和 31 年 

高遠 高遠の古記録(第 1 巻〜第 12 巻) 北原通男 
高遠町文化財 

保護委員会 
昭和 33 年 

〜昭和 41 年 

高遠 高遠町誌 高遠町教育委員会 高遠町⻑ 北原三平 昭和 49 年 1 ⽉ 

高遠 高遠町誌 下巻 自然・現代・⺠俗 高遠町誌編纂委員会 高遠町誌刊⾏会 昭和 54 年 7 ⽉ 

高遠 高遠町誌 上巻 歴史（⼀、二） 高遠町誌編纂委員会 高遠町誌刊⾏会 昭和 58 年 3 ⽉ 

高遠 高遠町誌 人物篇 高遠町誌編纂委員会 高遠町誌刊⾏会 昭和 61 年 3 ⽉ 

高遠 高遠の⽯仏 付 ⽯造物 
高遠町誌編纂委員会 
（高遠町教育委員会） 

高遠町誌刊⾏会 
昭和 50 年 10 ⽉ 
(改訂平成 7 年 3 ⽉) 

高遠 ⽯佛師 守屋貞治 高遠町誌編纂委員会 小松総合印刷㈱出版部 昭和 52 年 11 ⽉ 

高遠 信州高遠の史跡と文化財 高遠町教育委員会 高遠町教育委員会 昭和 58 年 3 ⽉ 

高遠 高遠城 高遠町文化財保護委員会 高遠町教育委員会 昭和 61 年 4 ⽉ 

高遠 高遠⼗景 高遠町図書館 高遠町 昭和 62 年 10 ⽉ 

高遠 高遠⼗景 写真集 高遠町教育委員会 高遠町教育委員会 平成 15 年 3 ⽉ 

高遠 高遠の小字名 高遠町教育委員会 高遠町教育委員会 昭和 63 年 3 ⽉ 

高遠 信州高遠の碑 高遠町教育委員会 高遠町教育委員会 平成元年 3 ⽉ 

高遠 高遠町図書館資料叢書 1〜70 高遠町図書館 高遠町図書館 
平成 3 年〜平成 26
年 

高遠 高遠町小字マップ 高遠町教育委員会 高遠町教育委員会 平成 3 年 3 ⽉ 

高遠 高遠のあゆみ 写真集 高遠町教育委員会 高遠町 平成 4 年 8 ⽉ 

高遠 高遠のあゆみ ポケット版 高遠のあゆみ編集委員会 高遠町教育委員会 平成 8 年 9 ⽉ 

高遠 
古文書資料目録 
(高遠町図書館所蔵各家資料等) 

高遠町図書館 高遠町図書館 平成 5 年〜 

高遠 
高遠ふるさと叢書・人物篇① 
阪本天山の⽣涯 

高遠町図書館 高遠町 平成 7 年 11 ⽉ 

高遠 高遠ふるさと叢書・人物篇② 中村不折 高遠町図書館 高遠町 平成 8 年 12 ⽉ 

高遠 高遠ふるさと叢書・人物篇③ 中村弥六物語 高遠町図書館 高遠町 平成 9 年 12 ⽉ 
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地区 刊⾏物の名称 編者・編集者・監修者 発⾏者 発⾏年 

高遠 
高遠ふるさと叢書・人物篇④  
書家 中村不折 

高遠町図書館 高遠町 平成 11 年 12 ⽉ 

高遠 信州高遠美術館 所蔵品目録 信州高遠美術館 高遠町教育委員会 平成 8 年 

高遠 高遠案内 高遠町観光協会 高遠町観光協会 平成 8 年 3 ⽉ 

高遠 
高遠町歴史博物館資料叢書四号 
高遠城の戦い 

高遠町歴史博物館 高遠町歴史博物館 平成 10 年 3 ⽉ 

高遠 
高遠町歴史博物館資料叢書五号 
高遠遠流の絵島 

高遠町歴史博物館 高遠町歴史博物館 平成 11 年 3 ⽉ 

高遠 
高遠町歴史博物館資料叢書六号 
名君保科正之公 

春⽇太郎 高遠町歴史博物館 平成 13 年 2 ⽉ 

高遠 信州高遠町文化財地図 高遠町教育委員会 高遠町教育委員会 平成 13 年 3 ⽉ 

高遠 杖突街道(歩くための絵地図) 高遠町観光協会 高遠町観光協会 平成 13 年 11 ⽉ 

高遠 
高遠城跡ガイドブック 
－高遠城跡 この城をもっと知ろう－ 

高遠町教育委員会 高遠町教育委員会 平成 15 年 3 ⽉ 

高遠 高遠藩進徳館蔵書本目録 高遠町図書館 高遠町図書館 平成 16 年 5 ⽉ 

高遠 再発⾒︕高遠⽯工 笹本正治 ほか 高遠町教育委員会 平成 17 年 3 ⽉ 

高遠 高遠風土記 笹本正治 高遠町教育委員会 平成 17 年 11 ⽉ 

高遠 

住んでいたい町⾏ってみたい町 
高遠町のあゆみ 
町制施⾏ 131 周年、 
町村合併 50 年閉町記念誌 

高遠町記念事業 
実⾏委員会 

高遠町記念事業 
実⾏委員会 

平成 18 年 4 ⽉ 

高遠 明治文化の至宝 伊澤修二 森下正夫 伊那市教育委員会 平成 21 年 9 ⽉ 

高遠 高遠囃子伝承（DVD） 高遠町 高遠町 平成 14 年 

高遠 
桜と歴史の城下町・高遠 
－百三⼗⼀年の歩み－ 高遠町（DVD） 

高遠町 高遠町 平成 18 年 

高遠 さくら物語（DVD） 高遠町 高遠町役場 平成 23 年 3 ⽉ 

高遠 

高遠⽯工の⽯仏 
〜信州伊那谷の⽯仏の名所を訪ねて〜 
高遠⽯工映像シリーズ Vol. 1 
（DVD・Blu-ray） 

伊那市文化遺産活⽤実⾏委
員会、⼀般社団法人 

高遠⽯工研究センター 

伊那市文化遺産活⽤実⾏委
員会、⼀般社団法人 

高遠⽯工研究センター 
平成 28 年 

高遠 

守屋貞治の⽯仏 傑作選 
〜貞治仏の魅⼒を探る〜 
高遠⽯工映像シリーズ Vol.2 
（DVD・Blu-ray） 

伊那市文化遺産活⽤実⾏委
員会、⼀般社団法人 

高遠⽯工研究センター 

伊那市文化遺産活⽤実⾏委
員会、⼀般社団法人 

高遠⽯工研究センター 
平成 29 年 

高遠 

守屋貞治の⽯仏 伊那市編 
〜守屋貞治の周辺の⽯工たち〜 
高遠⽯工映像シリーズ Vol.3 
（DVD・Blu-ray） 

伊那市文化遺産活⽤実⾏委
員会、⼀般社団法人 

高遠⽯工研究センター 

伊那市文化遺産活⽤実⾏委
員会、⼀般社団法人 

高遠⽯工研究センター 
平成 30 年 

高遠 

守屋貞治の⽯仏 伊南編 
〜守屋貞治の周辺の⽯工たち〜 
高遠⽯工映像シリーズ Vol.4 
（DVD・Blu-ray） 

伊那市文化遺産活⽤実⾏委
員会、⼀般社団法人 

高遠⽯工研究センター 

伊那市文化遺産活⽤実⾏委
員会、⼀般社団法人 

高遠⽯工研究センター 
平成 31 年 

⻑谷 伊那谷⻑谷村の⺠俗 ⻑谷村文化財専門委員会 ⻑谷村文化財専門委員会 昭和 48 年 3 ⽉ 

⻑谷 伊那谷⻑谷村の文化財 ⻑谷村文化財専門委員会 ⻑谷村文化財専門委員会 昭和 51 年 8 ⽉ 

⻑谷 伊那谷⻑谷村の文化財≪第二集≫ ⻑谷村文化財専門委員会 ⻑谷村文化財専門委員会 平成 13 年 3 ⽉ 
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地区 刊⾏物の名称 編者・編集者・監修者 発⾏者 発⾏年 

⻑谷 郷蔵文書目録第 2 集 ⻑谷村文化財専門委員会 ⻑谷村文化財専門委員会 昭和 52 年 

⻑谷 古⽼が語る⼊野谷のくらし ⻑谷村 ⻑谷村 昭和 57 年 3 ⽉ 

⻑谷 ⻑谷村のいしぶみ ⻑谷村文化財専門委員会 ⻑谷村文化財専門委員会 昭和 61 年 3 ⽉ 

⻑谷 
⼊野谷講座公開記録 
山村の⽣活と資源 

信州大学農学部 ⻑谷村 平成元年 3 ⽉ 

⻑谷 
⼊野谷講座公開記録 第 3 集 
山村の⽣活を楽しむ －山村を考える－ 

信州大学農学部 ⻑谷村 平成 3 年 1 ⽉ 

⻑谷 
⼊野谷講座公開記録 第 4 集 
山村の自然を活かして －山村を考える－ 

信州大学農学部 ⻑谷村 平成 4 年 1 ⽉ 

⻑谷 
⼊野谷講座公開記録 第 5 集 
山村の村おこし －山村を考える－ 

信州大学農学部 ⻑谷村 平成 5 年 7 ⽉ 

⻑谷 ⻑谷村誌 第⼀巻 ⺠俗篇、人物篇 ⻑谷村誌刊⾏委員会 ⻑谷村誌刊⾏委員会 平成 5 年 9 ⽉ 

⻑谷 ⻑谷村誌 第二巻 自然篇、現代社会篇 ⻑谷村誌刊⾏委員会 ⻑谷村誌刊⾏委員会 平成 6 年 5 ⽉ 

⻑谷 ⻑谷村誌 第三巻 歴史篇（上下） ⻑谷村誌刊⾏委員会 ⻑谷村誌刊⾏委員会 平成 9 年 9 ⽉ 

⻑谷 奥三峰の歴史と⺠俗 ⼾草ダム⺠俗等調査委員会 ⻑谷村教育委員会 平成 6 年 3 ⽉ 

⻑谷 館報⻑谷縮刷版 ⻑谷村公⺠館 ⻑谷村公⺠館 平成 6 年 3 ⽉ 

⻑谷 ⻑谷村の⽯造文化財 ⻑谷村教育委員会 
⻑谷村⽯造文化財 

調査委員会 
平成 9 年 3 ⽉ 

⻑谷 ⻑谷村公⺠館五⼗年の歩み 伊那市公⺠館運営委員会 伊那市教育委員会 平成 9 年 12 ⽉ 

⻑谷 
親孝⾏の賛歌応募作品集 第 1 集 
平成 11 年度 

⻑谷村教育委員会 ⻑谷村 平成 12 年 9 ⽉ 

⻑谷 
親孝⾏の賛歌応募作品集 第 2 集 
平成 12 年度 

⻑谷村教育委員会 ⻑谷村 平成 13 年 8 ⽉ 

⻑谷 
親孝⾏の賛歌応募作品集 第 3 集 
平成 13 年度 

⻑谷村教育委員会 ⻑谷村 平成 14 年 3 ⽉ 

⻑谷 
親孝⾏の賛歌応募作品集 第 4 集 
平成 14 年度 

⻑谷村教育委員会 ⻑谷村 平成 15 年 3 ⽉ 

⻑谷 
親孝⾏の賛歌応募作品集 第 5 集 
平成 15 年度 

⻑谷村教育委員会 ⻑谷村 平成 16 年 5 ⽉ 

⻑谷 
親孝⾏の賛歌⼊選作品集 1 
平成 24 年度 

伊那市教育委員会 伊那市教育委員会 平成 25 年 3 ⽉ 

⻑谷 
親孝⾏の賛歌⼊選作品集 2 
平成 25 年度 

伊那市教育委員会 伊那市教育委員会 平成 26 年 1 ⽉ 

⻑谷 
親孝⾏の賛歌⼊選作品集 3 
平成 26 年度 

伊那市教育委員会 伊那市教育委員会 平成 27 年 11 ⽉ 

⻑谷 伊那谷⻑谷村の⽅⾔集 ⻑谷村文化財専門委員会 ⻑谷村文化財専門委員会 平成 15 年 2 ⽉ 

⻑谷 望郷の⾥ 塩平・平瀬 ⻑谷村 ⻑谷村 平成 17 年 1 ⽉ 

⻑谷 ⼊野谷学習ノート 復刻版 
⻑谷小学校開校 39 周年
記念事業実⾏委員会 

⻑谷小学校開校 40 周年
記念事業実⾏委員会 

平成 27 年 10 ⽉ 

⻑谷 
ふるさと⻑谷村 ビデオ・DVD で綴る 
⻑谷村の歴史と文化 

エスオーケイビジョン ⻑谷村 平成 18 年 3 ⽉ 

全域 埋蔵文化財発掘調査報告書(各遺跡) 伊那市・高遠町・⻑谷村 伊那市・高遠町・⻑谷村 昭和 41 年〜 

※ 埋蔵文化財発掘調査報告書、古い地名調査報告書は資料編に一覧を掲載しました。 

個別の文化財調査報告書、文化財建造物の修理工事報告書、文化財保存管理計画書や整備計画書はこの一覧

に含まれません。 

掲載順は地区ごと、発行年順とし、シリーズ書籍については連続表記にしました。 
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２ 伊那市の歴史文化 —歴史文化資源からみた特徴— 

２-１  歴史文化資源の分布状況 

伊那市の歴史文化資源の分布状況をみると、高遠町地域の中心部である西高遠・東高遠や伊那

市街地付近に特に集中しています。その理由として、これらの場所には、文化財等を展示公開す

る博物館施設があるという事情もありますが、それぞれ街道が交わる場所に位置していること

も関係していると考えられます。高遠市街地は高遠城と城下町を含むエリアで、杖突街道（金沢

街道）と秋葉街道が交わる場所、伊那市街地は伊那街道と権兵衛街道が交わる場所で、様々な人

や文化が入りやすかったという要因が考えられます。 

また、高遠町地域では杖突街道沿いに多く歴史文化資源が分布しており、長谷地域では秋葉街

道沿いに多く分布しています。これは、両地域とも平地が少ないという地形的な要因のほかに、

街道を通して様々な人や文化が入ることにより、街道沿いが栄えていったためと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

杖突街道 

秋葉街道 

杖突街道沿いに

多く分布 

高遠町の城下町地域

や伊那市街地に集中 

秋葉街道沿いに

多く分布 

図.歴史文化資源の位置 
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２-２  地域別の歴史文化の特徴 

(1) 伊那(竜西)地域 

東に天竜川、西は西部山麓から中央アルプス山

岳地域までを含む伊那(竜西)地域には、小沢川と

小黒川が流れ、自然豊かな地域と交通の発展とと

もに栄えた市街地エリアがあります。 

天竜川西の段丘上から西部山麓までは広大な台

地が広がっており、かつて水が乏しかったこの地

域では、長い年月をかけて水田を拓いてきました。

横井戸を利用した艶三郎の井や西天竜幹線水路な

ど、用水に関わる歴史文化資源が複数みられます。 

段丘の東上端には戦国時代の城・春日城跡があ

り、その直下には古くからの街道である伊那街道

が通っています。塩尻宿（現在の塩尻市）と飯田

城下（現在の飯田市）のほぼ中間に位置する伊那

部宿は、木曽へ通じる権兵衛街道や高遠へ向かう

杖突街道（金沢街道）の分岐にも近く、江戸時代には非常に賑わった宿場でした。宿場の最南端

には、当時の趣を今に伝える伊那部宿酒屋旧井澤家住宅も残されています。 

明治時代になると伊那街道の改修が行われ、当時物流の中継地として隆盛を極めていた天竜

川通船の舟着き場や、明治 45 年（1912）に開業した伊那電気鉄道の駅を取り込む形で近代の市

街地が形成されていきました。 

昭和５年（1930）に開館した上伊那図書館は、上伊那に残る最も古い鉄筋コンクリート建造物

で、外壁には高遠焼のテラコッタが使われるなど、当時「壮麗完備天下に誇る」といわれ、多く

の人に親しまれてきました。 

このように伊那(竜西)地域は交通や地域の近代化に関わる歴史文化資源が多く残る地域です。 

 

【伊那(竜西)地域の主な歴史文化資源】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

600 年の歴史を持つ古刹で、戦国時代の
織田軍による高遠城攻めの際に寺に寄進され
た「雲板」や、明治時代から大正時代に活躍し
た⽇本画家・小坂芝田の描いた「⼗六羅漢
図」、「⻘緑楼閣山水画」といった市指定文化
財があります。 

山寺のやきもち踊り 
(県選択無形文化財) 

山寺の白山社八幡社合殿で、毎年 4 ⽉
に⾏われます。当屋祭、当屋引継式、踊りの
３つからなり、踊りでは４人の唄い手を中⼼
に踊り手が円を組み、酒盛りを挟みながら 3
回に分けて踊ります。３回目に踊った後は先
を争って⼀目散に境内から逃げます。 

常円寺 
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※赤印の指定文化財、青印の未指定の資源は明確な場所が特定されていない場合がある 

旧上伊那図書館 

(市指定文化財) 

天⻯川通船は、江⼾時代の文政年間から明
治 30 年代まで約 80 年間にわたって⾏われまし
た。廻船問屋が並び、舟着場のあった「⼊舟」とい
う町名に名残を留めています。 

昭和 5 年（1930）に開館した上伊那
図書館（現在の伊那市創造館）は、製
糸業で財を成した実業家・武井覚太郎の
寄付によって建設された建物で、地域の教
育や文化を支えた場所です。 

図.伊那(竜西)地域の主な歴史文化資源の位置 

天竜川舟着場 
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(2) 伊那(竜東)地域 

伊那(竜東)地域は２つの河川に挟まれた地域

で、西に天竜川、南に三峰川が流れており、河川に

関わる歴史文化資源が多くあります。 

霞堤や柵立堤防といった治水施設の跡や、水害

が起こらないように祈りをささげたと伝わる般若

島、洪水に見舞われた土地を復旧するための測量

基準となった見通し桜などが残るほか、無形の資

源としては、天竜川の氾濫に直面した人々の姿を

詠んだ狂歌や、被災地を共有地にして復旧を分担

する「割地」という制度なども伝わっています。 

天竜川と三峰川が形づくる河岸段丘の上には、

各時代様々な遺跡があります。天竜川や周辺地域

を見下ろすことができる上牧や福島の段丘端部に

は古墳群がみられるほか、上の原の広い平坦面を

利用した旧陸軍伊那飛行場といった戦争遺跡もあ

ります。 

近年は(都)環状南線や(主)伊那生田飯田線、(主)伊那辰野停車場線といった主要道路が整備

されたこともあり、商業施設や工業団地が増え、新たな住宅地も増えています。国道 153 号伊那

バイパスの延伸に併せて、埋蔵文化財の発掘調査が急増している地域でもありますが、近年は野

底の大久保（荒神）遺跡から新たに弥生時代前期の稲作の痕跡を示す遺物もみつかっており、今

後さらに伊那市の歴史が明らかになる可能性も秘めた地域です。 

 

※ 道路路線名の前にある「(都)」は都市計画道路、「(主)」は主要地方道を意味します。 

 

【伊那(竜東)地域の主な歴史文化資源】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

江⼾時代中期、高遠藩の郡代・阪本天
山がこの地に堤防を築きました。特殊な工法
で大型の柵のようであったことから柵⽴堤防と
呼ばれました。 

野底にある大久保遺跡は、縄文時代、弥
⽣時代、平安時代といった複数の時代にまた
がる複合遺跡です。国道 153 号伊那バイパス
建設地にあるため、工事前に発掘調査を⾏
い、遺跡の記録を残しています。 

野底の柵立堤防 
 

大久保（荒神）遺跡 
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木造阿弥陀如来坐像 
(市指定文化財) 

阿弥陀寺の本尊で、室町時代前期の作とさ
れます。高さ 112 ㎝の檜材⼀本造りで、木彫の
上に布を貼り、漆を施してあります。地⽅における
当時の仏像様式を知る上で、貴重な像です。 

戦国時代、武田信玄が伊那へ侵攻して
きた際に、最後まで抵抗した 8 人の地侍
が、最後に捕らえられ処刑された場所だと伝
わります。 

図.伊那(竜東)地域の主な歴史文化資源の位置 

蓮台場 
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(3) 富県地域 

高烏谷山の山麓にあり、北に三峰川が流れる富

県地域には、縄文時代早期の土器が出土した三ツ

木遺跡や縄文時代中期後葉の顔面付釣手形土器

が出土した御殿場遺跡、馬の生産に関わった人々

が築いた福地の古墳群などの遺跡があり、古くか

ら連綿と人々の生活が営まれてきた地域です。 

高烏谷山麓に生育する高烏谷のマツハダや久

保田のアカマツ、信仰の場に生育する上新山宮下

のサワラ、薬師堂のシダレザクラなど、他地域と

比較して市の天然記念物に指定された樹木が多

くあります。 

この地域の特徴は、狭い範囲に中世の城館跡が

数多く残ることです。高遠城の戦いの際に織田信

忠軍が陣を置いたと伝わる「一夜の城」をはじめ、

貝沼地域には多くの城館跡がありますが、一夜の

城の発掘調査では、深い堀に囲まれた城館跡の様

子が明らかになっています。これらの城の多くは、中世に有力百姓が居住していた場所だとされ、

彼らが江戸時代の豪農層に変化していったとみられています。このように遺跡を通して社会の

変化を伺い知ることができる地域です。 

富県地域は段丘上であることから、古くから水利が問題となる地域でもありました。戦国時代

の高遠城主・武田勝頼が富県の在地領主に発給した文書の中にも、井筋の管理に関わる記述がみ

られます。江戸時代後期、伊東伝兵衛が伝兵衛井筋（鞠ヶ鼻井筋）を完成させてからは、富県地

域や下流の東春近地域には豊かな農地が広がるようになり、現在もこの用水が地域の農業を支

えています。 

 

【富県地域の主な歴史文化資源】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薬師堂のシダレザクラ 
(市指定文化財) 

中新山今泉の薬師堂には、樹高 12ｍ、幹
周 5.5ｍのシダレザクラがあり、樹齢は 200 年
を超えるといわれます。樹肌はコブ状になってお
り、太枝が枯れてしまっているところもありますが、
桜の頃には⾒事な花を咲かせます。 

平成 23 年度（2011〜2012）に⾏われ
た⼀夜の城の発掘調査では、南側の土塁の外
側に、深さ２ｍ、幅５ｍ以上もの空堀があるこ
とが確認されました。 

発掘された一夜の城の堀 
 



第 3 章 伊那市の歴史文化の特徴と保存・活用上の課題 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高遠城主になった武田勝頼が在地領主
の埋橋氏に対して発給した文書で、井筋の
管理を⾏うよう記しています。 

創建年代は不明ですが、スギやヒノキなど 300
本もの樹木が社叢を形成しており、古い佇まいを
もつ神社です。江⼾時代前期 1670〜1680 年
頃の建築と推定される本殿が、市の有形文化財
に指定されています。 

図.富県地域の主な歴史文化資源の位置 

武田勝頼判物 
 

宮ノ花八幡神社 
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(4) 美篶地域 

美篶地域には、古くから高遠城下と伊那を結ぶ

主要街道が通っており、人の往来が盛んな地域で

した。 

南に三峰川が流れ、川と接する範囲も広いこと

から度々洪水に見舞われてきた地域でもありま

す。「サンヨリコヨリ」など洪水伝承と深く関わっ

た無形民俗文化財が伝わるほか、伊那(竜東)地域

と同様、治水施設である霞堤が随所に見られ、「割

地」の風習も伝わっています。 

段丘崖によって分けられた地域は、それぞれ異

なる趣を見せており、段丘の最上段に広がる六道

原は、三峰川と接する下段とは異なり、水利に恵

まれない地域でした。平安時代には広大な平坦地

を利用し、笠原に朝廷へ献上するための馬を飼育

する御牧があったと伝えられますが、現在のよう

に水田が拓けたのは、江戸時代後期に高遠藩直営

工事で六道の堤が造られ、水が得られるようになった後のことです。 

江戸時代に始まり、地域の生活を支えた笠原紙や美篶細工（竹細工）といった産業も現在では

ほとんど見られなくなりましたが、住民主体で運営されている美篶小学校資料館には当時の道

具が保存展示され、地域の方々の手によって子供たちに伝えられています。景観保全も含めて、

地域ぐるみで歴史文化を伝承している地域です。 

 

【美篶地域の主な歴史文化資源】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンヨリコヨリ 
(市指定文化財) 

三峰川の右岸と左岸にある２つの天白社で⾏われる祭りです。笹⽵の七⼣飾りを持った子
供たちが「さんよりこより」と唱えながら、⻤役の大人の周りをまわった後、⼀⻫に笹⽵で⻤を叩
きます。川手天白社で⾏った後、祭神は神輿に担がれ、三峰川を渡り、富県桜井の天白社
でも同様の「サンヨリコヨリ」が⾏われます。洪水などの災厄を防ぎ、豊作や集落の安全を祈る
意味が込められていると伝えられます。 

六道原を開田するために、江⼾時代に
高遠藩の直営工事として築かれた堤（貯
水池）です。高遠町⻑藤の藤沢川から水
を引くため、約 10 ㎞もの水路を建設し、嘉
永 4 年（1851）に完成しました。現在は
桜の名所となっています。 

六道の堤と桜 
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美篶地域の人々が運営管理費を出し、保存活⽤している美篶小学校の資料館です。地域の歴
史や文化に関わる展示があり、笠原紙や美篶細工の展示もあります。運営委員の⽅々のサポートで
美篶小学校の児童たちが様々な体験活動をしています。 

図.美篶地域の主な歴史文化資源の位置 

美篶小学校資料館と館内に展示された美篶細工 
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(5) 手良地域 

手良地域は、不動峰など東に連なる山々の山麓

に集落が形成されており、里山資源も多く、湧水

も豊富な地域でした。野口遺跡では、縄文時代晩

期の再葬墓が見つかっており、古くから人々の生

活が営まれていたことが分かっています。 

地域の拠り所となる寺社も多く、十一面千手観

音を本尊とする清水庵や江戸の有名力士・雷電為

右衛門らが奉納相撲を行った若宮八幡社などが

あります。江戸時代末期に建てられた野口八幡神

社舞台は大規模な農村舞台で、かつて祭礼の際に

は、ここで地芝居などが行われていました。豊富

な山林資源を背景に、豊かな暮らしがあったこと

が分かります。 

江戸時代、この地域は幕府領でしたが、隣の高

遠藩領藤沢・長藤谷とは山を越えて盛んに行き来

がありました。今でこそ街道から最も遠いと感じ

られる蟹沢集落も、藤沢・長藤谷へ向かう峠道の入口にあたり、好立地の集落でした。高遠藩領

内だけでなく、手良地域内にも多くの石工がおり、こうした山道などを利用して全国各地へ旅稼

ぎに出向いていました。蟹沢の四国八十八か所霊場の石仏群や百体庚申塔など、村人たちの信仰

と結びついた石造文化財が数多く残されていることもこの地域の特徴で、農村の古いたたずま

いの中に、石仏のある風景がみられます。 

 

【手良地域の主な歴史文化資源】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

かつては大福山養泰寺といい、現在より南の
笠原小清水にあったと伝えられます。本尊の⼗
⼀面千手観世⾳菩薩は、京都清水寺、播磨
清水寺の本尊と同⼀の木から彫刻したものと伝
わります。 

中坪集落のほぼ中⼼にある神社です。文化 9
年（1812）9 ⽉に、当時の大関・雷電為右衛
門や柏⼾宗五郎ら総勢75名が訪れ、境内で勧
進相撲を⾏ったと伝えられます。当時の番付額や
相撲軍配などが大切に保管されています。 

清水庵 
 

若宮八幡社 
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江⼾時代中期の明和８年（1771）のも
のをはじめ、約 100 体の庚申塔が並びます。
上牧、野底、⿊沢、木下など近隣の村々から
の奉納もみられます。 

野口八幡神社舞台 
(市指定文化財) 

江⼾時代末期の建築で間⼝ 14.6ｍ、奥⾏
7.9ｍ、左右に太夫座と下座がついています。市
内最大規模で、⻑野県内でも代表的な舞台で
す。 

図.手良地域の主な歴史文化資源の位置 

百体庚申塔 
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(6) 東春近地域 

東春近地域は三峰川と天竜川の合流点の東

に位置する地域です。北に三峰川、西に天竜川

が流れており、その土地がら、河川に関わる歴

史文化資源が多くあります。 

伊那(竜東)地域や美篶地域と同様、治水施

設である霞堤や経塚など災害伝承をもつ地名

が残るほか、江戸時代に三峰川や天竜川で盛

んに行われた筏下し（川の流れを利用して材

木を運搬する方法）に関わる「木川」や「渡場」

といった地名が残っています。 

地域内には天竜川の浸食によって形成され

た段丘があり、他地域と同様に段丘上部は水

が得にくい地域でした。江戸時代に伝兵衛井

筋（鞠ヶ鼻井筋）が引かれて以降、新田開発が

進み、現在も豊かな農地が広がっています。 

東春近には、地域全体を俯瞰しやすいとい

う段丘地形のメリットをうまく利用した特徴

的な遺跡や歴史文化資源がみられます。５世紀初頭に築かれた老松場古墳群や戦国時代に築か

れた殿島城は、いずれも段丘の端部に築かれたものです。時の為政者が巧みに地形を利用しなが

ら地域を守り、治めていたことが分かります。近年では昭和 33 年（1958）に、段丘崖を利用し

て水力発電を行う春近発電所が建設され、私たちの生活を支えています。 

 

 

【東春近地域の主な歴史文化資源】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

戦国時代の殿島大和守重国の城と伝えら
れます。重国は武田氏の侵攻に抵抗し、殺さ
れた８人の地侍のうちの⼀人と伝えられます。
土塁に囲まれた本丸を中⼼に外側には何重
にもめぐらされた空堀の跡が残ります。 

創⽴当時は諏訪社、御射山明神、江⼾時
代には五社宮などといいましたが、明治 43 年
（1910）に上・中・下殿島各集落の社を合併
して、春近神社となりました。宝暦 10 年
（1760）に建てられた本殿は市の有形文化財
に指定されています。 

殿島城址 
 

春近社 
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春近発電所 

三峰川総合開発事業の⼀環として建設
された発電所で、昭和 33 年（1958）に
運転が開始されました。県営としては最大の
発電所で、高遠ダムから 10.6 ㎞をトンネル
で導水し、２台の発電機で発電しています。 

石造准胝観音菩薩 

(市指定文化財) 

田原薬師庵にある観⾳菩薩で、江⼾時代に下殿島土蔵出
身の⽯工・小笠原政平が造ったものとされます。頬骨が出てい
て柔和な顔⽴ちが、政平の特徴をうかがわせる作品です。 

図.東春近地域の主な歴史文化資源の位置 
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(7) 西箕輪地域 

中央アルプス経ヶ岳の東山麓に広がる西箕輪地

域の中で、最も多くの歴史文化資源がある場所は仲

仙寺周辺です。 

仲仙寺は羽広観音ともいわれ、平安時代の創建以

降、多くの人の信仰を集めてきました。特に「馬の

観音様」として知られ、馬の健康と安全を願うため、

馬を連れての参詣が盛んでした。境内には数多くの

馬の絵馬が奉納されています。坂下の辻から仲仙寺

へ向かう「はびろ道」沿いには観音像が刻まれた丁

石が立ち、本堂内には鎌倉時代の作と伝わる木造持

国天・多聞天立像、山門内には室町時代の木造金剛

力士立像（阿形像及び吽形像）があるほか、毎年正

月には羽広の獅子舞も奉納されるなど、信仰に関わ

る様々な歴史文化資源があります。 

また、西箕輪は木曽と伊那を結ぶ権兵衛峠の入口

にあたる地域です。権兵衛峠は非常に険しい峠で、

江戸時代初期までは人の背で荷が運ばれる程度の道だったといわれていますが、元禄９年（1696）

に街道整備が行われた後は、伊那から木曽へ米などの物資が大量に運ばれ、木曽からは特産の曲

げ物などが運ばれるようになりました。この道は伊那周辺の村々から木曽助郷（中山道の宿場に

おいて労役すること）のために人々が行き来した道でもあり、天竜川対岸の村々からも多くの人

が辛い労働に出向いた道です。古くは「おんたけやま」と呼ばれた馬子唄である与地の伊那節や、

木曽の馬主が仲仙寺に奉納した千匹絵馬、木曽の奈良井川から水を引いた木曽山用水など、木曽

との関わりが深い歴史文化資源が多くあるのが、この地域の特徴です。 

 

【西箕輪地域の主な歴史文化資源】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

天台宗の古刹で、信濃三⼗三観⾳霊場の
札所であり、古くから多くの参詣者を集めまし
た。本堂軒下や近くの考古資料館には、千匹
絵⾺をはじめ、仲仙寺に奉納された多くの絵⾺
があります。 

木造金剛力士立像 
(県宝) 

仲仙寺仁王門内にあり、阿形像と吽形像で対になりま
す。室町時代の文⻲元年（1501）に京都七条仏所の
仏師大蔵卿康忠が造⽴したと伝わります。ヒノキ材の寄
木造りで、高さは 255 ㎝、元々は朱く彩色されていまし
た。 

吽形像 阿形像 

仲仙寺本堂 
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羽広の獅子舞 
(市指定文化財) 

江⼾時代初期に仲仙寺の観
⾳堂の再興を祝って始められたと
伝わり、寺の狛犬であるともいわ
れます。毎年 1 ⽉ 15 ⽇前後に
⾏われ、雄と雌 2 体の獅子が５
つの舞（阿吽の舞）を舞い合わ
せます。 

でえもんじ 

道祖神の祭りと⼀体になった
小正⽉の祭りで、願掛けの⾔
葉や道祖神と書かれた文字、
厄払いのための色紙袋などを大
きな柱に飾り、1 ⽉ 14 ⽇から
20 ⽇まで集落⼊⼝の辻にある
道祖神の隣に建てます。 

図.西箕輪地域の主な歴史文化資源の位置 

前平のサワラ 
(県天然記念物) 

吹上神社の御神木で樹齢
約 1000 年ともいわれる巨木で
す。サワラの巨木は珍しく、樹高
20ｍ、目通り周 7.5ｍ、枝下
６ｍで、下から上まであまり太
さが変わらないサワラ特有の樹
形をしています。 
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(8) 西春近地域 

西春近地域は天竜川の西に位置し、北側は小黒

川を隔てて伊那(竜西)地域に接しています。南北

に鉄道や複数の街道が通る地域で、これらの交通

軸を元に発展した地域です。段丘上には江戸時代

の伊那街道や春日街道、段丘下の天竜川沿いには

明治時代に伊那街道の改修により付け替えられ

た三州街道が通っています。 

段丘の上段には鎌倉時代から戦国時代頃まで

活躍した小井弖氏の本拠地があったといわれ、小

出城や犬房丸伝説など小井弖氏に関わる歴史文

化資源が複数見られます。諏訪形の諏訪神社の御

柱祭は、小井弖氏が活躍した頃から行われている

と伝えられ、寅と申の年に御柱の里引や騎馬行

列、建御柱などが行われています。 

地域の西側には中央アルプスの前山・権現山が

あり、山麓には野田山あやめ園や、大量の刈敷や

茅がとれる「百駄刈」という地名が残るほど自然豊かな地域ですが、豊富な里山資源と引き換え

に、江戸時代から野生鳥獣の被害に苦しめられた地域でもありました。農地を守るため、延長約

６㎞もの猪垣が元禄時代以前から造られてきたといい、現在もその一部が諏訪形に復元されて

います。ほかにも樹齢 300 年以上といわれる白沢のクリなど、自然と人の関わりを知ることがで

きる歴史文化資源が残されています。 

 

 

 

【西春近地域の主な歴史文化資源】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小出城跡 

(市指定文化財) 

天⻯川右岸の第⼀河岸段丘上にあり、空堀
で隔てられた複数の曲輪や土塁が残されていま
す。城域は東⻄ 500ｍ、南北 300ｍに及び、
⼀説には小井弖氏惣領家の居館跡と伝えられ
ます。 

白山社 

治承 2 年（1178）の創⽴と伝えられます。
市の有形文化財に指定されている本殿は、江
⼾時代の文久３年（1863）に⽴川和四郎
冨重によって建てられた社殿で、⽴派な彫刻が
施されています。 
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野田山あやめ園 

藤沢山休養林内にある標高 1,100ｍほ
どの湿原地帯にあるあやめ園で、6 ⽉下旬に
なるとシラカバなどの木⽴に囲まれた林の中
に、多くのカキツバタが咲きます。 

白沢のクリ 

(県指定天然記念物) 

樹齢 300 年以上といわれ、樹高 11ｍ、
胸高周囲は 5.5ｍを超えます。ヒガンクリとい
う早⽣種で、植樹されたものと伝わります。 

図.西春近地域の主な歴史文化資源の位置 
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(9) 高遠町地域 

高遠町地域は総面積の 85％を山林が占める山間

の地域です。中央構造線に沿うように南北方向に

２つの谷があり、藤沢川沿いの藤沢・長藤の谷には

杖突街道（金沢街道）、山室川沿いの三義の谷には

法華道が通っています。これらの街道に面して集

落が形成されているほか、三峰川左岸の段丘上に

も集落が点在しています。 

藤沢の御堂垣外宿で杖突街道と分かれる金沢街

道は、伊那と江戸を行き来する最短ルートで、高遠

藩主の参勤交代にも使われた道でした。杖突街道

（金沢街道）沿いには御堂垣外宿をはじめ、江戸時

代の宿場の面影を残す風景がみられます。 

戦国時代から江戸時代末まで続いた高遠城を中

心に栄えたのが、現在の西高遠、東高遠で、城下町

という特殊性から、歴史文化資源が集中している

地域でもあります。その内容は多岐にわたり、戦国

時代の領主・武田氏に関わる遺跡や古文書、伝承をはじめ、江戸時代の藩政や教育に関わる歴史

文化資源が非常に多くあります。 

江戸時代の高遠周辺には石材加工を行う職人が多く、彼らは「高遠石工」と呼ばれていました。

高遠藩の政策として出稼ぎが奨励されたこともあり、多くの石工が全国各地に出向き、優れた石

造物を残しました。地域内には彼らの高い技量を感じることができる石造物が数多く残されて

います。 

高遠は山間の城下町であるとともに、さくらのまちでもあります。明治時代以降、高遠城跡に

植えられたタカトオコヒガンザクラは 1,500 本を数え「天下第一の桜」として全国的に有名にな

りました。街道や城下町、高遠石工、さくらをはじめ、高遠城の存在があったからこそ花開いた

文化が多く、高遠城を中心として、過去から現在まで様々な歴史が紡がれてきた地域です。 

 

 

  



第 3 章 伊那市の歴史文化の特徴と保存・活用上の課題 

81 

 

【高遠町地域の主な歴史文化資源】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高遠城跡 

(国指定史跡) 

三峰川と藤沢川の合流点に近い河岸段丘
上に造られた平山城です。築城時期は不明で
すが、戦国時代の天文 16 年（1547）に武
田信玄が修築したといわれています。江⼾時
代には保科氏、⿃居氏、内藤氏の３大名が
城主となりましたが、明治５年（1872）に廃
城となり、建物は取り壊されました。現在も当
時の曲輪配置がよく残り、土塁や大きな堀から
は近世城郭の姿がみてとれます。 

御堂垣外宿本陣 

御堂垣外宿は杖突街道と⾦沢街道の分岐
点に位置する宿場で、本陣には高遠藩主や飯
田藩主、旗本らが休泊しました。当時の座敷や
資料などが現在も大切に伝えられています。 

 

建福寺石仏群 

（市指定文化財） 

守屋貞治は高遠⽯工の中でも稀代の名
工とよばれた人物です。全国各地に数多く
の⽯仏を残していますが、最も多くの貞治仏
を拝むことができるのが建福寺です。 

絵島の墓 

(市指定文化財) 

江⼾時代中期、江⼾城大奥で７代将軍徳
川家継の⽣⺟に仕えた絵島は、墓参の帰りに
芝居⾒物をし、門限を遅れたことを罪に問わ
れ、高遠藩へお預けとなりました。28 年間囲み
屋敷で過ごし、61 歳で亡くなると⽇蓮宗の蓮
華寺へ葬られました。 
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次頁の城下町周辺

地域の範囲 

図.高遠町地域の主な歴史文化資源の位置 
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図.城下町周辺地域の主な歴史文化資源の位置 
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(10) 長谷地域 

南アルプスの雄大な山々の麓に抱かれた長谷地域

は、総面積の 96%を森林・原野が占めており、山抜き

には語れない地域です。地域内に残る歴史文化資源

を通して、地球の歴史と山に生きた人々の暮らしの

両方を知ることができます。 

戸台地籍から産出するアンモナイトや、南アルプ

ス周辺で多く見られる石灰岩は、この地域がかつて

海の底であったことを示しており、長い間の地殻変

動で隆起した末にできあがった土地であることが分

かります。石灰岩地帯特有の希少植物もみられ、自

然資源が多い地域です。 

地域内には、大断層である中央構造線が南北に走

っており、断層に沿って深いⅤ字谷が形成されてい

ます。人々は断層東側の緩やかな斜面に集落を構え

暮らしてきました。また、谷地形を利用して街道が

発達し、古くは南北朝時代の宗良親王や、江戸時代には火伏の神である秋葉神社へ向かう参詣者

らが往来しました。このように長谷地域では中央構造線地帯特有の地形の上に、人々の暮らしが

成り立っています。 

南アルプス山麓の深い森は、その約 60%が国有林です。古くから杣や木挽、木地師、猟師、炭

焼きをはじめ、様々な人が山に入り、その資源を利用して生活していました。中でも特に盛んだ

ったのは林業で、戦前には森林鉄道も整備され、長谷の山から伐り出した多くの材木や木炭が全

国へ出荷されていきました。こうした山の恵みが地域の経済を支え、熱田神社や中尾歌舞伎など

有形無形の文化財を育みました。昭和 34 年（1959）、36 年（1961）と度重なる災害によって山

間部は大きな被害を被った上、時代の変化もあり、山と人との関わり方は大きく変化しましたが、

地域に残る歴史文化資源を通して、失われゆく豊かな山の暮らしを知ることができます。 

 

【長谷地域の主な歴史文化資源】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央構造線が造った地形 

非持集落全景(昭和 22 年) 

美和ダム建設前、昭和 22 年の非持集落全景です
（北側から南側を向いて撮影、向かって右側が⻄側）。
中央構造線が切り開いた谷の様子がよく分かります。 

御山の遺跡 

(市指定文化財) 

溝⼝の常福寺境内の北にある「みやま」と呼ばれる小山の上
に、後醍醐天皇の皇子・宗良親王の墓と伝えられる遺跡があり
ます。宗良親王の子、尹良親王が建てたものと伝えられます。 
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宇津木西国三十三観音 

(市指定文化財) 

高遠町建福寺の⼼願により、⼊野谷郷に住む
百数⼗人の寄進で建⽴されました。池上休柳が下
絵を描き、岡村菊叟が巡礼歌を書いた上で、渋谷
藤兵衛が⽯に彫刻し、弘化 2 年（1845）に開
眼しました。 

伊那営林署戸台事業所 

かつて山中には営林署の現地事務所、
作業⽤の飯場などが建てられ、多くの人が
⽣活していました。 

図.長谷地域の主な歴史文化資源の位置 
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２-３  伊那市の歴史文化の特徴 

各地域の歴史文化を概観すると、伊那市内の歴史文化は大きく分けて、３つのキーワードで捉

えることができます。「山」、「川」、「みち」。それぞれに関わる特徴は下記のとおりです。 

 

(1) 「山」 

① 山岳地域 

市域の東西には南アルプス、中央アルプスという 2,000～3,000ｍ級の山々が連なる山岳地域

があり、高山特有の生物資源や大地の成り立ちを知ることができる自然資源のほか、山そのもの

に関わる信仰や山岳を訪れた人々に関わる歴史文化資源が多くあります。 

 

② 山間地域 

山岳地域の麓には深い山があり、その森林資源を利用した人々の暮らしや産業がありました。

里山もまた、かつては「入会地」として人々の生活を支えた場所です。急激な社会変化により失

われてしまった山村文化も多くありますが、人々の手により継承されてきた伝統芸能や、地名、

遺構、食文化として名残を留めるものもあります。 

 

(2) 「川」 

① 天竜川と三峰川 

市域には南北に天竜川、東西に三峰川という一級河川が流れており、この２つの河川は流域の

暮らしに大きな影響を与えてきました。水の力を利用した水運が行われ、上流から供給される養

分などが周辺の農地に恵みをもたらした半面、大規模な水害を引き起こすことも度々ありまし

た。流域に暮らす人々が長年にわたり川と向きあってきた歴史とその思いが、様々な文化を生み、

現在に受け継がれています。 

 

② 河岸段丘 

天竜川や三峰川及びそれらの支流沿いには、浸食と断層の影響により、長い時間をかけて河岸

段丘が形成されました。悠久の歴史の中で誕生した河岸段丘の景観は、伊那市の景観の特徴の１

つでもあります。河岸段丘は階段状の地形であるため、段丘崖によって土地が隔てられます。隣

り合う地域であっても段丘の上下では異なる歴史文化が育まれてきた一方で、離れた地域であ

っても似通った立地のところでは歴史文化に共通点がみられます。川の影響を受けやすい段丘

下の河川流域に残る災害伝承や治水文化。平坦地が広がる半面、水を得にくい段丘面に引かれた

用水や堤（貯水池）。段丘崖下の地域や河川を俯瞰することができる段丘端部に残る古墳群や城

館跡。各地に残る歴史文化資源からは、地形の利点をうまく使い、難点を克服しながら生きてき

た人々の姿が浮かび上がります。 

 

(3) 「みち」 

① 多様な街道 

古くは東山道をはじめ、市内には複数の街道が東西南北に走り、様々な人が行き交いました。

市域のほぼ中央を南北に走る「伊那街道（三州街道）」、竜西地域を東西に走る「はびろ道」や「権

兵衛街道」、竜東地域から美篶地域を通り、高遠から諏訪、茅野方面へ抜ける「杖突街道」や「金
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沢街道」、長谷・高遠の中央構造線の谷を通る「秋葉街道」や「法華道」などがあります。それ

ぞれの道が栄えた時代やつながる先は様々ですが、街道沿いには通る人のために造られたもの、

道を通った人々が残したものが多くあります。 

 

② 生活の道 

大きな街道以外にも、集落から田畑へ向かう道、年貢を納めるために役所へ向かう道など、

人々が日々の暮らしの中で利用していた道があります。例えば入会地や御林等へ行く山道など

は、現在は利用者が減り、失われつつある道の一つですが、山道の途中に祀られた「山の神」な

ど、人々が残したものを通して、かつての暮らしを感じることができます。 

 

③ まちの発展 

古くは門前町として発達した高遠は、戦国時代以降、高遠城の城下町として発展しました。江

戸時代の城下町は宿場機能も兼ねており、多くの人や物、新たな文化が集まる地域経済の中心地

でした。明治時代になり新たな交通手段が用いられるようになると、人や物の流れが変わり、市

街地は高遠町から伊那町へと移っていきました。 

江戸時代以前の歴史文化資源が多い高遠、明治時代以降の近代化に関わる歴史文化資源が多

い伊那地域、それぞれの「まち」の特徴から、地域社会の変化を感じることができます。 

 

このほかにも、各時代の特徴を示す遺物が出土した遺跡や、数百年前からごく最近まで長い間

にわたって市内各所に植えられ、地域に親しまれてきた桜の景観など、３つのキーワードでは括

りきれないものもありますが、そのすべてが伊那市の歴史文化を語る上で欠かせない要素とな

っています。 
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３ 歴史文化資源の保存・活用の現状 

３-１  指定文化財所有者アンケートによる保存・管理状況の把握 

伊那市の指定等文化財に関わる保存状況や管理状況等を把握するために、指定文化財の所有

者や所有団体を対象にアンケート調査を実施しました。調査概要は以下のとおりです。また、本

章における「有形の文化財」とは、文化財保護法による「有形文化財」および「有形の民俗文化

財」のことをいい、「無形の文化財」とは、同法による「無形文化財」および「無形の民俗文化

財」のことをいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図.文化財所有者アンケートの調査概要及び現状と問題点 
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文化財所有者アンケートを通して把握した問題点から、歴史文化資源に関する課題を以下の

５項目抽出しました。 

 

 

課題１ 地域に潜在している歴史文化資源の共有化 

市内に存在している歴史文化資源の数や保存の状態についての整理が不十分な状況であるこ

とから、今後は地域に潜在している貴重な歴史文化資源の把握を行い、それらの価値を認識し共

有化することが求められます。 

 

課題２ 有形の文化財・記念物の維持管理体制の充実 

文化財所有地域の人口減少や高齢化が進展しており、今後は文化財の維持管理が益々困難に

なると思われます。そのため、文化財の維持管理に関わる人々の負担を軽減し、将来に渡って維

持管理できるような体制を整える必要があります。 

 

課題３ 無形の文化財に関わる後継者の確保 

祭事の際の人員不足のために存続がままならないといったことや後継者がいないといった問

題点があり、無形の文化財については活動に関わる後継者の確保が必要となります。 

 

課題４ 文化財の維持管理や活動に関わる財源の確保 

文化財所有地区の人口減少や高齢化に伴い、区民一人一人の財政的負担が大きくなっており、

文化財の修理費用が全体的に不足しています。 

このことから、文化財に関する財源の確保が必要です。 

 

課題５ 文化財を活用した地域の活性化 

文化財所有者の文化財活用に関する意識は高いことから、地域に存在する文化財を積極的に

発信しその魅力をアピールし、文化財を活用した地域の活性化を図ることが求められます。 
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３-２  歴史文化資源に関わる主な文化施設と公開活用事業 

伊那市内には、歴史文化資源に関わる様々な施設があります。博物館施設においては、展示、

講座、各種イベントなどの機会を設けて、歴史文化資源の公開活用事業を実施しているほか、公

民館活動の中でも、歴史文化資源を活用した講座が多く実施されています。 

 

(1) 文化施設 

表 博物館等資料展示施設 

施設名 位置 開館年 設置者 
伊那市創造館 伊那市荒井 3520 番地 平成 22 年 伊那市 
信州高遠美術館 伊那市高遠町東高遠 400 番地 平成 4 年 伊那市 
伊那市⽴高遠町歴史博物館 伊那市高遠町東高遠 457 番地 平成 8 年 伊那市 
伊那市⺠俗資料館 
 旧池上家 
 高遠なつかし館 
 旧⾺島家住宅 

伊那市高遠町⻄高遠 1724 番地の 1（旧池上家） 
伊那市高遠町東高遠 2074 番地の 1 
（高遠なつかし館・旧⾺島家住宅） 

平成 15 年 伊那市 

伊那市考古資料館（収蔵庫） 伊那市⻄箕輪 3054 番地 4 昭和 51 年 伊那市 
⻑谷公⺠館 
（郷土資料室・⼾台の化⽯資料室） 

伊那市⻑谷溝⼝ 1188 番地 1 平成 17 年 伊那市 

孝⾏猿資料館 伊那市⻑谷市野瀬 405 番地 1 平成 22 年 伊那市 

 

表 学校郷土資料館・資料室等(公開施設のみ) 

施設名 位置 開館年 設置者 
伊那北小学校資料室 伊那市野底 8380 番地 3 不明 伊那北小学校 

伊那⻄小学校郷土資料館 伊那市ますみヶ丘 6949 番地 平成４年 
伊那⻄小学校 
地区公⺠館 

富県小学校考古室 伊那市富県 7312 番地  不明 富県小学校 

美篶小学校資料館 伊那市美篶 5350 番地 1 昭和 40 年代 
美篶小学校 
美篶地区住⺠ 

新山小学校郷土館 伊那市富県 535 番地 2 昭和 40 年 
新山小学校 
同窓会 

手良小学校郷土館 伊那市手良野⼝ 222 番地 令和元年 伊那市 

 

表 図書館・図書室 

施設名 位置 開館年 設置者 
伊那市⽴伊那図書館 伊那市荒井 3417 番地 2 平成 6 年 伊那市 
伊那市⽴高遠町図書館 伊那市高遠町⻄高遠 810 番地 1 昭和 61 年 伊那市 
春近郷ふれ愛館図書室 伊那市東春近 1826 番地 平成 8 年 伊那市 
富県ふるさと館図書室 伊那市富県 6393 番地 1 平成 11 年 伊那市 
てらとぴあ図書室 伊那市手良野⼝ 260 番地 1 平成 13 年 伊那市 
⻑谷公⺠館図書室 伊那市⻑谷溝⼝ 1188 番地 1 平成 19 年 伊那市 
美篶きらめき館図書室 伊那市美篶 4999 番地 1 平成 20 年 伊那市 
⻄箕輪ぬくもり館 図書交流スペース 伊那市⻄箕輪 6700 番地 2 平成 26 年 伊那市 
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表 公開されている文化財建造物 

施設名 位置 開館年 設置者 
高遠閣 伊那市高遠町東高遠 2295 番地 昭和 11 年 伊那市 
伊澤修二⽣家 伊那市高遠町東高遠 2130 番地 1 昭和 50 年代 伊那市 
進徳館 伊那市高遠町東高遠 2007 番地 昭和 58 年 伊那市 
商家旧池上家（伊那市⺠俗資料館） 伊那市高遠町⻄高遠 1724 番地の 1 昭和 62 年 伊那市 
旧⾺島家住宅（伊那市⺠俗資料館） 伊那市高遠町東高遠 2074 番地の 1 平成 15 年 伊那市 
伊那部宿旧井澤家住宅 伊那市⻄町 5597 番地 4 平成 17 年 伊那市 
旧中村家住宅 伊那市高遠町⻄高遠 184 番地 平成 30 年 伊那市 

 

表 名所・旧跡を含む都市公園 

施設名 位置 設置年 設置者 
高遠城址公園 伊那市高遠町東高遠 2300 番地 1 昭和 57 年 伊那市 
春⽇公園 伊那市⻄町 5949 番地 1 昭和 59 年 伊那市 
伊那公園 伊那市中央 5528 番地 1 昭和 59 年 伊那市 
殿島城址公園 伊那市東春近 7369 番地 1 昭和 59 年 伊那市 
富⼠塚スポーツ公園 伊那市荒井 4558 番地 1 昭和 59 年 伊那市 

 

表 その他 

施設名 位置 設置年 設置者 
⻄駒山荘 伊那市伊那 7119 番地 1 昭和 46 年 伊那市 
⻑谷伝統文化等保存伝習施設（中尾座） 伊那市⻑谷中尾 363 番地 5 平成 9 年 伊那市 
南アルプス⻑谷ビジターセンター 伊那市⻑谷非持 1400 番地 平成 25 年 伊那市 

 

(2) 公開活用事業 

表 伊那市創造館 

展覧会・講座・講演等の名称 内容 主催・会場等 開催⽇ 

常設展示 
神子柴遺跡出土⽯器、御殿場遺跡出土土器等の国指定重要
文化財の展示。上伊那図書館の歴史、昭和の図書館、俳人・井
上井⽉の展示など。 

伊那市創造館 常設 

平成 29 年度       
展示 内容 主催・会場等 開催⽇ 

特別展 
「中村不折の挿絵と商業美術」 
〜中村不折⽣誕 150 年記念展〜 

平成 28 年 10 ⽉まで開催した企画展示に新たな視点を加えての
特別展。 

伊那市創造館 〜平成 29.５.８ 

第 19 回企画展 
「地味にスゴイ!? 

伊那市最近発掘状況」 

最近の伊那市の発掘調査と、過去の遺跡の再整理事業の成果
など、初公開の資料を展示。 

伊那市創造館 
平成 29.３.29 

〜７.３ 

特別展 
「前⽅後円墳の発⾒か!? 
⽼松場古墳群第⼀次調査速報展」

関⻄大学文学部考古研究室と伊那市教育委員会が 3 か年計
画で⾏っている発掘調査の 1 年目の調査結果を展示。 

伊那市創造館 
平成 29.10.７ 

〜11.13 

上伊那教育会所蔵作品展 
伊那谷の⽣んだ芸術家たち（4） 

上伊那教育会が所蔵する膨大な資料の中から、伊那谷にゆかりの
ある芸術家の作品の中から「工芸」をテーマに展示。 

上伊那教育会 
平成 29.11.18

〜12.３ 
第 20 回企画展 
「大昆蟲食博と、 

信州のさまざまな蝶」 

イナゴ・蜂の子・ざざ⾍・さなぎ、伊那谷に今も伝わる昆⾍食の秘密
を探る展示。市内在住の⽅から寄贈された蝶の標本の展示。 

伊那市創造館 
平成 29.12.２ 
〜平成 30.５.７ 

 

  

(平成 29 年度から平成 31 年度(令和元年度)の状況) 



  

92 

 

 

講座・教室 内容 主催・会場等 開催⽇ 

地球の学校 2017 
ふるさとの自然を題材に、ダイナミックな地球の成り⽴ちを学んで・感
じて・体験する講座。 

伊那市創造館 
平成 29.５⽉ 

〜10 ⽉ 

宇宙の学校 2017-2018 in 伊那 親子で宇宙と科学を楽しく学ぶ体験教室。 
伊那市創造館 
NPO 法人 子ども・
宇宙・未来の会 

平成 29.７⽉ 
〜平成 30.２⽉ 

講演会、各種イベント等 内容 主催・会場等 開催⽇ 

大昆蟲食博関連イベント 
中條隆氏の蝶のはなし。 
「昆⾍食を語ろう︕」シンポジウム 

伊那市創造館 
平成 30.３.17 
       ３.21 

平成 30 年度    

展示 内容 主催・会場等 開催⽇ 
「神子柴遺跡 60 周年記念」 
特別展 

⽇本で最も美しいと称される、国指定重要文化財「神子柴遺跡の
⽯器」発掘 60 周年を記念した展示。 

伊那市創造館 
平成 30.５.２ 

〜６.25 
すばらしい伊那の大地と自然展 
ー地質研究家寺平宏先⽣功績展ー 

寺平宏先⽣が撮影した素晴らしい写真や化⽯などを紹介する展示。 伊那市創造館 
平成 30.７.４ 

〜８.31 

上伊那教育会所蔵作品展 
伊那谷の⽣んだ芸術家たち（5） 

上伊那教育会が所蔵する膨大な資料の中から、伊那谷にゆかりの
ある芸術家の作品の中から「野⿃が描かれている⽇本画」をテーマ
に展示。 

上伊那教育会 
平成 30.11.17 

〜12.２ 

宮島功写真展 
「⽯仏師守屋貞治ー慈悲の旅路ー」

飯田市出身の写真家が 40 年間の写真活動の集大成として撮影
した守屋貞治の⽯仏写真を展示。 

伊那市創造館 
平成 30.12.８ 
〜平成 31.１.14 

天神山古墳出土品初公開記念 
特別展「伊那市の古墳研究最前線」 

明治 32 年美篶天神山古墳出土品が市に寄贈されての初公開、
⽼松場 1 号墳発掘調査の成果など古墳研究最前線の展示。 

伊那市創造館 
平成 31.２.6 

〜5.13 
講座・教室 内容 主催・会場等 開催⽇ 

地球の学校 2018 ふるさとの自然を題材に、ダイナミックな地球の成り⽴ちを学んで・ 
感じて・体験する講座。 

伊那市創造館 
平成 30.5 ⽉ 

〜10 ⽉ 

宇宙の学校 2018 親子で宇宙と科学を楽しく学ぶ体験教室。 
伊那市創造館 
NPO 法人子ども・
宇宙・未来の会 

平成 30.７⽉ 
〜平成 31.２⽉ 

化⽯︕土器︕⽯器︕ 
レプリカマグネット作り 

アンモナイトや国重要文化財に指定されている顔面付釣手形土器
や神子柴遺跡の⽯器などのレプリカを作る。 

伊那市創造館 
平成 30.７.24 

〜９.30 
冬の体験教室  
「⼲支・縄文の土鈴作り」 
「ジビエ家庭料理教室」 

土鈴作りとジビエを使った料理教室。 伊那市創造館 
平成 30.11.23 
      12.１ 

講演会、各種イベント等 内容 主催・会場等 開催⽇ 
神子柴遺跡発掘 60 周年 
記念シンポジウム 
「神子柴系⽯器群その存在と影響」 

神子柴遺跡発掘 60 周年を記念し、神子柴遺跡や神子柴系 
⽯器群について最新の研究成果を交えた基調報告、記念講演会、
パネルディスカッション。 

伊那市創造館 
平成 30.９.29 

〜９.30 

伊那市創造館自主制作映画祭
2018 大阪・伊那・東京激突☆ 
映像リニア B ルート the4th!! 

創造館自主制作映画祭。伊那谷をモチーフとして取り上げた公募 
作品、全国の上映会で話題を呼んだ招待作品の上映。 

伊那市創造館 平成 30.10.20 

平澤真希オルガン・ピアノコンサート 
「明治 150 年・伊那に始まる⽇本
⾳楽物語」 

創造館に残る歴史的なオルガンを使ったコンサート。 伊那市創造館 
平成 30.11.17 

〜11.18 

美味しい昆⾍シンポジウム 
上伊那の地域資源であり、伝統的な食文化としての昆⾍食を 
紹介し、未来を考えるシンポジウムと試食会。 

伊那市創造館 平成 31.２.17 

宇宙講演会 
「こうのとり 7 号機 
〜小型回収カプセル機関成功〜」 

市内企業が開発した電磁バブルが搭載されたこうのとり 7 号の 
帰還を記念し、JAXA の開発者と企業の技術者による講演会と 
クロストーク。 

伊那市創造館 平成 31.２.９ 
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平成 31 年度(令和元年度)       
展示 内容 主催・会場等 開催⽇ 

特別展 
「JICA 駒ヶ根〜駒ヶ根⻘年海外
協⼒隊 訓練所開設 40 周年 
記念パネル展示〜」 

JICA の訓練所から旅⽴って世界を舞台に活躍してきた若者たちの
活動をパネルで紹介。 

伊那市創造館 
令和元.７.17 

〜８.26 

第 22 回企画展 
「プロダクトデザインの 30 年」 

平成の 30 年をモノの形から振り返る企画展。 伊那市創造館 
令和元.７.26 

〜10.28 
上伊那教育会所蔵作品展 
伊那谷の⽣んだ芸術家たち（6） 

上伊那教育会が所蔵する膨大な資料の中から、伊那谷にゆかりの
ある芸術家の洋画作品を中⼼に展示。 

上伊那教育会 
令和元.11.16 

〜12.１ 
講座・教室 内容 主催・会場等 開催⽇ 

地球の学校 2019 
ふるさとの自然を題材に、ダイナミックな地球の成り⽴ちを学んで・ 
感じて・体験する講座。 

伊那市創造館 
令和元年 6 ⽉ 

〜10 ⽉ 
化⽯︕土器︕⽯器︕ 
レプリカマグネット作り 

化⽯や土器、⽯器の色とりどりのレプリカマグネットを作る体験教室。 伊那市創造館 
令和元.７.３ 

〜９.16 

宇宙の学校 2019 in 伊那 親子で宇宙と科学を楽しく学ぶ体験教室。 
伊那市創造館 
NPO 法人 子ども・
宇宙・未来の会 

令和元.７⽉ 
〜令和２.２⽉ 

⽼松場古墳群 発掘体験教室 遺跡の発掘調査を体験。 伊那市創造館 
令和元.８.24, 
     ８.31 

講演会、各種イベント等 内容 主催・会場等 開催⽇ 

郷土研究講習会 
「阪本天山と内藤家」について、郷土史研究家・矢澤章⼀氏 
による講演。 

伊那市創造館 令和元.７.６ 

⽼松場古墳群 調査関連講演会 
発掘調査の成果と当時の社会を考える講演会。 
「イナとヤマトの往還・情報戦略〜現東山道から七道駅路への 
発展〜」ほか 

伊那市創造館 令和元.８.25 

⽼松場古墳群 調査成果現地説
明会 

第 3 次調査結果の成果を現地で説明。 伊那市創造館 令和元.９.７ 

伊那市創造館自主制作映画祭
2019 大阪・伊那・東京激突☆
映像リニア B ルート the5th!! 

創造館自主制作映画祭。伊那谷をモチーフとして取り上げた公募
作品、全国の上映会で話題を呼んだ招待作品の上映。 

伊那市創造館 令和元.10.19 

宇宙講演会「はやぶさ 2 いよいよ
帰還へ ー探査でわかったこと、 
そしてこれからの小惑星探査ー」 

会津大学先端情報科学研究センター准教授の寺薗淳也氏による
講演会。 

伊那市創造館 令和元.12.１ 
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表 伊那市立高遠町歴史博物館 

展覧会・講座・講演等の名称 内容 主催・会場等 開催⽇ 

常設展 
原始時代から現代までの高遠城と城下町高遠の歴史、文化、人
物、⺠俗などをテーマごとにスポットをあてた展示。絵島囲み屋敷復
元建物も併設。 

高遠町歴史博物館 常設 

平成 29 年度       
展示 内容 主催・会場等 開催⽇ 

第 54 回特別展 
「伊那・高遠と新宿をむすぶ内藤家」 

新宿区との友好提携 10 周年を記念し、内藤新宿で知られる藩主
内藤家にかかわる絵巻物などの品々を展示。 

高遠町歴史博物館 
平成 29.３.24 

〜６.18 

出征兵⼠と家族の肖像写真展 
市⺠から寄せられた出征兵⼠と家族の写真を展示、映示しながら、
戦時に⽣きた人々の気持ちに思いを寄せる企画展。 

高遠町歴史博物館 
平成 29.７.29 

〜８.20 
第 56 回特別展 
 「20 年の歩みに学ぶ」 

高遠町歴史博物館の 20 余年の歩みをもとに、これからの館のあり
⽅を地域の皆さんと共に考える展示。 

高遠町歴史博物館 
平成 29.９.22 

〜12.10 
第 57 回特別展  「上伊那郡市 
小中学⽣社会科新聞展」 

上伊那郡市の小中学⽣が制作した社会科新聞を⼀同に展示。 高遠町歴史博物館 
平成 29.10.21 

〜11.５ 
講座・教室 内容 主催・会場等 開催⽇ 

第 5 回歴博講座 2017 春Ⅱ 
地域の歴史や自然、人々の暮らしなどにかかわる調査・研究発表
会。「明治維新と内藤家」ほか 

高遠町歴史博物館 平成 29.５.15 

第 6 回歴博講座 2017 夏 
地域の歴史や自然、人々の暮らしなどにかかわる調査・研究発表
会。「⼀夜の城跡の発掘から」ほか 

高遠町歴史博物館 平成 29.８.11 

第 4 回中学⽣講座 
「地域の実物史料から  

⽇本の歴史の流れをとらえよう」 
地域に残る資料をに触れたりしながら、⽇本の歴史を学ぶ講座。 高遠町歴史博物館 平成 29.８.２ 

第 7 回歴博講座 
地域の歴史や自然、人々の暮らしなどにかかわる調査・研究発表
会。「守屋貞治の⽯仏を求めて」ほか 

高遠町歴史博物館 平成 29.９.30 

第８回歴博講座 2018 春 
地域に残る写真などの史料を次の世代に残すためのデジタル化の
取り組み成果を発表。 
「高遠・⻑谷地区の道路・交通のうつりかわり」ほか 

高遠町歴史博物館 平成 30.３.10 

平成 30 年度       
展示 内容 主催・会場等 開催⽇ 

第 58 回特別展 明治 150 年
「維新の激動と伊那・高遠の人々」 

今年が明治 150 年の節目に当たり、維新期の高遠藩の様子や
伊那、高遠の人々の当地に残る資料を展示。 

高遠町歴史博物館 
平成 30.３.８ 

〜６.17 

出征兵⼠と家族の肖像展 
市⺠から寄せられた出征兵⼠と家族の写真を展示、映示しながら、
戦時に⽣きた人々の気持ちに思いを寄せる企画展。 

高遠町歴史博物館 
平成 30.７.28 

〜８.19 
第 60 回特別展 
「高遠に残る武具」 

刀剣、鉄砲、甲冑をはじめ、高遠藩ゆかりの武具などを展示。 高遠町歴史博物館 
平成 30.10.12

〜12.９ 
第 61 回特別展  「上伊那郡市 
小中学⽣社会科新聞展」 

上伊那郡市の小中学⽣が制作した社会科新聞を⼀同に展示。 高遠町歴史博物館 
平成 30.10.20

〜11.４ 
講座・教室 内容 主催・会場等 開催⽇ 

歴博古文書講座 古文書を読み解きながら、地域の歴史を学ぶ講座。 高遠町歴史博物館 
平成 30.3 ⽉ 
〜平成 31.3 ⽉ 

第 9 回歴博講座 2018 春Ⅱ 
特別展「維新の激動と伊那・高遠の人々」の関連企画。 
「ー映像でみるー進徳館・高遠の学・学校の変遷」ほか 

高遠町歴史博物館 平成 30.５.20 

第５回中学⽣講座 地域に残る資料の実物に触れながら、⽇本の歴史の流れを学ぶ。 高遠町歴史博物館 
平成 30.８.８ 

〜８.10 

第 10 回歴博講座 2018 夏 
地域の歴史や自然、人々の暮らしなどにかかわる調査・研究発表会。 
「上伊那誌自然編の改訂に関わって」ほか 

高遠町歴史博物館 平成 30.８.11 

第 11 回歴博講座 2019 春 
地域の歴史や自然、人々の暮らしなどにかかわる調査・研究発表会。 
「高遠町政最後の記録 

ー旧高遠町役場に残された記録写真からー」ほか 
高遠町歴史博物館 平成 31.２.23 
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講演会、各種イベント等 内容 主催・会場等 開催⽇ 

第 60 回特別展関連講演会 
飯田敏久氏（公益財団法人⽇本美術刀剣保存協会事務局⻑・
刀剣博物館学芸員）による刀剣に関する講演。 

高遠町歴史博物館 平成 30.11.10 

歴博わくわく教室 缶バッチづくりや本物の⽕縄銃を持って記念撮影。 高遠町歴史博物館 
平成 30.11.３ 

〜11.4 
平成 31 年度(令和元年度)       

展示 内容 主催・会場等 開催⽇ 
第 62 回特別展 
「花とともに⽣きる」 

花にかかわる資料を通して、人の暮らしと花との関わりを紹介する 
展示。 

高遠町歴史博物館 
平成 31.３.９ 
〜令和元.６.18 

第 63 回特別展 
「出征兵⼠と家族の肖像展 2019」 

市⺠の写真提供、当館保存の⽣活⽤具などの物品、開戦から 
敗戦までの新聞などの展示。 

高遠町歴史博物館 
令和元.７.27 

〜８.18 
第 64 回特別展 
「文よく武を制すー高遠進徳館から 
 信州の教育に連なる群像ー」 

高遠藩校進徳館ゆかりの人々を通して、今⽇の信州の教育の源流
をたどる展示。 

高遠町歴史博物館 
令和元.９.14 

〜12.８ 

第 65 回特別展 
「上伊那郡市 

小中学⽣社会科新聞展」 

上伊那地区の小中学校で子どもたちが社会科学習の⼀環で作成
した社会科新聞を展示。 

高遠町歴史博物館 
令和元.10.19 

〜11.４ 

講座・教室 内容 主催・会場等 開催⽇ 

歴博古文書講座 古文書を読み解きながら、地域の歴史を学ぶ講座。 高遠町歴史博物館 
令和元.6 ⽉ 

〜令和２.2 ⽉ 

第 12 回歴博講座 
地域の歴史や自然、人々の暮らしなどにかかわる調査・研究発表
会。「埋もれた伊那の画家再発⾒」ほか 

高遠町歴史博物館 令和元.５.18 

第 6 回中学⽣講座 
「トリプルトラベルで地域の歴史・ 

⽣活・自然を楽しく学ぶ」 

実物の資料を通して、地域の歴史、昭和の⽣活、ダムを学ぶ体験
講座。 

高遠町歴史博物館 
令和元.８.９ 

〜８.11 

第 13 回歴博講座 
地域の歴史や自然、人々の暮らしなどにかかわる調査・研究発表
会。「ジオパークってなに︖から南アルプスジオの特徴まで」ほか 

高遠町歴史博物館 令和元.８.24 

第 14 回歴博講座 
地域の歴史や自然、人々の暮らしなどにかかわる調査・研究発表
会。「高遠進徳館の創設と発展に関わった人々」ほか 

高遠町歴史博物館 令和元.11.17 

各種イベント等 内容 主催・会場等 開催⽇ 

第２回歴博わくわく教室 オリジナル缶バッチづくりや本物の⽕縄銃を持って記念撮影。 高遠町歴史博物館 
令和元.11.２ 

〜11.4 
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表 伊那市民俗資料館（高遠なつかし館・旧馬島家住宅・旧池上家） 

展覧会・講座・講演等の名称 内容 主催・会場等 開催⽇ 

常設展 
人々の⽣活とともにあった道具（⺠具）の展示や機織、縄ない、
蓄⾳機、足踏みミシンなどの体験。 

伊那市⺠俗資料館 
高遠なつかし館 

常設 

常設展 
酢や醤油の醸造販売も⾏いながら、代々町問屋、町名主を勤めた
池上家の住宅。近世の典型的な商家として貴重な建造物。 

伊那市⺠俗資料館 
旧池上家 

常設 

常設展 
江⼾時代に高遠藩の眼科医を勤めた⾺島家の住宅で、天保年間
（1830 年〜1843 年）に建てられた建物。 

伊那市⺠俗資料館 
旧⾺島家住宅 

常設 

平成29〜31年度（令和元年度）    
展示 内容 主催・会場等 開催⽇ 

ひな人形展 
享保雛など江⼾時代のおひなさまから、明治、大正、昭和、平成、
各時代のひな人形を展示。 

伊那市⺠俗資料館 
旧⾺島家住宅 

毎年 2 ⽉〜4 ⽉ 

五⽉人形展 五⽉人形や幟などを展示。 
伊那市⺠俗資料館 
旧⾺島家住宅 

毎年 4 ⽉〜6 ⽉ 

平成 29 年度       
各種イベント等 内容 主催・会場等 開催⽇ 

ひなまつりお茶会 旧⾺島家住宅でひなまつりに合わせたお茶会と着物着付けを実施。 
伊那市⺠俗資料館 
高遠をこよなく愛する会 

平成 30.３.10 

平成 30 年度       
各種イベント等 内容 主催・会場等 開催⽇ 

もみじ祭り秋のお茶会 
旧⾺島家住宅で高遠城址のもみじまつりに合わせ、お茶会と着物
着付けを開催。 

伊那市⺠俗資料館 
高遠をこよなく愛する会 

平成 30.10.28 

ひなまつりお茶会 旧⾺島家住宅でひなまつりに合わせたお茶会と着物着付けを実施。 
伊那市⺠俗資料館 
高遠をこよなく愛する会 

平成 31.３.10 

平成 31 年度（令和元年度）       
各種イベント等 内容 主催・会場等 開催⽇ 

もみじ祭り秋のお茶会 
旧⾺島家住宅で高遠城址のもみじまつりに合わせ、二胡や琴の演
奏を聴きながらのお茶会と着物着付けを開催。 

伊那市⺠俗資料館 
高遠をこよなく愛する会 

令和元.10.27 

 

表 信州高遠美術館 

展覧会・講座・講演等の名称 内容 主催・会場等 開催⽇ 

収蔵作品展 
池上秀畝、中村不折、小坂芝田ら伊那市ゆかりの作家の作品や、
原田コレクションの作品をテーマごとに展示する企画展を随時実施。 

信州高遠美術館 随時 

平成 29 年度       
展示 内容 主催・会場等 開催⽇ 

片岡鶴太郎展ー信濃の四季ー 伊那市の芸術文化大使・片岡鶴太郎氏の作品展。 信州高遠美術館 
平成 29.４.２ 

〜５.21 
高遠美術交流展 
郷土作家展 

伊那や高遠にゆかりのある現役作家の作品や、館所蔵品の中から
伊那谷にゆかりのある作家の作品を厳選して展示。 

信州高遠美術館 
平成 29.７.15 

〜８.20 
若手アーティスト展 
ー谷にふく風伊那谷 12 人の作家ー 

伊那谷出身または在住の若手作家 12 人の作品展示。 信州高遠美術館 
平成 29.８.26 

〜９.30 

第 40 回伊那市⺠美術展 地域の美術を愛好する多くの人の幅広い作品展。 信州高遠美術館 
平成 29.10.５ 

〜10.20 
角居康宏鋳⾦展 
ーはじまりのかたちー 

⻑野県在住の⾦属造形作家による展示会。 信州高遠美術館 
平成 29.10.21 

〜12.10 
陶の仕事展 
ー原田コレクションの作家たちー 

原田コレクションから陶芸作品を中⼼に展示。 信州高遠美術館 
平成 29.12.16 
〜平成 30.４.2 
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講座・教室 内容 主催・会場等 開催⽇ 

アートスクール デッサン、⽇本画、陶芸、篆刻、風景画等を学ぶ講座。 信州高遠美術館 
平成 29.５⽉ 
〜平成 30.3 ⽉ 

楽☆楽講座 フラワーアレンジメント、絵手紙、染色などを学ぶ講座。 信州高遠美術館 
平成 29.11 ⽉
〜平成 30.２⽉ 

平成 30 年度       
展示 内容 主催・会場等 開催⽇ 

八代亜紀絵画展ーアートの世界ー 
歌手八代亜紀が筆をとった独特のタッチの作品などを紹介する 
作品展。 

信州高遠美術展 
平成 30.４.８ 

〜５.20 

収蔵作品展「郷土ゆかりの作家
展」 

収蔵作品の中から郷土にゆかりのある作家の作品を展示。 信州高遠美術展 
平成 30. 
５.26〜６.25， 
７.21〜９.２ 

収蔵作品展 
Living ー自然へのまなざしー 

収蔵作品を展示。 信州高遠美術館 
平成 30 
５.26〜６.25， 
７.21〜９.２ 

高遠美術交流展 2018 上伊那地域の作家やゆかりの作家、県内外作家の交流展。 信州高遠美術館 
平成 30.６.30 

〜７.16 
若手アーティスト展 
ー現代染色の世界ー 

⽇本の伝統工芸、染色を⽤いた若手作家 5 人の展覧会。 信州高遠美術館 
平成 30.９.８ 

〜10.21 

自然と創造ー花⿃風⽉ー 収蔵作品を展示。 信州高遠美術館 
平成 30.10.27 

〜12.２ 

加藤邦彦・温子移住帰国展 
ドイツで活躍し、現在伊那で制作を続ける彫刻家・加藤邦彦氏 
と画家・加藤温子氏夫妻の作品展。 

信州高遠美術館 
平成 30.10.27 
   〜12.２ 

⽵内徹とゆかりの作家展 
木内克・福沢⼀郎二人展 

郷土作家として⼀水会などを中⼼に活躍した⽵内徹氏の画業を
振り返る追悼展。原田コレクションの中から木内克と福沢⼀郎の 
作品を中⼼に展示。 

信州高遠美術館 
平成 30.12.８ 
〜平成 31.２.17 

信濃美術館所蔵名品展 
ー信州ゆかりの作家群像ー 

信濃美術館の所蔵品の中から、明治、大正、昭和期に活躍した
郷土ゆかりの作家の作品を展示。 

信州高遠美術館 
平成 31.２.23 
〜３.31 

講座・教室 内容 主催・会場等 開催⽇ 

アートスクール デッサン、陶芸、アクリル画、静物画、書道、風景画等を学ぶ 
講座。 信州高遠美術館 平成 30.５⽉ 

〜平成 31.３⽉ 

楽☆楽講座 フラワーアレンジメント、アクセサリー制作などを学ぶ講座。 信州高遠美術館 
平成 30.11 ⽉ 
〜平成 31.2 ⽉ 

平成 31 年度(令和元年度)       
展示 内容 主催・会場等 開催⽇ 

柘植伊佐夫 UNITY 
－人物デザインの世界展ー 

ビューティーデザイン、人物デザイン、衣装デザインなどを手掛ける柘
植氏の関わった大河ドラマや映画の衣装や装飾品などを展示。 

信州高遠美術館 
平成 31.４.６ 
〜令和元５.19 

高遠美術交流展 2019 
上伊那地域の作家やゆかりの作家、群⾺県などの県外作家の 
交流展。 

信州高遠美術館 
令和元.７.７ 

〜７.21 
若手アーティスト 

－等身大のゆらぎ展－ 
武蔵野美術大学で学ぶ 7 人の若手作家展。 信州高遠美術館 

令和元.７.27 
〜９.８ 

モリカラモリヘ 
－8 人の作家と東京藝術大学 
デザインプロジェクト－ 

東京藝術大学と協⼒して取り組んできた「しおくの家」プロジェクト事
業の成果と東京藝術大学出身のアーティストによる「森」をテーマに
した展覧会。 

信州高遠美術館 
令和元.９.14 

〜11.10 

原田コレクションとゆかりの作家展 
ー人物表現ー郷土作家この逸品展 

原田コレクションとゆかりの作家17 人の様々な人物表現を感じる展示。
中村不折、池上秀畝、江崎孝坪などの郷土の作家の作品を展示。 

信州高遠美術館 
令和元.11.16 
〜令和２.３.１ 

講座・教室 内容 主催・会場等 開催⽇ 

アートスクール 
陶芸、風景画、⽇本画、デッサン、書道、版画、アクリル画等を学ぶ
講座。 

信州高遠美術館 
令和元. 5 ⽉ 
〜令和２.３⽉ 

楽☆楽講座 絵手紙、染色、フラワーアレンジメントなどを学ぶ講座。 信州高遠美術館 
令和元.11 ⽉ 
〜令和２.２⽉ 
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表 長谷公民館展示室（郷土資料室・戸台の化石資料室） 

展覧会・講座・講演等の名称 内容 主催・会場等 開催⽇ 

常設展示 
⻑谷の遺跡から出土した土器や⽯器、⺠俗資料、⼾台の化⽯ 
学習会で採取された化⽯の中から代表的な化⽯などを展示。 

⻑谷公⺠館 常設 

平成 29 年度       
展示 内容 主催・会場等 開催⽇ 

⽵澤⻑衛翁愛⽤の村田銃 
取得記念⼀般展示 

⽵澤⻑衛が愛⽤していた鉄砲「村田銃」が 60 年ぶりに伊那市⻑
谷に戻り、⼀般展示を⾏う。 

⻑谷公⺠館 
平成 30 年 2 ⽉
〜 

 

表 伊那市立図書館（伊那図書館・高遠町図書館） 

展覧会・講座・講演等の名称 内容 主催・会場等 開催⽇ 

常設展示 
郷土が⽣んだ作家・島村利正に関する展示、中村不折に関する
展示をはじめ、古文書や古写真、昔の教科書などの所蔵資料を⼊
れ替えで展示。 

高遠町図書館 常設 

講座・教室 内容 主催・会場等 開催⽇ 

古文書講座 
高遠町図書館で所蔵する古文書を通して、江⼾時代や明治時代
の社会を知る講座。 

高遠町図書館 通年 

アプリ「高遠ぶらり」 古地図を⾒ながら高遠の史跡めぐりや町めぐりができるアプリ 
高遠ぶらり制作委
員会 

公開中 

伊那谷自然環境ライブラリーフォーラム 
「伊那谷に広がる自然文化と 
それを支える暮らし」 

伊那谷に広がる自然文化とそれを支える暮らしをテーマにした事例
発表や意⾒交換。 
「旧⽯器時代から⾥山時代の人と植物の関連史」「峠の道」ほか 

伊那図書館 平成 29.11.26 

 

表 伊那部宿旧井澤家住宅 

展覧会・講座・講演等の名称 内容 主催・会場等 開催⽇ 
常設展 伊那街道伊那部宿の宿内で唯⼀の本棟造で最古の建造物の公開。 伊那部宿を考える会 常設 

展示 内容 主催・会場等 開催⽇ 
桃節句雛飾りと繭⽟づくり 7 段飾りやつるし雛、押絵雛など、様々なひな人形を展示。 伊那部宿を考える会 毎年 2 ⽉〜3 ⽉ 
端午の節句飾り 五⽉人形や鎧兜などを展示。 伊那部宿を考える会 毎年 4 ⽉〜5 ⽉ 

各種イベント等 内容 主催・会場等 開催⽇ 
高遠焼展示・即売会 高遠焼白山窯の作品展示販売会。 伊那部宿を考える会 毎年 9 ⽉ 

中秋の名⽉おからこづくり 
もち⽶で作ったおからこや地元で採れたカボチャ・ネギ、⾥芋などを縁
側に並べ⽉に供えた後、おからこ汁にして味わう。 

伊那部宿を考える会 毎年 9 ⽉下旬 
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(3) 公民館、生涯学習施設等における歴史文化資源に関わる主な活動 

表 公民館 

平成 29 年度     
講座等名称 内容 主催・会場等 

い〜な旬塾 伊那地⽅に伝わる郷土料理や漬物などの調理⽅法を達人たちから学び、⼀緒に作る。 伊那公⺠館 
伊那おやじの会 中高年の男性が集い、料理や地域・史跡巡り等を通して、⽣きがいと仲間づくりをめざす。 伊那公⺠館 
野草講座 上伊那の山々を歩いて、郷土の自然を体験しながら野草について学ぶ。 伊那公⺠館 
元旦ジョギング 伊那地区 7 つの神社をジョギングペースで巡る。 伊那公⺠館 
野草講座 野山に出かけ、山野草について学ぶ。 富県公⺠館 
古文書を読む 古文書解読の初⼼者講座。歴史を紐解きながら学習する。 富県公⺠館 
野草教室 季節の草花を高原に求め、楽しく学習する。 美篶公⺠館 
古文書解読学習講座 古文書を読みながら、歴史背景も合わせて学習する。 美篶公⺠館 
四つ葉の集い 懐かしい映画の鑑賞、ハイキング、歴史館⾒学等。 手良公⺠館 
野草教室 野にある草花について学習し、知識を深めます。 手良公⺠館 
手良地区ハイキング 地区内や⾥山を散策し、地区の歴史・文化を学びながら交流を図る。 手良公⺠館 
親子自然教室 バードウォッチング、植物昆⾍観察、地層について知識を深める。 手良公⺠館 
東春近ハイキング 地域の歴史や自然に触れながら、健康増進を兼ねて、元気に楽しくウォーキングをする。 東春近公⺠館 
森の⾳楽祭 in 春近郷 殿島城址公園で⾏う野外⾳楽祭。 東春近公⺠館 
自然観察会 四季ごとの観察会や自然科学の体験を⾏う。 ⻄箕輪公⺠館 
ふるさと講座 ⻄箕輪の歴史、自然などを学ぶ。 ⻄箕輪公⺠館 

⻄箕輪ハイキング 
みはらしファーム〜仲仙寺〜経ヶ岳植物園まで、ふるさとの自然と歴史を学びながら体⼒ 
づくりをする。 

⻄箕輪公⺠館 

郷土史講座 ⻄春近をふり返る ⻄春近の近世から近代までを振り返って、地域の歴史を学ぶ講座。 ⻄春近公⺠館 
第 39 回桜大学 地域の歴史などを含め、様々なテーマで年 4 回の講演会を⾏う。 高遠町公⺠館 
南アルプス（中央構造線エリア） 
ジオパーク講座 
 「ジオパークを巡り楽しむツアー」 

野外学習を楽しみ、自然の恩恵に浴する。 
守屋山縦⾛や北沢峠トレッキング、高遠城址踏査など。 

高遠町公⺠館 

「高遠の美しさを訪ね求める」講座 
過去と未来につながる高遠の美しさを訪ねながら、人々の営みが作り上げた美しさの形成
過程に学ぶ。 

高遠町公⺠館 

美術館・歴史博物館を訪ねて 
高遠町歴史博物館や信州高遠美術館の特別企画展の鑑賞と解説を通して歴史・文化・
芸術に親しむ。 

高遠町公⺠館 

進徳館夏の学校 偉人が学んだ進徳館で論語の素読や体験活動をして、⼼に残る夏休みの思い出をつくる。 高遠町公⺠館 
高遠そば・そば打ち講座 初⼼者から経験者まで、高遠産のそば粉で本格的なそば打ちを⾏う。 高遠町公⺠館 
⼊野谷講座 自然・歴史・文化、様々な分野の気になるところをテーマに学習を深める。 ⻑谷公⺠館 
⼾台の化⽯学習会 河原の⽯ころ観察で色んな岩⽯を学び、発掘体験でアンモナイトなどの化⽯を探す。 ⻑谷公⺠館 
歩け歩け運動 地元の普段歩かない所を歩き、自然や歴史の素晴らしさを再発⾒する。 ⻑谷公⺠館 
平成 30 年度     

講座等名称 内容 主催・会場等 
伊那おやじの会 中高年の男性が集い、料理や地域・史跡巡り等を通して、⽣きがいと仲間づくりをめざす。 伊那公⺠館 
野草講座 上伊那の山々を歩いて、郷土の自然を体験しながら野草について学ぶ。 伊那公⺠館 
元旦ジョギング 伊那地区 7 つの神社をジョギングペースで巡る。 伊那公⺠館 
野草講座 野山に出かけ、山野草について学ぶ。 富県公⺠館 
古文書を読む 古文書解読の初⼼者講座。歴史を紐解きながら学習する。 富県公⺠館 
野草教室 美篶の史跡を巡り、故郷の歴史を学ぶ。 美篶公⺠館 
野草教室 野山に出向いて草花を観察しながら学ぶ。 手良公⺠館 
四つ葉の集い 郷土の歴史や自然文化、地域の産業の研修など教養を幅広く身に付け親交を深める。 手良公⺠館 
手良の歴史講座 手良の歴史について学習したり、古文書を学んだりする。 手良公⺠館 
手良地区ハイキング 地区内や⾥山を散策し、地区の歴史・文化を学びながら交流を図る。 手良公⺠館 
東春近ハイキング 地域の歴史や自然に触れながら、健康増進を兼ねて、元気に楽しくウォーキングをする。 東春近公⺠館 
森の⾳楽祭 in 春近郷 殿島城址公園で⾏う野外⾳楽祭。 東春近公⺠館 
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講座等名称 内容 主催・会場等 
自然観察会 四季ごとの観察会や自然科学の体験を⾏う。 ⻄箕輪公⺠館 
ふるさと講座 ⻄箕輪の歴史、自然などを学ぶ。 ⻄箕輪公⺠館 
歴史学習会 ⻄春近をふり返る ⻄春近の近世から近代までを振り返って、地域の歴史を学ぶ講座。 ⻄春近公⺠館 

まち歩き さと歩き 
健康づくりと地域学習を兼ね、⻄春近をはじめ、いろいろなところをウォーキングする。 
（よいとこ巡りを含む） 

⻄春近公⺠館 

区⺠登山 ⻄春近の⾥山、物⾒や城へ登る。 ⻄春近公⺠館 
第 40 回桜大学 地域の歴史などを含め、様々なテーマで年 4 回の講演会を⾏う。 高遠町公⺠館 
南アルプス（中央構造線エリア） 
ジオパーク講座 
 「ジオパークを巡り楽しむツアー」 

野外学習を楽しみ、自然の恩恵に浴します。守屋山登山や南アルプス仙水峠トレッキング
など。 

高遠町公⺠館 

「高遠町・美しい村」講座 守屋貞治の⼀番弟子・渋谷藤兵衛の⽯造物巡り。 高遠町公⺠館 

美術館・歴史博物館を訪ねて 
高遠町歴史博物館や信州高遠美術館の特別企画展の鑑賞と解説を通して歴史・文化・
芸術に親しむ。 

高遠町公⺠館 

高遠そば・そば打ち講座 初⼼者から経験者まで、高遠産のそば粉で本格的なそば打ちを⾏う。 高遠町公⺠館 
進徳館夏の学校 偉人が学んだ進徳館で論語の素読や体験活動をして、⼼に残る夏休みの思い出をつくる。 高遠町公⺠館 
⼊野谷講座 自然・歴史・文化、様々な分野の気になるところをテーマに学習を深める。 ⻑谷公⺠館 
⼾台の化⽯学習会 河原の⽯ころ観察で色んな岩⽯を学び、発掘体験でアンモナイトなどの化⽯を探す。 ⻑谷公⺠館 
歩け歩け運動 地元の普段歩かない所を歩き、自然や歴史の素晴らしさを再発⾒する。 ⻑谷公⺠館 
平成 31 年度（令和元年度）     

講座等名称 内容 主催・会場等 
伊那おやじの会 中高年の男性が集い、料理や地域・史跡巡り等を通して、⽣きがいと仲間づくりをめざす。 伊那公⺠館 
元旦ジョギング 伊那地区 7 つの神社をジョギングペースで巡る。 伊那公⺠館 
古文書を読む 古文書解読の初⼼者講座。歴史を紐解きながら学習する。 富県公⺠館 
みすゞ史跡探訪の会 美篶の史跡を巡り、故郷の歴史を学ぶ。 美篶公⺠館 
親子自然体験教室 スガレ追いや⼾台の化⽯発掘などを通して、自然に親しみ、親子の時間を作る。 手良公⺠館 
四つ葉の集い 郷土の歴史や自然文化、地域の産業の研修など教養を幅広く身に付け親交を深める。 手良公⺠館 
手良の歴史講座 手良の歴史について学習したり、古文書を学んだりする。 手良公⺠館 
手良地区ハイキング 地元の⾥山を散策し、地区の歴史・文化を学びながら交流を図る。 手良公⺠館 
東春近ハイキング 地域の歴史や自然に触れながら、健康増進を兼ねて、元気に楽しくウォーキングをする。 東春近公⺠館 
森の⾳楽祭 in 春近郷 殿島城址公園で⾏う野外⾳楽祭。 東春近公⺠館 
自然観察会 四季ごとの観察会や自然科学の体験を⾏う。 ⻄箕輪公⺠館 
ふるさと講座 ⻄箕輪の歴史、自然などを学ぶ。 ⻄箕輪公⺠館 
歴史学習会 ⻄春近をふり返る ⻄春近の近世から近代までを振り返って、地域の歴史を学ぶ講座。 ⻄春近公⺠館 
区⺠登山 ⻄春近の⾥山、権現山と物⾒や城へ登る。 ⻄春近公⺠館 

まち歩き さと歩き 
健康づくりと地域学習を兼ね、⻄春近をはじめ、いろいろなところをウォーキングする。 
（よいとこ巡りを含む）。 

⻄春近公⺠館 

第 41 回桜大学 地域の歴史などを含め、様々なテーマで年 4 回の講演会を⾏う。 高遠町公⺠館 

「最も美しい村・ジオパーク」講座 
各地の美しい村を訪ねたり、現職⽯匠の実演を⾒たりし、高遠の美しさを再認識する。 
中央構造線エリアのジオパークを巡り、野外学習を楽しむ。 

高遠町公⺠館 

美術館・歴史博物館を訪ねて 
高遠町歴史博物館や信州高遠美術館の特別企画展の鑑賞と解説を通して歴史・文化・
芸術に親しみます。 

高遠町公⺠館 

高遠そば・そば打ち講座 初⼼者から経験者まで、高遠産のそば粉で本格的なそば打ちを⾏う。 高遠町公⺠館 
進徳館夏の学校 偉人が学んだ進徳館で論語の素読や体験活動をして、⼼に残る夏休みの思い出をつくる。 高遠町公⺠館 
⼊野谷講座 自然・歴史・文化、様々な分野の気になるところをテーマに学習を深めます。 ⻑谷公⺠館 
⼾台の化⽯学習会 河原の⽯ころ観察で色んな岩⽯を学び、発掘体験でアンモナイトの化⽯を探す。 ⻑谷公⺠館 
歩け歩け運動 地元の普段歩かない所を歩き、自然や歴史の素晴らしさを再発⾒する。 ⻑谷公⺠館 
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表 伊那市生涯学習センター 

平成29〜31年度(令和元年度)   
講座等名称 内容 主催・会場等 

まほら伊那市⺠大学 
・市⺠大学大学院 

芸術・文化・歴史・国際・人権・環境・地球・体⼒づくりなど幅広いテーマを学ぶ。 ⽣涯学習センター 

歴史講座 
「伊那の近現代史を学ぶ」 

現地⾒学を含めて、伊那の近現代史を学ぶ講座。 ⽣涯学習センター 

近代⾳楽の先導者“伊澤修二”没
100 年記念事業 伊澤修二没
100 年記念講演＆ミニコンサート 

講師 佐野靖氏（東京藝術大学⾳楽部教授）、ミニコンサート 東京藝術大学学⽣ ⽣涯学習センター 

明治 150 年記念講演会 伊那
市域の近現代 150 年のあゆみ 

「天⻯川模様替」と「伊那⾶⾏場建設」を通して考える。 ⽣涯学習センター 

第 14 回伊那谷伝統文化公演 ⻄春近の和太鼓チームによる太鼓パフォーマンスほか。 ⽣涯学習センター 

井⽉さん講座 
芥川龍之介や種田山頭⽕が敬愛した井⽉。 
井⽉の俳句だけでなく、いきざま、⽣きた時代など幅広く学ぶ。 

⽣涯学習センター 

親善交流都市会津若松市歴史
講演会 「会津の義」 

会津松平家 14 代当主松平保久さん。高遠藩主であった保科正之公と会津松平家に
ついて、会津藩の想いや会津武⼠の⽣き様など講演。 

⽣涯学習センター 

歴史講座 「高遠⽯工を知る 
ー高遠⽯工と伊那街道ー」 

高遠⽯工について連続講座で学び、現地⾒学などを⾏う。 ⽣涯学習センター 

 

表 その他(定期的に実施されている祭事・イベント等) 

イベント等名称 内容 主催等 

羽広の獅子舞 
五穀豊穣や厄除けを願い、雌雄 2 匹の獅子舞による「舞い合わせ」が⾏われる。 
雄雌 2 匹の獅子は、仲仙寺で共に舞った後、集落を 1 ⽇がかりで巡る。 

羽広獅子舞保存会 

文化財防⽕デー 消防訓練 
市内の国指定重要文化財や登録有形文化財、県宝の建造物などを対象とした消防訓練
を実施。 

伊那市教育委員会 
高遠消防署 

郷土芸能を語り継ぐ集い 
高遠ばやし、伊那節、ざんざ節、龍勝寺山の姫小松など、伊那谷で語り継がれる⺠謡や
芸能を保存・伝承している⽅々の交流・発表の会。 

郷土芸能を語り継ぐ 
集い実⾏委員会 

高遠城址公園さくら祭り 
高遠城跡に咲く高遠コヒガンザクラの満開時期に合わせたさくら祭り。 
高遠ばやしの巡⾏も⾏われる。 

高遠さくら祭り 
実⾏委員会 

伊那節まつり 伊那公園「伊那節発祥之地」⽯碑前で伊那節保存会員が伊那節を披露する。 伊那商工会議所 
やきもち踊り 山寺の白山社八幡社合殿の春の例大祭に併せて毎年⾏われる無形⺠俗文化財。 やきもち踊り保存会 
保科正之公⽣誕祭 高遠で育ち、会津藩の藩祖となった保科正之を顕彰する⾏事。 伊那市観光協会 

建福寺⽯仏ライトアップ 建福寺の⽯仏群のライトアップ。 
高遠⽯工 

研究センター 
進徳館の⽇ 高遠藩の学問所、進徳館を記念する⾏事。進徳館の⽇記念少年剣道大会を開催。 伊那市教育委員会 

ローメンの⽇ 
ローメンが蒸した麺を使うところから「む（6）し（4）」（蒸し）と読む語呂合わせに 
ちなんだ記念⽇。 

伊那ローメンズクラブ 

水枡検査 木曽山⽤水の分水量を確認するため、関係者⽴ち会いによる検査が⾏われる。 
上⼾中条井水利
組合 ほか 

⻑衛祭 
南アルプスの開拓者「⽵澤⻑衛」翁の碑前に集い、遺徳をしのぶとともに、登山者の安全
を祈る。記念登山も⾏う。 

⻑衛祭実⾏委員会 

芝平山絵図⾍⼲し⾏事 
江⼾時代、山論を契機に作られた芝平山絵図を年 1 回関係者が⽴ち会い、広げて確認
や⾍⼲しをする⾏事。 

芝平、御堂垣外、
荒町、北原、 
栗田、四⽇市場 

サンヨリコヨリ 三峰川の氾濫を治め無病息災を祈る⾏事。 
川手天伯社 
桜井天伯社 

武田信玄狼煙リリレー(物⾒や城、
浅間社城趾、高遠城跡ほか) 

歴史文化を学び、地域や人とのつながりを目指して、下伊那から上伊那、諏訪、山梨へと
武田信玄ゆかりの狼煙台や山城跡を狼煙リレーでつなぐイベント。 

武田信玄狼煙会 

⻄駒んボッカ ⻄駒山荘建て替えに必要なレンガや山荘で使う薪を山麓から山小屋まで運ぶ大会。 伊那市 
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イベント等名称 内容 主催等 
千両千両井⽉さんまつり 
信州伊那井⽉俳句大会 

井上井⽉やその時代に関する報告・シンポジウム 
伊那谷を代表する漂泊の俳人・井上井⽉を偲ぶ俳句大会 

井⽉俳句大会実⾏
委員会 

灯籠まつり 鉾持神社の秋の例祭で、山⾞や高遠ばやしの巡⾏がある。 鉾持神社氏子 

伊澤修二記念⾳楽祭 
伊澤修二の業績を振り返りながら、市内小・中・高等学校の児童、⽣徒の合唱や合奏、
東京藝術大学シンフォニーオーケストラの演奏を楽しむ。 

伊澤修二記念 
⾳楽祭実⾏委員
会・ 
伊那市・ 
伊那市教育委員会 

高遠城址の秋まつり 
高遠城跡のもみじの紅葉時期に合わせた秋祭り。 
期間中、城址公園内の高遠閣で「高遠そば」新そばまつりも⾏われる。 

高遠さくら祭り実⾏
委員会 

親孝⾏の讃歌 孝⾏猿の⺠話にちなみ、親に対する「思い出」や感謝のきもちを綴った作品を公募。 
伊那市 
伊那市教育委員会 

「ちょっとおでかけ・い〜な旅」 
初夏の⾥山と井⽉の足跡を訪ねて 

漂泊の俳人「井⽉」の足跡をたどる旅。 伊那市観光協会 

「ちょっとおでかけ・い〜な旅」 
案内人と歩く紅葉の伊那谷⽯仏
紀⾏ 

伊那市内を中⼼に⽯仏のある風景を訪ねる。 伊那市観光協会 

「ちょっとおでかけ・い〜な旅」 
案内人と歩く高遠⽯工紀⾏ 
〜燈籠の街並み〜 

伊那市内を中⼼に⽯仏のある風景を訪ねる。 伊那市観光協会 

第 1 回 
「高遠⽯工」⽯造物フォトコンテスト 

「高遠⽯工」の⽯造物のある風景を撮影した写真を募集するフォトコンテスト。 伊那市 

第 2 回 
「高遠⽯工」⽯造物フォトコンテスト 

「高遠⽯工」の⽯造物のある風景を撮影した写真を募集するフォトコンテスト。 伊那市 

第 1 回⽯仏総選挙 「好きな⽯仏」と「美しい⽯仏」の 2 つのカテゴリーで人気投票を⾏った。 
⽯仏総選挙実⾏
委員会 

中尾歌舞伎再開公演 
「御所桜堀川夜討弁慶上使の
段」 

２年ぶりの中尾歌舞伎春季公演を開催。 
中尾歌舞伎保存
会 

中尾歌舞伎定期公演 
「絵本太功記⼗段目 尼ヶ崎の段」 

中尾歌舞伎春季公演。地元中学⽣が出演し⾏われた。 中尾歌舞伎保存会 

第 19 回歴史シンポジウム 
「伊那市の旧⽯器時代」 

神子柴遺跡出土⽯器のレプリカ製作に伴う基調講演と、地名調査のこぼれ話の報告を
⾏った。 

伊那市教育委員会 

第 20 回歴史シンポジウム 
「古い地名調査はふるさと再発⾒
だった︕」 

平成 24 年から始めた「古い地名調査」のまとめとなる最終報告会。 伊那市教育委員会 

たかとお食フェス〜ふるさとに学ぶ〜 小中学⽣を対象に、高遠や伊那の食を通してさまざまな歴史や文化にふれるイベント。 
上伊那広域連合 
郷土愛プロジェクト 
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３-３  歴史文化資源の保存・活用・管理に関わる主な団体組織 

伊那市内には、様々な形で歴史文化資源の保存や普及に関わる活動を行っている団体や組織

があります。公共的な団体や地縁団体、市民団体、NPO など様々な組織の形態があり、その活動

内容も多岐にわたりますが、限られた地域内や単体の歴史文化資源を対象とした活動が多く、複

数の歴史文化資源にまたがり、広域的な活動を行う団体が少ないのが現状です。 

 

表 歴史文化資源の保存・活用・管理に関わる主な団体組織 

団体等名称 主な活動内容 関係する歴史文化資源 活動地域 
荒井獅子舞保存会 荒井獅子舞の保存伝承 荒井の獅子舞 伊那（⻯⻄） 
⼀般社団法人 
 高遠⽯工研究センター 

高遠⽯工の調査研究、映像制作 高遠⽯工の⽯造物 伊那（⻯⻄） 

伊那部宿を考える会 
伊那部宿周辺の保存活⽤、旧井澤家住宅の
保存管理 

伊那部宿酒屋旧井澤家住宅 伊那（⻯⻄） 

春⽇神社神楽伝承会 ⻄町春⽇神社の神楽保存伝承 春⽇神社の神楽 伊那（⻯⻄） 
駒ヶ岳御神楽保存会 内ノ萱駒ヶ岳神社⾥宮奉納神楽の保存伝承 内ノ萱駒ヶ岳神社⾥宮奉納神楽 伊那（⻯⻄） 
⻄駒こまくさ会 ⻄駒山荘で使う薪をつくり、山へ運び上げる ⻄駒山荘 伊那（⻯⻄） 
山寺義⼠踊保存会 義⼠踊の保存伝承 山寺義⼠踊 伊那（⻯⻄） 
山寺やきもち踊り保存会 やきもち踊りの保存伝承 やきもち踊り 伊那（⻯⻄） 
横井清水水利組合  艶三郎の井の管理 艶三郎の井 伊那（⻯⻄） 

横山⻘年部 
鳩吹山からの景観や鳩吹山城址の歴史案内、
⻄駒登山道横山道の整備等 

鳩吹山城址ほか横山地区の史跡、
景観 

伊那（⻯⻄） 

上の原区 上の原区誌の編纂事業 上の原区内の史跡等 伊那（⻯東） 
狐島史蹟保存会 狐島地区内の史跡の保存と伝承 蓮台場 伊那（⻯東） 
⽇影⻘友会 ⽇影の獅子舞の保存伝承 ⽇影の獅子舞 伊那（⻯東） 
NPO 法人 トンボ山 ムカシトンボ保護のための環境づくりほか ⾥山環境 富県 
北福地獅子囃子⽅保存会 北福地の獅子舞の保存伝承 北福地の獅子舞 富県 
北福地の昔を訪ねる会 北福地の歴史遺産継承事業 北福地の歴史資料 富県 

桜井区 
歴史的価値のある松の保護対策 
松くい⾍の防除 

観浄寺周辺の赤松 富県 

富県区⻑会 地名調査成果の公開、普及 富県地域の地名 富県 

新山区⻑会 
松枯れ対策を⾏い、地域特産の松茸を守りなが
ら、⾥山の将来像を描く 

新山地区全域 富県 

新山農家組合 
新山郷土の歌を歌い継ぎ、地域の文化遺産を
維持、伝承していく 

新山郷土の歌 富県 

歌舞劇団田楽座 ⺠俗伝統芸能の伝承 ⺠俗伝統芸能 富県・市内外 
春富土地改良区 伝兵衛井の管理 伝兵衛井筋 富県・東春近 
蟻塚城跡保存会 蟻塚城の整備 蟻塚城 美篶 
笠原区 笠原区誌刊⾏事業 笠原区内の史跡等 美篶 

上大島区 
美篶地域の桜の木の保護、六道の堤周辺の 
環境保全 

上大島区所有の樹木ほか 美篶 

下県桜愛好会 下県桜トンネルの桜保存管理、ライトアップ等 下県桜トンネル 美篶 

美篶区⻑会 
三峰川の河川環境整備 
（景観保持作業、災害予防） 

美篶地域内三峰川 美篶 

美篶小学校資料館運営委員会 美篶小学校資料館の運営、保存管理 美篶小学校資料館 美篶 

美篶地区各種団体協議会 
霞堤の桜並木などのライトアップ、 
三峰川堤防の桜並木 ほか 

地区内の桜並木 美篶 

両川手六道地蔵尊⽼人クラブ 六道地蔵尊縁⽇祭りの実施 六道の森、六道地蔵尊 美篶 
中坪の歩み研究委員会 手良中坪地区の歴史文化の伝承 手良中坪地区の史跡ほか 手良 

浅間山登山道整備委員会 
浅間山、富⼠信仰等の調査研究、登山道の整
備 

浅間山 手良 

手良春⽇城跡保存会 春⽇城跡の保存整備 春⽇城跡 手良 
手良郷土研究会 手良郷土館の充実、資料収集等の整備 手良郷土館 手良 
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団体等名称 主な活動内容 関係する歴史文化資源 活動地域 

手良地区活性化促進会議 
史跡周辺の整備、手良みどころマップ作製配布、
浅間社狼煙台の活⽤等 

手良地区の史跡、浅間社ほか 手良 

手良伝統文化保存会 伝統文化の保存継承 手良太鼓ほか 手良 
中組⿃の宮湧水を守る会 湧水取水施設の整備 ⿃の宮湧水 手良 
田原囃子保存会 田原の囃子⽅と獅子舞の保存伝承 田原の囃子⽅と獅子舞 東春近 
土蔵獅子舞囃子⽅保存会 土蔵獅子舞の保存伝承 土蔵の獅子舞 東春近 
原新田獅子舞保存会 原新田獅子神楽と囃子⽅の保存伝承 原新田獅子神楽 東春近 
東春近財産区 野田山アヤメ園の調査研究、保存整備 野田山アヤメ園 東春近 
東春近地区協議会 殿島橋歴史案内板修復 殿島橋 東春近 
中殿島区 野田山アヤメ園の保存管理 野田山アヤメ園 東春近 
「⽼松場の丘・古墳公園」 
 整備委員会 

⽼松場古墳の保存と周辺整備 ⽼松場古墳群 東春近 

大泉新田獅子舞保存会 大泉新田獅子舞の保存伝承 大泉新田獅子舞 ⻄箕輪 
大萱区 大萱の百万灯の保存伝承 百万灯 ⻄箕輪 
⻄箕輪地域協議会 経ヶ岳自然園の保存整備 経ヶ岳自然植物園 ⻄箕輪 
羽広の獅子舞保存会 羽広の獅子舞保存伝承 羽広の獅子舞 ⻄箕輪 
吹上獅子舞保存会 吹上獅子舞の保存伝承 吹上の獅子舞 ⻄箕輪 
与地区 与地の獅子舞映像記録化 与地の獅子舞 ⻄箕輪 
与地獅子舞保存会 与地の獅子舞の保存伝承 与地の獅子舞 ⻄箕輪 
赤城区虚空蔵菩薩保存会 虚空蔵菩薩祭の継承 虚空蔵菩薩祭 ⻄春近 
小出⼀区 小出⼀区の地名、歴史、伝承の勉強会の実施 小出⼀区の文化財地名ほか ⻄春近 
小出太鼓 小出太鼓の保存伝承 小出太鼓 ⻄春近 

小出連合 
小出に伝わる内藤家奉納甲冑を展示及び紹介
パンフレットの作成 

小出諏訪神社へ奉納された内藤家
所有具足 

⻄春近 

沢渡区 
沢渡区の歴史や現状を地域に伝えるための活動
（パネル、冊子作製） 

沢渡区内の文化財等 ⻄春近 

沢渡本町沢仁会 
ホタルの保護育成 
地域を象徴する桜の保護活⽤事業 

地区内のホタル 
地区内のサクラ 

⻄春近 

下牧区 
下牧の歴史を守るための環境美化、整備事業
の実施 

モロタお練り街道ほか ⻄春近 

下牧獅子舞保存会 下牧の獅子舞と囃子⽅の保存伝承 下牧の獅子舞 ⻄春近 
下牧歴史保存会 下牧地区の⽯造文化財等の保存管理 下牧地区の⽯造文化財等 ⻄春近 
⻄春近自治協議会 地域環境保全と権現山歩道整備 権現山 ⻄春近 
⻄春近北小学校同窓会 
会報編集委員会 

歴史・文化・自然・風習等を盛り込んだ⻄春近
カルタの作成 

地域内の史跡等 ⻄春近 

山本地名調査委員会 山本地区内の歴史文化の継承 山本集落 ⻄春近 
荒町区子供騎⾺⾏列保存会 貴船神社子供騎⾺⾏列の伝承 貴船神社子供騎⾺⾏列 高遠町 
⼀般社団法人 環屋 旧中村家住宅「環屋」の運営、地域活性化 旧中村家住宅 高遠町 

勝間桜を守る会 
勝間のしだれ桜や集落内の桜の保護育成、 
散策遊歩道の整備 

勝間のしだれ桜、勝間区内の桜 高遠町 

孤軍高遠城伝承会 孤軍高遠城の保存伝承 舞踊孤軍高遠城 高遠町 
史跡案内グループふきのとう 高遠町内の史跡、寺社仏閣等の案内ガイド 高遠城跡ほか高遠町内の史跡等 高遠町 
信州高遠藩鉄砲隊 古式銃の砲術演武の実施 砲術 高遠町 

高遠郷土研究会 
郷土研究、郷土誌「高遠」の発⾏、文化財環境
整備 

進徳館、樹林寺ほか 高遠町 

高遠そばの会 高遠そばの振興 高遠そば 高遠町 
高遠太鼓保存会 高遠太鼓の保存伝承 高遠太鼓 高遠町 
高遠囃子伝承会桜奏会 高遠ばやしの保存伝承 高遠ばやし 高遠町 
高遠囃子伝承会婦人部 高遠ばやしの保存伝承 高遠ばやし 高遠町 
高遠をこよなく愛する会 ⺠俗資料館周辺の環境整備、共催事業実施 旧⾺島家住宅、旧池上家 高遠町 
「⽇本で最も美しい村」 
推進委員会 

⽇本で最も美しい村の事業実施 桜、⽯仏、農村景観 高遠町 
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団体等名称 主な活動内容 関係する歴史文化資源 活動地域 
農家食堂「こかげ」 地元農産物を使った食の提供、伝統食の再現 御堂垣外宿 高遠町 
名君 保科正之公の 
 大河ドラマをつくる会 

保科正之公の顕彰事業の実施 保科正之 高遠町 

⻯勝寺山の姫小松保存会 ⺠謡舞踊⻯勝寺山の姫小松の保存伝承 ⻯勝寺山の姫小松 高遠町 
ジオパークガイド 南アルプスジオパークの案内ガイド 南アルプスジオパーク ⻑谷・高遠町 
秋葉街道道普請隊 秋葉街道の整備、案内 秋葉街道 ⻑谷 
⼀般社団法人 
 南アルプス⾥山案内人協会 

南アルプス周辺の保全活動やエコツアー等の実施 南アルプス ⻑谷 

⼊野谷そば振興会 ⼊野谷在来そばの保存と栽培 ⼊野谷在来そば ⻑谷 
NPO 法人 
 南アルプス食と暮らしの研究舎 

食を通じた山村活性化 
伝統食としての雑穀栽培 

雑穀 ⻑谷 

ざんざ節保存会 ざんざ節の保存伝承 ざんざ節 ⻑谷 
⼾台の化⽯保存会 ⼾台の化⽯の調査研究保存 ⼾台の化⽯ ⻑谷 
中尾歌舞伎後援会 中尾歌舞伎の保存伝承 中尾歌舞伎 ⻑谷 
中尾歌舞伎保存会 中尾歌舞伎の保存伝承 中尾歌舞伎 ⻑谷 

⻑谷っ子応援隊 
⻑谷小学校を核とした伝統文化の継承、地域
間交流 

孝⾏猿の⺠話、ざんざ節 ⻑谷 

溝⼝区 溝⼝区内の史跡等の保存整備 溝⼝区内の史跡 ⻑谷 
溝⼝郷づくり会 熱田社及び周辺文化財を⽣かした地域づくり 熱田神社ほか溝⼝区内の文化財 ⻑谷 
南アルプスジオパーク 認定ガイド会 南アルプスジオパーク周辺の案内ガイド 南アルプス ⻑谷 

武田信玄狼煙会 
⻄春近地区、手良地区、高遠町公⺠館等が
参加し、高森町の事務局を中⼼に武田信玄ゆ
かりの地を狼煙でつなぐイベントを実施 

市内各地の狼煙台、山城ほか 
手良・東春近・ 
⻄春近・富県・ 
高遠町 

⼀般社団法人井上井⽉顕彰会 井上井⽉の調査研究、顕彰事業 井上井⽉ 市内全域 
い〜なガイドの会 史跡等の案内ガイド 市内の史跡等 市内全域 

伊那市観光協会 
市内観光施設の紹介、特産品の紹介、観光客
の誘致、ガイドの育成など 

市内の観光地 市内全域 

伊那市桜守の会 桜の保護育成 市内の桜 市内全域 
伊那市地蜂愛好会 蜂追い文化の伝承や蜂資源の増殖 地蜂 市内全域 
伊那節保存会 ⺠謡伊那節の伝承 伊那節 市内全域 

伊那谷フィルムコミッション 
映画、ドラマ、プロモーションビデオ、CM などに関
するロケ支援 

市内の街並み、風景、建造物ほか 市内全域 

NPO 法人 伊那芸術文化協会 芸術文化活動の実施、普及、振興 芸術文化活動 市内全域 
NPO 法人 三風デザイン 景観保全活動 景観 市内全域 
NPO 法人 森の座 森林資源と文化の保全 山村文化 市内全域 
NPO 法人 
 伊那谷森と人を結ぶ協議会 

豊かな森づくりに関する活動 タカトオコヒガンザクラ 市内全域 

上伊那教育会 
地域の自然、歴史、文化等の研究、普及活動
等 

地域文化全般 市内全域 

上伊那郷土研究会 地域文化の継承、郷土誌「伊那路」の発⾏ 地域文化全般 市内全域 
郷土芸能を語り継ぐ集い 
 実⾏委員会 

無形文化財等の伝統芸能の交流、発表 無形⺠俗文化財の伝統芸能ほか 市内全域 

信州そば発祥の地伊那そば振興会 そばの振興 そば 市内全域 

高遠ぶらり制作委員会 
古地図、古写真等を使った散策アプリケーション
開発等 

高遠城跡ほか 市内全域 

ローメンズクラブ ローメン文化の普及と味を守る ローメン 市内全域 
三峰川みらい会議 河川環境の保全と川づくり 三峰川 三峰川流域 
NPO 法人 ふるさと芸能研究所 ⺠俗芸能の調査、記録、指導 ⺠俗芸能 市内外 

信州伊那谷ガレット協議会 
地域の名産であるそばを利⽤した新たな食文化
ガレットの普及 

そば 市内外 

特定非営利活動法人  
信州伝統的建造物保存技術研究会 

歴史的建造物の調査や伝統的技術の研究、
研修等の実施 

歴史的建造物 市内外 
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４ 伊那市の歴史文化資源に関する保存・活用・管理状況の課題 

前述した「３-１ 指定文化財所有者アンケートによる保存・管理状況の把握」（88 頁参照）や、

３-２、３-３で整理した公開活用の現状等を踏まえると、伊那市における歴史文化資源の保存・

活用・管理状況の課題として、以下のものが挙げられます。 

 

課題１ 地域に潜在している歴史文化資源が明確化されていない 

各種調査において、数多くの歴史文化資源が抽出されていますが、他にも地域には把握されて

いない歴史文化資源が多数存在していると考えられます。個別資源の把握は進みつつあります

が、全体的な資源の数や保存の状態についての把握は十分ではありません。また存在が明らかに

なっている歴史文化資源であっても、その価値の共有化が十分になされているとは言えない状

況にあります。 

 

課題２ 歴史文化資源の将来にわたる保存 

有形の歴史文化資源の中には、老朽化が進み修繕の必要が生じていながら、費用、人手、技術

的な問題から修繕の見込みの立たないものが複数あります。また、伝統行事や祭礼等の無形の文

化財については、少子高齢化や人口減少などによって維持が困難となっているものも数多くあ

ります。歴史文化資源が将来にわたって維持管理できるような担い手の確保や仕組みづくりが

求められています。 

 

課題３ 歴史文化資源が地域づくりに十分に活用されていない 

伊那市に数多く存在する歴史文化資源は、それが存在しているだけでは地域の魅力を高める

ことになりません。歴史文化資源の価値を発信することによって、はじめて地域の宝として認め

られ、地域の魅力向上にもつながります。 

文化財所有者に対するアンケートにおいて、「文化財を積極的に発信して地域の活性化につな

げたい」と回答している所有者は約 80％と高い割合でした。文化財所有者の活用に関する意識

は高い傾向がうかがえます。このことからも、地域に存在する文化財を積極的に発信し、その魅

力をアピールし、文化財を活用した地域の活性化を図ることが求められています。 
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５ これからの歴史文化資源把握の方針 

伊那市では、平成 18 年（2006）の３市町村による合併の際、旧市町村にある全ての指定文化

財を新市の文化財としました。そのため、市町村合併から 10 年以上経過した現在においても、

各地域における指定文化財の数や内容には地域差があります。 

指定文化財に関わらず、これまでに様々な形で歴史文化資源の掘り起こしや、保存・活用に関

わる事業が進められてきましたが、市内にはまだ埋もれている資源や、価値が十分に明らかにさ

れていない資源も数多くあります。 

新たな歴史文化資源を把握するためには、その地域に暮らす人々の視点に立った上で物事を

捉え、将来への保存・活用を見据えた場合には、資源だけでなく、所有者や管理者などの資源に

寄り添い守る「人」を併せて把握する必要があります。 

よって、今後の歴史文化資源把握のための基本方針を以下に定めます。 

 

(1) 指定文化財の再評価及び文化財指定の推進 

市指定文化財の中には、指定年代が古いものもあり、価値の把握が不十分なものもみられます。

それぞれの文化財について、現在の伊那市における価値を再評価するための調査研究を進めま

す。 

また、それぞれの分野における類例調査や悉皆調査等を実施し、未指定の歴史文化資源の中に、

指定文化財に類するものがある場合、専門家による調査を実施した上で、文化財審議委員に諮り

必要に応じて文化財指定を進めます。 

 

(2) 地域の力を集めた歴史文化資源の掘り起こし 

「古い地名調査」では、地域の力による全市的な調査が行われ、様々な歴史文化資源が見出さ

れました。このような地域での取り組みを今後も大切にしていき、地域の視点に立って歴史文化

資源を掘り起こすために、地域住民が主体となった調査を推進し、歴史文化資源だけでなく、所

有者や管理者などの資源に寄り添い守る「人」も併せて把握するよう努めます。 

 

(3) 未指定の歴史文化資源の調査の推進 

未指定の歴史文化資源の掘り起こしだけでなく、必要に応じて詳細調査、記録保存などを実施

し、今後はそれらの価値を横断的に明らかにしながら、地域住民や所有者と専門家や行政が連携

して伊那市らしさを紐解いていくことができるようにします。 

埋蔵文化財についても、保存を目的とした詳細調査の推進を図り、重要な遺跡等の把握や保存

に向けた資料の収集を図ります。 
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第4章 歴史文化資源の保存・活用の基本的方針 
 

１ 基本理念 

雄大な山々に抱かれた自然豊かな伊那市には、先史時代から現代までの様々な歴史文化資源

があり、長い歴史の中で多様な文化を築いてきました。 

少子高齢化等による社会情勢の変化に伴い、「地域の良さ」「地域らしさ」を見つめ直す機運が

全国的に高まり、地域の誇りとなる歴史文化をはじめとした各種の地域資源に注目が集まって

います。 

多くの歴史文化資源を有する伊那市は、その恵まれた環境を活かし、歴史文化資源に目を向け、

地域の宝として認識し、その存在と価値を多くの人と共有することで、これまで以上に、地域に

対する人々の愛着や誇りを高めていくことが必要です。また、こうした取り組みは、市民ばかり

でなく市外に暮らす人々も含めて、行ってみたい、暮らしてみたい、暮らし続けたいと思える魅

力的な伊那市をつくることにもつながります。将来にわたり、持続可能で輝かしい伊那市の未来

を築いていくため、伊那市歴史文化基本構想における基本理念を次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

２ 保存・活用の基本的な方針 

伊那市では、歴史文化資源の保存・活用を図るための基本方針として、以下の３項目を設定し

ます。３つの基本方針は、それぞれの領域が重なり合って成り立つ３つの円で、相互に関わりを

持たせながら各種の事業を行うことで、より大きな効果が期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

魅力ある地域づくりのため、過去から受け継いだ伊那市の歴史文化を「知る」ことに始まり、

その価値や魅力を多くの人と共有するため、歴史文化資源を「活かす」取り組みをしながら、

地域ぐるみで確実に将来へ受け継ぎ「守る」。 

知る 

守る 活かす 

基本⽅針１ 
歴史文化資源を知る 

基本⽅針２ 
歴史文化資源を広め 

活⽤する 

基本⽅針３ 
歴史文化資源を守り 

未来へつなぐ体制づくり 

図.歴史文化資源の保存・活用のイメージ 
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２-１  基本方針１ 歴史文化資源を知る 

 

キーワード「知る」 

調査研究活動や地域の目を通して、新たな歴史文化資源の把握や価値の掘り起こしを行いま

す。また、現在文化財に関する情報は、様々な形で市民に向けて発信されていますが、十分に伝

わっているとはいえません。市民に情報が届くような仕組みづくりを進め、歴史文化資源やその

価値、関連文化財群の考え方(第５章に詳述 115 頁参照)を共有します。 

 

具体的な取り組み 

(1) 継続的な調査研究の実施 

伊那市に関わる歴史文化資源を新たに把握し、また既存の資源に関してもその価値をより明

らかにするため、調査・研究を継続的に実施します。 

調査・研究は、指定、未指定に関わらず、幅広い分野を対象とし、大学や研究機関、専門家

等と連携した学術的な調査に加え、市民レベルでの調査も含め、前章の歴史文化資源把握の方

針に沿って実施します。 

 

(2) 市民の手による歴史文化資源の掘り起こし 

ヒアリング調査やアンケート調査、市民参加のイベントやワークショップを行いながら、地

域に暮らす人々の目線に立ち、新たな歴史文化資源を発掘していきます。 

 

(3) 情報発信の強化 

市内には様々な歴史文化資源が存在していますが、資源の価値や魅力を多くの人に知っても

らうことが「活用」につながります。そのため、歴史文化資源に関わる情報を市報や市のホー

ムページ等で随時公開し、市内外に向けて発信します。 

 

(4) 文化財データベースの充実と公開 

指定等文化財については、基礎情報をデータベース化し、「文化財台帳」による情報管理を行

っていますが、文化財の保存・活用を円滑に行うため、さらなる情報収集を行い、データベー

スを充実させるとともに、未指定の文化財についても、データベース化に取り組みます。そし

て、多くの人が地域の文化財について知り、自ら調べることができるよう、これらのデータベ

ースの公開を行います。 

 

(5) 博物館等公開活用施設の充実と学校教育との連携 

市内には、歴史文化資源に触れることができる場として、伊那市創造館、高遠町歴史博物館、

伊那市民俗資料館、信州高遠美術館など様々な施設があります。多くの方に施設の存在を知っ

ていただくため、市報やホームページ、SNS 等による情報発信等を行うとともに、これらの施

設の展示等の充実を図ります。 

また、ふるさと伊那を知り、歴史文化資源に触れる機会を大切にするため、市内の小中学校、

高等学校と連携しながら、子供たちに向けた展示見学、体験学習、発掘調査体験などの機会を

提供します。  



  

110 

 

２-２  基本方針２ 歴史文化資源を広め活用する 

 

キーワード「活かす」 

市内の歴史文化資源を総体的に捉えることで、つながりを意識した歴史文化資源の保存・活用

を図ります。また、つながりを持たせることにより、個々の歴史文化資源の価値や地域の魅力を

高めることができます。こうして生まれた地域の魅力を各種イベント、講座、講演会、デジタル

コンテンツなどを通して多くの人に広め、保存・活用が、保存・継承につながるサイクルの確立

を目指します。今まで以上に地域に愛着を持てるような取り組みを検討しながら、行政内部や地

域住民、各種団体等と連携した上で活用事業を実施します。 

 

具体的な取り組み 

(1) 歴史文化資源同士のつながり（関連文化財群）を踏まえた保存・活用 

歴史文化資源は、それ自身だけではなく、周辺の環境と一体になって価値を形成しています。

歴史文化資源の本来の価値を後世に伝えていくためには、周辺の環境や他の資源とのつながり

を意識し、それらを一体的に保存・活用していくための取り組みが必要となります。そこで、

市内に存在する歴史文化資源の中から、関連のある歴史文化資源同士をつなげて関連文化財群

を設定し、歴史文化資源を相対的に捉えながら保存・活用を図ります。 

 

(2) 周遊ルートの設定と活用、案内板の整備・維持管理、多言語化への対応 

地域別の周遊ルートや関連文化財群を活かした周遊ルートを設定し、歴史文化資源を通して

伊那市の魅力を内外に発信します。また、現地へ行きやすく、現地を訪れた人にその魅力が伝

わるように、既存の案内施設の適切な管理を行い、必要に応じて新たな案内板の整備等を行い

ます。また近年増え続ける訪日外国人旅行者や外国人移住者に対しても、伊那市の魅力を伝え、

歴史文化資源への理解が進むように、観光施策と連携しながら多言語による情報発信も併せて

検討・実施します。 

 

(3) 各種講座、講演会、歴史文化資源を活用したイベントの実施 

市内では、歴史文化資源をとりあげた各種イベント（高遠城址公園さくら祭り、進徳館の日、

伊澤修二記念音楽祭など）が開催されており、博物館等の公開活用施設や各公民館においても、

多彩なテーマで講座や講演会等が開かれています。歴史文化資源を通して、子供から大人まで

様々な世代に伊那市の魅力を感じてもらい、将来へ伝えていくためにも、引き続き多くの方が

参加しやすいようなイベントや講座等を開催します。 

 

(4) 案内ガイドの養成及び活動支援 

歴史文化資源の価値や魅力を正しく伝えながら、多くの人に地域の魅力を広めるため、観光

協会や郷土研究会等と連携しながら、案内ガイドの養成や活動の支援を行います。 
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(5) デジタルコンテンツの開発・利用による公開活用 

歴史文化資源の中には、現地に行くだけではその本質的価値が分かりにくいものもあります。

周囲の環境を損なうことなく、分かりやすく正確に伝えるため、デジタルコンテンツを利用し

た公開活用を進めます。例えば、看板の中に QR コードを設け、見学者が目的に応じて多くの情

報を取得できるようにしたり、AR（拡張現実）・VR（仮想現実）技術を利用し、地域の歴史文化

資源を体感できるようにするなど、世代を問わず参加しやすい公開活用を目指します。 
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２-３  基本方針３ 歴史文化資源を守り未来へつなぐ体制づくり 

 

キーワード「守る」 

私たちが受け継いだ歴史文化資源の中には、経年劣化や自然・社会環境の変化により、存続が

危ぶまれるものも少なくありません。また近年、国内外で火災や自然災害で文化財が被災するケ

ースが相次いでいます。地域のアイデンティティーでもある歴史文化資源を、将来にわたって確

実に受け継いでいくためにも、行政内部の密接な連携の上、所有者や保存団体のほか、多くの主

体がそれぞれの立場で保存・活用に関わり、各種組織等と連携を図りながら、地域ぐるみで歴史

文化資源を保存・継承できるような体制づくりを進めます。 

 

具体的な取り組み 

(1) 文化財の指定等の推進 

現在市内には 146 件の指定等文化財がありますが、指定の状況をみると件数や内容に地域差

があります。指定等文化財の類例調査や悉皆調査等を行いながら、新たに見出された歴史文化

資源や、すでに認知されている歴史文化資源についても、価値の見直しを行い、必要に応じて

文化財指定を進めます。 

 

(2) 文化財所有者、保存団体等への支援 

文化財所有者アンケートで明らかになった各種課題（維持管理体制の充実、後継者確保、維

持管理にかかる財源の確保等）（第３章で詳述）に対応するため、所有者や保存団体を助言する

ための制度や仕組みについて検討します。併せて、未指定文化財についても保存や助言のあり

方について検討します。 

 

(3) 各種団体、組織との連携体制づくり 

地域全体で歴史文化を保存・活用していく社会の実現を目指します。現在、歴史文化資源に

関わる組織や団体は、それぞれ個々に活動していますが、活動をより充実させるため、所有者、

保存団体、観光関係者、行政区等の各組織や団体をネットワーク化し、現状や課題、解決策等

を共有する機会を設けられるような体制づくりを行います。 

また、南アルプス(中央構造線エリア)ジオパーク・ユネスコエコパークの認定登録エリア内

にある歴史文化資源については、それぞれの理念に沿って、近隣自治体と連携しながら、保存・

活用を進めます。 

 

(4) 無形文化財や無形民俗文化財のアーカイブ化及びデジタルアーカイブ事業の推進 

音楽、舞踊等の無形文化財や年中行事、祭事等の無形民俗文化財については、近年、簡略化

や担い手不足等により、受け継がれてきた形が変わるばかりでなく、それ自体の存続も危惧さ

れています。今ある形を把握し、将来に受け継いでいくため、文字や写真、映像等により一連

の内容の記録化を進めます。 

また、地域の歴史文化を理解する上で欠かせない地域資料や古い写真、映像のデジタル化に

取り組み、貴重な資料や記録を保存するとともに、公開活用につなげます。 
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(5) 防災、防犯体制の整備・強化 

文化財を対象とした防災訓練やパトロール等を実施するほか、消防署、警察署等の関係機関

と連携し、防犯・防災体制の確立に努めます。 

また、歴史文化資源の所在地、所有者、管理者、連絡先等、現状を確認するための調査を行

った上で情報を整理し、長野県教育委員会と連携しながら、有事の際に迅速な対応ができるよ

うな体制を整えます。 

 

(6) 歴史文化資源の散逸防止・啓発活動 

自然災害のほか、所有者の代替わりや建物取り壊し等により、貴重な歴史文化資源が人手に

渡り、市場に流出したり、廃棄されたりするケースが頻発しています。歴史文化資源の所在地、

所有者、管理者、連絡先等、現状を確認するための調査を行った上で、散逸の恐れがある資料

については、市の文化施設で必要に応じて収集や保存を行います。また、市の広報紙やホーム

ページ等を使いながら、所有者や管理者はもちろんのこと、地域全体での見守りにつながるよ

うに、保護意識を高めるための啓発活動を行います。 

 

(7) 人材育成や技術の継承 

高遠ばやし等の無形文化財、中尾歌舞伎等の無形民俗文化財、美篶細工(すず竹細工)等の伝

統工芸については、担い手や生産者が高齢化し、減少傾向にあります。文化や技術を途絶えさ

せることなく継承していくため、将来地域の歴史文化を担う子供たちとの関わりを大切にし、

保存団体や小中学校のクラブ活動と連携しながら、子供たちが活動に参加し、技術や技能を受

け継ぐ機会を設けます。子供たちが関わることにより、若い親世代の関わりも期待できます。 
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第5章 関連文化財群に関する事項 
 

１ 関連文化財群について 

伊那市にある歴史文化資源は、一見するとまばらに存在しているように見えますが、個々の資

源の持つ要素や時代背景を整理すると、共通の要素やつながりがあることが分かります。有形・

無形、指定・未指定にかかわらず、地域に存在する様々な文化財を歴史的・地域的関連性（スト

ーリー）に基づき、一定のまとまり（群）として捉えたものが「関連文化財群」です。複数の歴

史文化資源を一体的に捉えることで、今まで明らかでなかった新たな価値を見出すことができ、

ストーリーとして語ることにより、伊那市の歴史文化への理解が進み、より身近なもの、魅力的

なものとして感じることができます。こうしたことを踏まえ、伊那市においては、次のような基

本的な考え方のもとに関連文化財群を設定します。なお、関連文化財群や構成する歴史文化資源

については、本構想策定時点のものであり、今後の調査・研究の状況に応じて、必要により見直

しを行います。 

 

２ 関連文化財群の設定の考え方 

伊那市の関連文化財群（ストーリー）の設定や、群を構成する歴史文化資源の抽出については、

以下の点を踏まえて行いました。 

 

(1) 関連文化財群の設定に関わること 

・伊那市を語る上で欠かせない特徴的な自然環境と、その環境下で育まれた歴史文化資源を、

指定・未指定、類型にとらわれず取り上げ、伊那市らしさを表すストーリーとします。 

・地域特性に応じた５つの関連文化財群（ストーリー）を大テーマとしますが、今後の具体的

な調査・保護・活用を進めやすくするため、テーマの細分化を行い、中テーマ、小テーマを

設定します。 

・より分かりやすく表現するため、関連文化財群のテーマを「物語／ストーリー」とし、その

テーマの中心となる歴史文化資源を「主人公」、資源が存在する地域を「物語の舞台」とし

て一覧表に整理します。 

 

(2) 関連文化財群を構成する歴史文化資源に関わること 

・それぞれの群を理解する上で、つながりが分かりやすく、魅力的で共通理解が得やすいもの

取り上げます。 

・市民に親しまれてきた歴史文化資源の中で、特に保護・活用が必要なもの（現在保護・保存

の取り組みがなされているもの）や、今後の調査研究が期待されるものを取り上げます。 

・市民ばかりでなく、伊那市を訪れる多くの人に親しまれてきた市の花「さくら」資源につい

ては、可能な範囲でそれぞれの関連文化財群の中に位置付け、日本一の桜の里「伊那市」を

感じることができるようにします。 
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３ 関連文化財群の設定 

前項で述べた関連文化財群の設定条件に基づき、伊那市の関連文化財群として５つのテーマ

のストーリーを設定します。 

 

表 伊那市の関連文化財群 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

関連文化財群（物語／ストーリー） 

１．山とともに －２つのアルプスに抱かれた伊那市－ 

２．旧⽯器時代から古墳時代まで －地域文化の中⼼、境界となった伊那市－ 

３．街道 －人・もの・文化が⾏き交う伊那市－ 

４．高遠城 －700 年の歴史が作り上げた街並みと文化－ 

５．天⻯川と三峰川 －河川とともにある暮らしと歴史景観－ 
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４ 伊那市の関連文化財群 

 

 

 

東西にそびえる南アルプスと中央アルプスの山なみは、ダイナミックな地球の活動により形

づくられました。 

海底の堆積物が急速に隆起してできあがった南アルプスの周辺は、海の記憶を留める地域で

す。海由来の岩石・石灰岩の岩脈が走り、石灰岩地帯特有の希少な植物が生育するほか、水に溶

け出した成分がミネラル満点の作物を生み出しました。海洋生物の化石も出土しています。 

南アルプス山麓の長谷地域には、日本最大級の断層である中央構造線をはじめ、複数の断層が

走っています。浸食作用で生まれた山深い谷を舞台に、政権を追われた平氏一族や南朝の皇子ら

が勢力回復をねらって活動を繰り広げたこともありました。 

古代より信仰の対象であった山は、人々の祈りに関わる様々な歴史文化を生み、近代以降は多

くの登山者らにも親しまれています。中央アルプスでは、大正時代の遭難事故を契機とし、将棋

頭山の直下に頑丈な小屋も整備されました。雄大な山岳景観は、私たちにとって畏敬の念を抱い

て望む心の風景でもあります。 

私たちの祖先は長い間、豊かな山の恵みを活かしながら、山とともに生きてきました。山とは

切ってもきれない関係です。時には深山に入り山林資源を手に入れ、一方で農地を荒らす獣と闘

い、山とのつながりが地域の経済を支え、私たちの足元にある歴史文化を育んできたのです。 

 

●表内の【国】は国指定文化財、【県】は県指定文化財、【市】は市指定文化財、【国登録】は国登録文化財、「 」内の⾔葉は地名を表します。 

関連文化財群のテーマ 
（物語／ストーリー） テーマの中心となる歴史文化資源 

（主人公） 

歴史文化資源が 
存在する地域 

（舞台） 

歴史文化資源の価値や 
関連文化財群との関連性 

中テーマ 小テーマ 

南アルプスを
形づくる 
大地の物語 

中央構造線 

溝⼝露頭 ⻑谷溝⼝ 
中央構造線の地質境界に沿って珪⻑質岩脈
が貫⼊している様子が観察できる。 

板山露頭 高遠町⻑藤 
中央構造線の地質境界が観察でき、左横ず
れ断層運動の様子が分かる。 

分杭峠 ⻑谷市野瀬 
V 字に切れ込んだ中央構造線の谷を利⽤し
た峠。 

【市】御山の遺跡  ⻑谷溝⼝ 
断層活動によってできた谷は、直線的で交通
に便利な上、山深いことから、政権を追われた
人々が盛んに利⽤した。沿線には足利尊氏に
敗れた南朝⽅の後醍醐天皇の皇子・宗良親
王の墓や姿を刻んだ像など、南朝ゆかりのもの
が多く伝わる。 

【市】宗良親王御尊像 ⻑谷溝⼝ 

【市】小松氏先祖の墓 ⻑谷浦 
平家の落人が住み着いたとされる浦集落に
は、平家の末裔・小松氏先祖の墓があり、赤
い旗を⽴てた先祖祭が⾏われている。 

⼾台層と化⽯ アンモナイト・三角貝 ⻑谷⿊河内 
山中の⼾台層からは中⽣代・白亜紀の海洋
⽣物の化⽯が出土する。かつて海底であった
場所が隆起したことを表している。 

 

 

 

テーマと構成する主な歴史文化資源 

ストーリー 

関連文化財群１ 山とともに －２つのアルプスに抱かれた伊那市－ 
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関連文化財群のテーマ 
（物語／ストーリー） テーマの中心となる歴史文化資源 

（主人公） 

歴史文化資源が 
存在する地域 

（舞台） 

歴史文化資源の価値や 
関連文化財群との関連性 

中テーマ 小テーマ 

南アルプスを
形づくる 
大地の物語 

守屋累層 カキなどの貝の化⽯ 高遠町藤沢 
守屋山の新⽣代・第三紀層の守屋累層から
は貝の化⽯が出土する。海底⽕山の隆起によ
り形作られた⽇本列島の成り⽴ちが分かる。 

シナノコザクラと
南アルプスの 
希少な動植物 

シナノコザクラ ⻑谷南アルプス山域 
⽯灰岩の岩場に⽣える南アルプス特産のサク
ラソウ科の植物で、⻑野県特別指定希少野
⽣種に指定されている。 

トダイアカバナ ⻑谷南アルプス山域 
河原や⽯灰岩地に⽣育する絶滅危惧種で、
⼾台にちなんだ名前がつけられている。 

チチブリンドウ ⻑谷南アルプス山域 
他地域ではほとんどみられないリンドウ科の植
物。 

ヒメマツハダ ⻑谷南アルプス山域 
八ヶ岳と南アルプス北部だけに分布するトウヒ
の仲間で、絶滅危惧種に指定されている希少
植物。 

ヒメバラモミ ⻑谷南アルプス山域 
八ヶ岳と南アルプス北部だけに分布する⽇本
固有種で、絶滅危惧種に指定されている希少
植物。 

【国】ライチョウ ⻑谷南アルプス山域 
高山帯に⽣息し、南アルプスは世界の⽣息域
の南限にあたる。 

【国】ニホンカモシカ 全域 
山岳地帯に⽣息する特別天然記念物で、近
年は⾥山でも⾒られる。 

隆起と浸食を 
物語る地名 

「白崩岳」 ⻑谷南アルプス山域 
東駒ヶ岳（甲斐駒ヶ岳）の別称。マグマが地
下で固まった花崗岩が隆起した山であり、白く
⾒える上に崩れやすい。 

「赤河原」 ⻑谷⿊河内 赤く酸化した花崗岩の岩⽯が広がる河原。 

「幕岩」 ⻑谷⿊河内 
中央構造線に沿って南北に⾛る⽇本最大の
⽯灰岩地帯の岩盤が現れた場所で、白い幕
のようにみえることからついた地名。 

なぎ地名 ⻑谷・高遠 ほか 
崩れやすい急峻な斜面の周辺につけられてい
る地名で、「あかなぎ」、「なぎさわ」、「おおな
ぎ」などがある。 

ジオのめぐみ 川下り⽶ 
三峰川流域の 
伊那地区 

南アルプスの⽯灰岩質から染み出したミネラル
分を多く含む水で育った⽶で、美味しいと評判
のブランド⽶。 

中央アルプス
と人々との関
わり 

山域の植物と 
人との関わり 

マツハダ 中央アルプス山域 亜高山帯にみられる常緑針葉樹で、希少種。 

【市】仲仙寺周辺の植物群落 ⻄箕輪羽広 
フユノハナワラビ、カタクラの大群落をはじめ、限
られた範囲内に 300 種近くの植物がみられ
る。 

経ヶ岳自然植物園 ⻄箕輪羽広 

⼊会地の草刈場として利⽤されていた所を再
整備した場所で、豊富な植物や経ヶ岳山麓
⼀体の森林を代表する樹木が自然林の名残
りとして⾒られる。 

信仰の山から 
学校登山まで 

仲仙寺と⼗⼀面観世⾳⽴像 ⻄箕輪羽広 
経ヶ岳信仰と⼀体となった仲仙寺には、慈覚
大師が霊木から刻んだという観⾳像が伝えられ
ている。 

【国登録】⻄駒山荘⽯室 
伊那（⻯⻄） 
中央アルプス山域 

大正時代の学校登山での遭難事故を契機に
つくられた山小屋。 
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関連文化財群のテーマ 
（物語／ストーリー） テーマの中心となる歴史文化資源 

（主人公） 

歴史文化資源が 
存在する地域 

（舞台） 

歴史文化資源の価値や 
関連文化財群との関連性 

中テーマ 小テーマ 

豊かな 
山のめぐみと⾥
山の暮らし 

山持ちが支えた
寺社と芸能文化 

【国】熱田神社本殿 ⻑谷溝⼝ 
山林資源に恵まれた溝⼝村の人々が協⼒
し、江⼾時代中期に建てられた建築。色彩豊
かで豪華な彫刻が施されている。 

【市】熱田神社舞宮 ⻑谷溝⼝ 
熱田神社境内にあり、奉納神楽や芝居が⾏
われた建物。 

【市】中尾歌舞伎 ⻑谷中尾 
江⼾時代、旅芸人が伝えた歌舞伎を真似
て、村人たちが⾏うようになった農村歌舞伎。 

【市】経塚原の経塚と舞台 ⻑谷杉島 
杉島と岩⼊を結ぶ山中に、峠の難所の無事を
祈り大般若経を納めた経塚があり、近くの秋
葉神社境内には、地芝居の舞台がある。 

山持ちが支えた
寺社と芸能文化 

【市】宇津木の薬師堂 ⻑谷杉島 
鎌倉時代から続く薬師堂で、現在の建物は宝
暦 4 年（1754）の建築。⼾倉薬師とも呼
ばれている。 

【市】宇津木⻄国三⼗三観⾳ ⻑谷杉島 

江⼾時代後期の文化人（池上休柳、岡村
菊叟、渋谷藤兵衛）が製作に関わり、⼊野
谷に住む百数⼗名の人たちの寄付で造られ
た。 

【市】桑田薬師堂の枝垂桜 
・香時計 

⻑谷溝⼝ 
分杭峠を望む地にある薬師堂には、樹齢数
百年という枝垂桜があり、昔は高貴な人の花
⾒が⾏われたという。 

⼊会権を守る 

【市】芝平山絵図と絵図⼲し⾏事 
高遠町芝平・藤
沢・⻑藤ほか 

⼊会権をめぐり、高遠領の村々と高島領の
村々が争った際に作られた絵図で、現在も絵
図の確認⾏事が続けられている。 

「草刈り平」、「くさかりば」 
⻑谷溝⼝・市野
瀬・⿊河内ほか 

水田の肥料になる刈敷を刈ったり、⾺の餌とな
る草を刈ったと伝わる地名。 

「百駄刈」 ⻄春近小出 
⾺の背に乗せる草や茅が百駄も刈ることができ
たと伝わる地名。 

広大な国有林 
や林業 

森林鉄道跡 ⻑谷⿊河内・浦 
国有林から伐り出した木材を運搬したほか、
住⺠の足としても使われた鉄道の跡。 

【市】南郷峠の松並木 ⻑谷溝⼝ 
南郷集落最寄りの峠で、山仕事にいくための
道が通っていた。現在は徒歩でしか⾏くことがで
きない。 

「よきとぎ」 
高遠町小原・ 
⻑谷非持・ 
⻄箕輪上⼾ 

山作業で使う斧や鉈を沢の水辺で刃研ぎをし
たり、休憩をした場所の地名。 

狩猟・⿃獣対策 

【市】孝⾏猿の⺠話 ⻑谷柏木 鉄砲猟師と⺟猿を撃たれた子猿の物語。 

【市】諏訪形の猪垣跡 ⻄春近諏訪形 
猪の食害から農地を守るために造られた土手
垣。江⼾時代にはすでに作られていた。 

「⿃矢場」 ⻑谷中尾 狩猟の場所と伝えられる地名。 

ジビエ料理 全域 
熊、猪、⿅など野⽣の⿃獣の⾁を利⽤した料
理。 

そば 

「オソバの平」 ⻑谷非持 
山の中腹を 3 段に開拓して焼畑を⾏い、そば
を収穫したという地名。 

「殿畑」 ⻑谷非持 
高遠藩の殿様に献上する蕎⻨を収穫したと伝
わる地名。 

山と人との関わり
を知る地名 

「炭鎌（すんがま）」 等 美篶芦沢 炭窯があったとされる場所の地名。 
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主な構成資源 

図.主な構成資源の位置 

中央構造線(溝口露頭) 

小松氏先祖の墓 

(市指定文化財) 

戸台層出土アンモナイト 

シナノコザクラ 

トダイアカバナ ライチョウ 

(国指定特別天然記念物) 
幕岩 芝平山絵図 

(市指定文化財) 

長谷森林鉄道跡 

諏訪形の猪垣跡 

(市指定文化財) 

西駒山荘石室 

(国登録有形文化財) 

桑田薬師堂・枝垂桜 

(市指定文化財) 

熱田神社 

(国指定重要文化財) 

中尾歌舞伎 

(市指定文化財) 
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天竜川と三峰川の合流地点にあり、広い段丘面と扇状地によって構成される伊那の地は、谷筋

や河川を通じて様々な物や文化が集まり、交わる場所でした。古くは旧石器時代、日本で最も美

しいといわれる神子柴遺跡の尖頭器と石斧に使われた石材は、この伊那の地を中心に集められ

た物でした。縄文時代には顔面付釣手形土器を始め、日本を代表するような素晴らしい縄文芸術

が産み出されました。縄文時代後期・晩期の寒冷化を何とか乗り越えようとした人々の生活の跡

も遺跡には残っていました。そして弥生時代の初めには、天竜川をさかのぼり最初の稲作が伝わ

った事も最近の発掘調査の成果で確かめられました。やがて定着した弥生文化が、その後の古墳

時代の礎となり、古墳時代においてヤマト王権と深いつながりがある人物の墓であった前方後

円墳が南信地方で最も早く造られることとなりました。市内に残る多くの遺跡や出土資料は、旧

石器時代から古墳時代にいたるまで、この地の先人達が、時には地域の中心となり豊かな文化を

育んできたことを物語ってくれます。 

 

●表内の【国】は国指定文化財、【県】は県指定文化財、【市】は市指定文化財、【国登録】は国登録文化財、「 」内の⾔葉は地名を表します。 

関連文化財群のテーマ 
（物語／ストーリー） 

テーマの中心となる歴史文化資源 
（主人公） 

歴史文化資源が 
存在する地域 

（舞台） 

歴史文化資源の価値や 
関連文化財群との関連性 

中テーマ 小テーマ 

旧⽯器時代
からみられる
人々の暮らし 

⼾台秋葉洞窟 旧⽯器時代の⽣活痕 ⻑谷⿊河内 
旧⽯器人が食べた大型哺乳類の骨が 70 点
以上も出土した洞窟。 

神子柴遺跡 【国】神子柴遺跡出土品 （南箕輪村） 
神子柴型⽯器と遺跡の名前が付けられた、⽇
本で最も美しいと称される 66 点の⽯器。伊
那市創造館で⾒学することができる。 

縄文文化が
花開いた 
集落の繁栄と
衰退 

三ツ木遺跡 縄文時代早期の集落遺跡 富県南福地 
全国でもほとんど出土例がない、完形の押型
文土器が出土。 

御殿場遺跡 【国】顔面付釣手形土器 富県北福地 
県史跡にも指定されている縄文中期を代表す
る集落遺跡。 

⽉⾒松遺跡 【県】顔面把手付深鉢形土器 伊那（⻯⻄）小沢 
⽇本を代表する出産土器が出土した、縄文
時代の大集落遺跡。 

島崎遺跡 
原遺跡   ほか 
⽯仏遺跡 

【県】信州の特色ある土器 10 点 伊那・高遠町・⻑谷 
縄文時代中期後葉に作られた、ダイナミックな
唐草模様を装飾する地元ならではの素晴らし
い縄文土器。 

百駄刈遺跡 縄文時代後期の配⽯祭祀遺跡 ⻄春近小出⼀区 
寒冷化が進み、厳しい⽣活を送っていた、縄
文時代後期の人々の祈りの場。 

野⼝遺跡 縄文時代晩期の再葬墓 手良野⼝ 
習俗や葬送儀礼がよく分かる人類学的にも貴
重な大量の人骨が出土。 

稲作文化の
伝播とその後
の発展 

大久保（荒
神）遺跡 

弥⽣時代前期末の土坑群 伊那（⻯東）野底 
稲作文化を伝えた壺、遠賀川系土器を発
⾒。市唯⼀の弥⽣時代前期の遺構。 

⻄春近の 
弥⽣時代遺跡 

弥⽣文化後期の環濠集落 ⻄春近 
弥⽣前期から中期の土器片と、伊那の地に
弥⽣文化が定着した後期の環濠集落。 

上伊那で 
最も古墳が
多い伊那市 

⽼松場古墳群 前⽅後円墳を含む８基の古墳 東春近中殿島 
⻑野県の古墳時代に新たな１ページを加え
た、新発⾒の前⽅後円墳。 

天⻯川左岸 
段丘上の古墳群 

低墳丘の円墳群 
伊那（⻯東）・ 
東春近 

伊那の地に特徴的な低い墳丘を持つ 80 基
の円墳。 

伊勢並古墳群 【市】杏葉 伊那（⻯⻄）⻄町 
狐塚南古墳出土、⾦メッキされた素晴らしい
副葬品の数々。 

福地の古墳群 
古墳時代前期〜後期までの 
円墳・⽅墳 

富県北福地・南福地 
上伊那唯⼀の⽅墳や、⾺の⽣産に関わった
人々の古墳群。 

テーマと構成する主な歴史文化資源 

関連文化財群２ 旧石器時代から古墳時代まで －地域文化の中心、境界となった伊那市－ 

ストーリー 
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主な構成資源 

図.主な構成資源の位置 

「御殿場遺跡」顔面付釣手形土器

（国指定重要文化財） 

狐塚南古墳出土品 

（市指定文化財） 

戸台秋葉洞窟 

信州の特色ある土器 

「原遺跡」唐草文土器 

（長野県宝） 

信州の特色ある土器 

「坊垣外遺跡」香炉形土器

（長野県宝） 大久保（荒神）遺跡の遠賀川系土器 

信州の特色ある土器 

「石仏遺跡」大形把手付土器

（長野県宝） 

百駄刈遺跡配石遺構 

信州の特色ある土器 

「月見松遺跡」顔面把手付

深鉢形土器（長野県宝） 

弥生時代後期の環濠集落 

（中村遺跡） 

老松場１号墳 上伊那で２基しかない方墳、

駒合古墳 

神子柴遺跡出土品 

(国指定重要文化財) 
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伊那市は本州の中央部に位置し、中央構造線や天竜川の影響を受けてできた南北に細長く伸

びる谷あいの地にあります。2,000～3,000m 級の山々を有する南アルプスと中央アルプスに挟ま

れた伊那谷は、地形・地勢上の条件により、古くから南北方向に街道が発達しました。また周辺

地域と行き来するためには、東西方向の街道も欠かせず、時代に応じて様々な街道が東西南北に

走っていました。天台宗や日蓮宗布教の道である「法華道」、火伏の神を祀る秋葉神社へ通じる

「秋葉街道」、仲仙寺に通じる「はびろ道」、戦場に向かう武士たちが駆け抜けた「杖突街道」、

参勤交代のため殿様が行き来した「金沢街道」、物資輸送が盛んに行われた「伊那街道」や「権

兵衛街道」。これらの街道は時代も性格もそれぞれ異なりますが、大きく分けると「信仰のみち」、

「軍事・政治のみち」、「経済のみち」に分けることができ、様々な目的を持った人が盛んに往来

し、街道沿いには多彩な文化が育まれました。 

民間信仰と結びつき、石造物の需要が高まった江戸時代には、石材加工を専門に行う職人・高

遠石工が生まれました。彼らは街道を使い、全国各地と故郷を行き来していましたが、高い技術

が評判をよび、石造物だけでなく、江戸城や品川台場砲台の石垣も手掛けたと伝えられています。 

街道の交差点は人や物の集まるところです。東西南北の街道が交差する坂下周辺は、近代以降

賑わいを増し、伊那町へと発展を遂げました。元々地域の産業であった養蚕製糸も、近代製糸業

に発展し、地域に大きな経済効果をもたらしました。長年にわたり水害や渇水に苦しめられてき

た人々の悲願であった、三峰川上流の２つのダム建設もまた、伊那町の経済を支え、現在の中心

市街地の発展へとつながっていきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図.伊那市周辺の街道 

ストーリー 

関連文化財群３ 街道 －人・もの・文化が行き交う伊那市－ 
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●表内の【国】は国指定文化財、【県】は県指定文化財、【市】は市指定文化財、【国登録】は国登録文化財、「 」内の⾔葉は地名を表します。 

関連文化財群のテーマ 
（物語／ストーリー） テーマの中心となる歴史文化資源 

（主人公） 

歴史文化資源が 
存在する地域 

（舞台） 

歴史文化資源の価値や 
関連文化財群との関連性 

中テーマ 小テーマ 

信仰のみち 

法華道 

【国】遠照寺釈迦堂附多宝小塔 高遠町山室 
法華道沿いの⽇蓮宗寺院で、文明年間
（1469〜1487）建⽴の釈迦堂の中には、
大工・池上氏⼀族が建てた多宝小塔がある。 

【市】遠照寺七面堂 高遠町山室 
⽇蓮宗における七面信仰を物語るお堂で、現
在の建物は江⼾時代中期の建築。色彩豊か
な天井絵がある。 

【市】七面堂 ⻑谷非持山 
七面信仰を物語るお堂で、⽇蓮宗玄⽴寺の
守護神を安置している。現在の建物は江⼾時
代中期に再建された建物。 

【市】弘妙寺須弥壇 高遠町荊⼝ 
法華道沿いの⽇蓮宗弘妙寺本堂内にある朱
塗の須弥壇。文政 5 年（1822）白⿃弥四
郎の作で龍の彫刻が刻まれている。 

秋葉街道 

道標・常夜灯・秋葉山大神碑 
高遠町⻑藤・ 
⻑谷溝⼝ほか 

秋葉神社へ向かう道を示す道しるべや街道を
照らす常夜灯、秋葉様を祀る碑などの⽯造
物。 

秋葉講・御札⼊ 高遠町・⻑谷ほか 
集落ごとに講があり、12 ⽉の秋葉神社の本
祭に当番が交代で参詣した。秋葉山のお札を
⼊れる「御札⼊」も集落内にみられる。 

はびろ道 

仲仙寺 ⻄箕輪羽広 
天台宗の古刹。信濃三⼗三観⾳霊場の札
所であり、多くの参詣者を集めた。仲仙寺へ通
じる道がはびろ道。 

【市】羽広の絵⾺ ⻄箕輪羽広 
⾺の観⾳様・仲仙寺に奉納された絵⾺。江⼾
時代から明治時代に奉納されたものが数多く
あり、多数の⾺を描いた千匹絵⾺がある。 

【市】木造持国天 多聞天⽴像 ⻄箕輪羽広 
仲仙寺本堂に安置されている鎌倉時代の作と
みられる仏像。 

【市】鰐⼝ ⻄箕輪羽広 
仲仙寺に伝わり、大永 4 年（1524）の銘を
持つ鰐⼝。 

【県】木造⾦剛⼒⼠⽴像（阿形
像及び吽形像） 

⻄箕輪羽広 
文⻲元年（1501）、七条大蔵康忠の作
で、仲仙寺の仁王門内に⽴つ。寄木造の朱
彩色で、室町時代の作品として貴重な彫刻。 

【市】羽広の獅子舞 ⻄箕輪羽広 
江⼾時代初期、仲仙寺の観⾳堂の再興を祝
って始められた獅子舞で、観世⾳の狛犬とされ
る。 

丁⽯ 
伊那（⻯⻄）・ 
⻄箕輪 

はびろ道に１丁（約 109ｍ）ごとに置かれた
⽯造物で、地域の人々が願主となり奉納され
た。 

【市】坂下の辻 伊那（⻯⻄）山寺 
はびろ道の起点となる辻で、「右ぜんかうじ 左
はびろ 道」と書かれた道標がある。 

 

  

テーマと構成する主な歴史文化資源 
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関連文化財群のテーマ 
（物語／ストーリー） テーマの中心となる歴史文化資源 

（主人公） 

歴史文化資源が 
存在する地域 

（舞台） 

歴史文化資源の価値や 
関連文化財群との関連性 

中テーマ 小テーマ 

軍事・政治
のみち 

杖突街道・ 
⾦沢街道 

【市】藤沢城跡 高遠町藤沢 
杖突街道を押さえる地にある山城で、藤沢の
領主が築いたとされる。主郭、二の郭、三の
郭、堀、土塁などが残っている。 

御堂垣外宿本陣 高遠町藤沢 
⾦沢街道は参勤交代の道として使われた。高
遠藩主や飯田藩主らが休憩、宿泊した御堂
垣外宿本陣には門や当時の座敷が残る。 

【市】貴船社子供騎⾺⾏列 高遠町藤沢 
江⼾時代初期の高遠藩主・保科正之が高遠
から山形領へ移封する際、貴船社に奉納した
とされる騎⾺⾏列。 

経済のみち 

伊那街道 
（三州街道） 

【市】伊那部宿酒屋旧井澤家住
宅 

伊那（⻯⻄）⻄町 
伊那部宿で代々造り酒屋を営んでいた豪農・
井澤家の住宅で、宿場内で唯⼀の破風屋で
あり、 建坪も最大だった。 

常円寺 伊那（⻯⻄）山寺 
伊那街道沿いの古刹で、多くの参拝者が訪れ
た。寺の前には旧道の面影を残す。 

春⽇街道 春⽇街道跡碑 伊那（⻯⻄）荒井 
飯田を起点に松本まで結ぶ街道として計画さ
れ、江⼾時代初期に整備された。伊那街道と
平⾏している。 

権兵衛街道 

【市】坂下の辻 伊那（⻯⻄）山寺 
権兵衛街道の起点でもある辻で、木曽宮ノ越
まで通じていた。 

【市】羽広の絵⾺ ⻄箕輪羽広 
仲仙寺の絵⾺の中には、木曽の⾺持ちが繁
栄を願って奉納した千匹絵⾺があり、木曽との
交流を知ることができる。 

伊那節 ⻄箕輪 
権兵衛街道は伊那から木曽へ助郷人足や⽶
を運んだ道で、「木曽へ木曽へとつけ出すコメ
は伊那や高遠のお蔵⽶」と唄われた。 

中⾺街道 
ならではの 
食文化 

⾺刺し、おたぐり 全域 
⾺が身近だった伊那では、⾺刺しや⾺のもつ
（腸）を煮込んだおたぐりが食べられており、
⾺刺しは赤身が好まれる。 

街道が運んだ 
技術と文化 

－高遠⽯工－ 

稀代の名工・ 
守屋貞治 

【市】建福寺⽯仏群 高遠町⻄高遠 
江⼾時代中期に活躍した⽯工・守屋貞治が
刻んだ⽯仏で、建福寺には最高傑作の願王
地蔵や⻄国三⼗三所観⾳などがある。 

【市】大聖不動明王 高遠町勝間 
守屋貞治作。勝間の集落境にあり、三峰川の
水を鎮め、災厄が村へ⼊って来ないよう祈った
もの。 

【市】准胎観世⾳ 延命地蔵尊 高遠町東高遠 
桂泉院の参道両脇にある守屋貞治作の⽯
仏。 

【市】円通寺の⽯仏二体 ⻑谷市野瀬 
円通寺の参道⽯段の上にある守屋貞治作の
⽯仏。 

全国に名を 
とどろかせた 
高遠⽯工 

⽯破元祖之巻 高遠町東高遠 
高遠⽯工の職業由来を記した免許状で、源
頼朝に認められたと語られている。高遠⽯工は
この由来書を示しながら活動していた。 

⽯工関係文書 全域 
高遠藩では⽯切目付という役職を置き、領内
の⽯工たちを統率していた。⽯工たちが藩へ提
出した文書が多く残されている。 
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関連文化財群のテーマ 
（物語／ストーリー） テーマの中心となる歴史文化資源 

（主人公） 

歴史文化資源が 
存在する地域 

（舞台） 

歴史文化資源の価値や 
関連文化財群との関連性 

中テーマ 小テーマ 

街道が運んだ 
技術と文化 

－高遠⽯工－ 

高い技術を 
物語る 
⽯造文化財 

【市】⽯造双体道祖神 東春近下殿島 
江⼾時代後期に活躍した小笠原政平作の道
祖神。男⼥ 2 人を彫った祝⾔像で、夫婦円
満、子孫繁栄を祈ったもの。 

【市】宝篋印塔（洞泉寺） 美篶下川手 
守屋貞治の弟子である名工・渋谷藤兵衛作
の宝篋印塔で、天保 9 年（1838）に造ら
れた。 

【市】⽯造准胝観⾳菩薩 東春近田原 
江⼾時代後期に活躍した小笠原政平作の観
⾳菩薩像で万延元年（1860）に造られた。 

【市】六角観⾳供養塔 高遠町⻄高遠 
旧相頓寺の境内にある六観⾳の名号塔。延
享 4 年（1747）に水上村久左衛門の作。 

【市】建福寺仏足跡 高遠町⻄高遠 
お釈迦様の足裏の形を刻んだもので、天保 6
年（1835）に伊勢国⾦剛證寺のものを写し
建てられた。 

村を守り、 
人々に寄り添う
⽯仏 

【市】中尾辻の⽯仏群 ⻑谷中尾 
道祖神や庚申塔など約 30 基の⽯造物が集
中している。⾺頭観⾳や丸⽯道祖神、蚕⽟
神、佐倉宗五郎霊神などもある信仰の場。 

【市】非持山⾺頭観⾳ ⻑谷非持山 
元禄 2 年（1689）のものをはじめ、約 50
体の⾺頭観⾳が集められている。⾺頭観⾳は
⾺の安全息災や供養のために建てられた。 

四国八⼗八か所霊場巡拝塔 手良野⼝ 
江⼾時代末期に造られたが、作者は不明。野
⼝区の寄進者が最も多く、「お四国様」などと
呼ばれ地域に親しまれている。 

南原の地蔵と枝垂れ桜 高遠町藤沢 
枝垂れ桜の下に、地蔵尊に⾒⽴てられた大き
な自然⽯が祀られている。 

二⼗二夜様のまつり 高遠町⻄高遠 

⻄高遠島畑にある二⼗二夜様と呼ばれる⽯
仏群は、江⼾時代から⽉待信仰の対象となっ
ており、今でも旧暦 7 ⽉ 22 ⽇の夜にお祭りが
⾏われている。 

でえもんじ ⻄箕輪上⼾ 

道祖神の祭りと⼀体となった小正⽉の祭りで、
厄払いの色紙袋等を大きな柱に飾り、1 ⽉
14〜20 ⽇まで集落⼊⼝の辻の道祖神の隣
に建てられる。 

庚申塔 全域 
⺠間信仰の１つ、庚申信仰に関わるもので、
庚申の年に⽯塔を建て、村の安全を祈った。
各集落の村境や辻に建てられている。 

街道の交差点
伊那まちの 

発展 

流通・製糸・ダム
建設が支えたまち 

伊那電気鉄道（飯田線） 
伊那（⻯⻄）・ 
⻄春近 

明治時代以降の伊那町の発展を支えた鉄道
で、昭和 18 年（1943）に飯田線となり、
現在は JR 飯田線になっている。 

【市】旧上伊那図書館 伊那（⻯⻄）荒井 
製糸業で富を築いた武井覚太郎の寄付で、
昭和 5 年（1930）に建てられた建物。鉄筋
コンクリートを⽤いた近代建築。 

レトロな街並み 
伊那（⻯⻄）荒井
ほか 

通り町などには、洋風の外観を持ち、近代に流
⾏した看板建築の名残を感じられる建物が残
っている。 

ローメン 全域 
昭和 30 年（1955）頃に⽣まれた蒸し麺と
⽺⾁、野菜を炒めた食べ物で、市⺠に愛され
るご当地グルメ。 

ソースかつ丼 全域 
ご飯の上にソースがしみこんだ豚カツとキャベツ
がのったかつ丼は、戦後、伊那町の飲食店で
親しまれ、地域の名物になっている。 
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主な構成資源 

図.主な構成資源の位置 

秋葉山の御札入 

（溝口郵便局前） 

伊那通り町の看板建築 

杖突街道／金沢街道 

藤沢城跡（蛇山） 

（市指定文化財） 

蟹沢四国八十八箇所巡礼塔 

法華道 

羽広の絵馬・千匹絵馬 

（市指定文化財） 

弘妙寺／須弥壇 

（市指定文化財） 

坂下の辻 

（市指定文化財） 

丁石（４丁目） 秋葉街道 

円通寺延命地蔵菩薩 

（市指定文化財） 

二十二夜様 

春日街道碑 

貴船神社騎馬行列 

（市指定文化財） 
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700 年といわれる高遠城の歴史は、時代ごとに様々な影響を地域に与えてきました。 

高遠城が築かれた室町時代は、多くの小領主が台頭した時代で、その頃の城館跡が今でも市内

に多数残されています。 

戦国時代の伊那を語る上で欠かせないのが、隣国の甲斐（現在の山梨県）から侵攻し、この地

域を押さえた武田氏です。高遠城主から武田家当主となった武田勝頼、織田軍との壮絶な戦いが

今でも語り継がれる仁科五郎盛信（信盛）など、武田家ゆかりの人々がこの地を治め、伊那周辺

の多くの商人、職人たちが武田家を支えていました。 

江戸時代には高遠城を中心に城下町が形成され、高遠は政治、経済、文化の中心地として栄え

ました。市域には高遠藩のほか、幕府領もあり、人々はそれぞれの帰属意識を持ちながら暮らし

ていました。伊那谷における学問の中心地もまた高遠で、江戸や大坂で最新の学問を学んだ人々

が、藩校進徳館や私塾で教壇に立ち、地域に学問を広めていきました。 

明治時代になると、廃城となった高遠城の跡地にタカトオコヒガンザクラが植えられ、多くの

人々が憩う公園となりました。城跡のサクラは「天下第一の桜」となり、現在は全国に知られる

一大観光地となりました。長い間地域の中心として存在した高遠城と、城が育んだ歴史文化は、

今でも私たちの誇りとなっています。 

 

●表内の【国】は国指定文化財、【県】は県指定文化財、【市】は市指定文化財、【国登録】は国登録文化財、「 」内の⾔葉は地名を表します。 

関連文化財群のテーマ 
（物語／ストーリー） テーマの中心となる歴史文化資源 

（主人公） 

歴史文化資源が 
存在する地域 

（舞台） 

歴史文化資源の価値や 
関連文化財群との関連性 

中テーマ 小テーマ 

地域領主の
群雄割拠 

城館跡や山城 

【国】高遠城跡 高遠町東高遠 
戦国時代の平山城で、高遠氏の城を武田信
玄が改修した。江⼾時代以降は高遠藩主の
居城となった。 

富県の城館跡群 富県 
山城、のろし台、館跡など 17 の城館跡があ
る。館跡の多くは戦国時代の地域の有⼒百
姓の居館と考えられている。 

【市】蟻塚城跡 美篶笠原 
中世の山城で、斜面に空堀を掘り、7 段の平
坦地に郭が造成されている。城主は笠原氏と
も伝えられる。 

【市】小出城跡 ⻄春近小出⼀区 
天⻯川右岸の第⼀河岸段丘上に築かれた城
で小井弖氏惣領家の居館跡とも伝えられる。 

【市】市野瀬古城址・城山の松 ⻑谷市野瀬 
天文年間（1532〜1554）に築かれた城
で、武田氏が高遠へ侵攻してきた際に抵抗し
た市野瀬氏の城といわれる。 

殿島城跡 東春近中殿島・暁野 
武田氏の侵攻に抵抗した殿島大和守重国の
城と伝えられ土塁や空堀の跡が残されている。 

春⽇城跡 伊那（⻯⻄）⻄町 

武田氏の侵攻に抵抗した春⽇氏（伊那部
氏）の城と伝えられる。段丘地形を巧みに利
⽤した城で、土塁や大規模な空堀の跡が残さ
れている。 

  

テーマと構成する主な歴史文化資源 

ストーリー 

関連文化財群４ 高遠城 －700 年の歴史が作り上げた街並みと文化－ 
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関連文化財群のテーマ 
（物語／ストーリー） テーマの中心となる歴史文化資源 

（主人公） 

歴史文化資源が 
存在する地域 

（舞台） 

歴史文化資源の価値や 
関連文化財群との関連性 

中テーマ 小テーマ 

地域領主の
群雄割拠 

伝承と地名 
【市】八人塚と蓮台場 ⻑谷⿊河内 

伊那（⻯東）狐島 

武田信玄の侵攻に抵抗した 8 人の地侍が処
刑された場所が蓮台場で、８人の遺骸を⻑
谷⿊河内へ移し祀った場所が八人塚。 

「⽕打平（ひょうじだいら）」 ⻑谷非持 近くにある非持の城と関係したのろし台と伝え
られる地名。 

戦国大名
武田氏を 
支えた地、
伊那市 

信玄三河出兵
の道 

「市坂」 東春近⾞屋 
元⻲ 3 年（1572）に武田信玄が三⽅ヶ原
へ出兵した際に開通したと伝えられる道に残る
地名。 

「中輪亭の坂」 東春近⾞屋 

「六軒屋坂」 東春近⾞屋 

諏訪勝頼から 
武田勝頼へ 

諏訪御料人の墓 高遠町⻄高遠 
信玄の側室となって勝頼を産んだ諏訪氏の姫
の墓。高遠城主時代の勝頼が法要を⾏ったと
伝えられる。 

武田勝頼判物 富県貝沼 

高遠城主の武田勝頼が在地領主の埋橋氏
に対して出した文書で、井筋の管理について
⾔及している。現在は高遠町歴史博物館に
寄託されている。 

【市】建福寺文書 高遠町⻄高遠 
武田勝頼が発給した複数の文書が伝えられて
おり、寺に関わる課役や周辺に住む人々の課
役等について記されている。 

非持山池上家文書 ⻑谷非持山 
非持山の池上家では、武田勝頼の⺟⽅の祖
⺟の面倒をみていた。勝頼が発給した文書
や、勝頼祖⺟の書状などが伝わっている。 

円福寺文書 伊那（⻯⻄）荒井 
武田家を継いだ勝頼が発給した文書で、知⾏
安堵のほか、寺の勤めを怠ることがないよう命
じたもの。 

【市】龍勝寺文書 高遠町勝間 
武田勝頼が発給した文書で、寺領の安堵や
寺に関わる権利、禁⽌事項などが書かれてい
る。 

高遠城の 
戦い 

武田軍と織田軍
の激戦を物語る
品や遺跡 

【県】梵鐘 高遠町東高遠 
織田信忠の軍が高遠城を攻めるために進軍し
てきた際、飯田の開善寺から奪い、引きずって
きた鐘。桂泉院に伝わる。 

【市】陣太鼓・鰐⼝ 高遠町山室 
織田信忠配下の森⻑可が高遠城を攻めた
際、遠照寺に寄進したもので、美濃国土岐の
神社の銘がある。 

【市】雲板 伊那（⻯⻄）山寺 
織田信忠の軍が高遠城を攻めた際、遠江国
⻯安禅寺から持ち運ばれ、常円寺に寄進され
たと伝えられる。 

⼀夜の城 富県貝沼 
織田信忠の軍が高遠城攻めの際に陣を置い
た場所と伝えられる。すでにあった居館跡を利
⽤し、⼀夜の陣を張ったとみられる。 

物⾒ヤ城 富県貝沼 
仁科盛信（信盛）が名付けたと伝わる城で、
狼煙台として使われたいう。 

「駒ヶ窪」 高遠町東高遠 
⽉蔵山の後ろの山にあり、高遠城の戦いの際
に、地域の人たちが逃げ隠れた場所と伝えられ
る。 

孤軍高遠城 高遠町 
戦後、高遠城落城の思いを伝えたいという高
遠町の人々の願いにより作られた曲で、舞踊と
して親しまれている。 
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関連文化財群のテーマ 
（物語／ストーリー） テーマの中心となる歴史文化資源 

（主人公） 

歴史文化資源が 
存在する地域 

（舞台） 

歴史文化資源の価値や 
関連文化財群との関連性 

中テーマ 小テーマ 

近世城郭・
高遠城と 
城下町の 
繁栄 

高遠城跡 

【国】高遠城跡の城郭遺構 高遠町東高遠 
高遠藩主の居城で、江⼾時代の曲輪配置が
ほぼそのまま残っているほか、堀や土塁など、近
世城郭の遺構も残されている。 

高遠城絵図 高遠町ほか 
江⼾時代の高遠城や周辺の武家屋敷を描い
た絵図は、写しも含めて 100 点以上伝わって
いる。 

広い藩領 

【市】高藩探勝 高遠町東高遠 

高遠藩主に献上するため、寛保 3 年
（1743）に作られた絵巻で、領内 52 か所
の名所やそこに暮らす人々の⽣活風景が描か
れている。 

【市】高遠領分杭 
伊那（⻯⻄） 
小沢・山寺 
⻑谷市野瀬 

高遠領と他領との境界に建てられた⽯碑で、
「是より（⽅角）高遠領」と刻まれている。市
内には復元も合わせて、複数の分杭がある。 

「高遠道」 
東春近渡場・⾞屋・
中組⻄春近諏訪形・
表木ほか 

各地から高遠へ向かう道で、領内の村々から
年貢を納めに⾏く際に使った道とも伝えられ
る。 

「籠⽴場」 
⻄春近沢渡 
高遠町上山田 

殿様や武⼠が駕籠を置いて休憩した場所と伝
えられる地名。 

武⼠の暮らしを
伝える 

【県】旧⾺島家住宅 高遠町東高遠 
藩に仕えた眼科医・⾺島氏の住宅で江⼾時
代後期の建築とされる。高遠藩の上位 30 人
に⼊るクラスの武⼠住宅。 

読書楼 高遠町⻄高遠 
天保期（1830〜1843）以前の江⼾後期
に建てられた中級武⼠住宅で、明治時代には
私塾としても使われた。 

城下町と町屋 

相⽣枡形 高遠町⻄高遠 
城下町の南の出⼊⼝で、幕末に三峰川左岸
に多町、相⽣町の 2 町が建設された際に設け
られた。 

【市】商家池上家 高遠町⻄高遠 
城下で醤油や酢の醸造販売、小間物販売な
どを⾏い、町役人も務めた池上家の住宅。2
階建、切妻造りの町家建築。 

池上家文書 高遠町⻄高遠 

商家池上家に伝わった江⼾時代の文書群
で、高遠藩の城下町政策や町⽅の状況が分
かる好資料。高遠町図書館に収蔵されてい
る。 

旧中村家住宅 高遠町⻄高遠 
城下町の⻄の⼊⼝付近にある町家で、江⼾
時代中期頃に建てられたものとみられる。建物
内に沢水が引き込まれている。 

町⽅⼗町の地名 高遠町⻄高遠 
城下には町⽅⼗町と呼ばれる 10 の町があ
り、幕末に 2 つの町が増えてからは 12 町とな
った。各町名は現在もそのまま使われている。 
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関連文化財群のテーマ 
（物語／ストーリー） テーマの中心となる歴史文化資源 

（主人公） 

歴史文化資源が 
存在する地域 

（舞台） 

歴史文化資源の価値や 
関連文化財群との関連性 

中テーマ 小テーマ 

近世城郭・
高遠城と 
城下町の 
繁栄 

神仏に守られた
城下町 

【市】東高遠諏訪社 高遠町東高遠 
高遠藩家中と板町村の氏神。元は城の鎮守
として高遠城内にあり、17 世紀前半の保科
氏の頃に現在地へ移された。 

【市】樹林寺千手⼗⼀面⼣顔観
世⾳菩薩⽴像 

高遠町東高遠 
江⼾時代初期に保科氏が下総国から移した
樹林寺は、城の⻤門に置かれ保科家の祈願
所となった。本尊は⼣顔観⾳と呼ばれている。 

峰山寺⿃居氏の墓 高遠町東高遠 
高遠藩主⿃居氏の時代に再興された寺院
で、高遠城を⾒下ろす位置にある。境内墓地
には⿃居家の墓がある。 

【市】満光寺鐘楼門 
【市】満光寺阿弥陀如来⽴像 

高遠町東高遠 
高遠藩主内藤家の菩提寺・満光寺には江⼾
時代中期に建てられた鐘楼門があり、本尊の
阿弥陀如来は鎌倉時代の作と伝えられる。 

【市】鉾持神社本殿・赤門・透かし
塀 

高遠町東高遠 
城下の⼊⼝付近にあり、高遠城の守護神とし
て代々領主の篤い信仰を受けた。本殿は江
⼾時代中頃に建てられたもの。 

絵島遠流の地・
高遠 

【市】絵島囲み屋敷跡 ⻑谷非持 
正徳 4 年（1714）、江⼾城大奥の⽼中・
絵島は、風紀を乱したとして罪に問われ、高遠
藩内藤家の預かりとなった。当初は城から離れ
た非持に囲われていたが、後年城の近くへ移さ
れた。非持には当初の屋敷跡があり、東高遠
には図面を元に復元した建物がある。 絵島囲み屋敷 高遠町東高遠 

【市】絵島の墓 高遠町⻑藤 
61 歳で亡くなった絵島は、遺⾔により、蓮華
寺に葬られた。 

【市】田山花袋筆屏風 高遠町東高遠 
大正時代、絵島の墓を探すために田山花袋
が高遠を訪れているが、その道中に詠んだ歌が
書かれている。 

城下に花開いた
文化 

【市】高遠ばやし 高遠町⻄高遠 
鉾持神社の祭礼の際、町内を巡⾏するお囃
子で、江⼾時代から受け継がれている。 

【市】仲町屋台 
高遠町⻄高遠 
現在は東高遠で保
管 

鉾持神社の祭礼の際、町を練り歩く山⾞で、
文政 5 年（1822）に造られた。⽴川流の
彫刻が施されている。 

高遠そば 高遠町 
江⼾時代、毎年将軍に献上された高遠そば
は、辛味大根のおろし汁と焼味噌で食べるの
が高遠流。保科正之が会津にも伝えた。 
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関連文化財群のテーマ 
（物語／ストーリー） テーマの中心となる歴史文化資源 

（主人公） 

歴史文化資源が 
存在する地域 

（舞台） 

歴史文化資源の価値や 
関連文化財群との関連性 

中テーマ 小テーマ 

進徳館の学び、 
信州教育 

源流の地 
高遠の学 

【国】進徳館 高遠町東高遠 
城内三ノ丸に設けられた高遠藩校の建物遺
構で、江⼾時代の建物のうち、約半分の規模
が残されている。 

進徳図書 高遠町東高遠 
藩校進徳館で利⽤していた書籍、約 6,300
冊が高遠町図書館に収蔵されている。 

【市】文献通考 高遠町東高遠 
古代から宋時代までの中国の法律や官制、
経済、学校制度などを解説した書で、明から
清時代に中国から輸⼊された漢籍。 

【市】五聖像 高遠町東高遠 
進徳館には、儒学の祖・孔子と 4 名の弟子を
祀る聖廟があり、領内の村人が献上した五聖
像が祀られていた。 

【市】阪本天山の筆跡 高遠町東高遠 
儒学者であり砲術家で、高遠藩学を興した阪
本天山が、高遠を離れる際に書いた詩。 

【市】蕗原拾葉 
【市】希⽉舎文庫 

高遠町東高遠 
高遠藩の儒学者を務めた中村元恒、中村元
起⽗子が所蔵していた郷土資料や中村⽗子
が編纂した地誌。 

【市】伊澤修二⽣家 高遠町東高遠 
進徳館で学んだ後、東京やアメリカで学び、⾳
楽教育をはじめとする近代教育の基礎を作っ
た伊澤修二の⽣家。 

進徳の森 高遠町東高遠 

進徳館で学び、ドイツへ留学して林学を極めた
中村弥六が、外国産の樹を峰山寺墓地の裏
山に植え、森を造った。林業遺産に認定され
ている。 

筆塚や寺子屋師匠らの頌徳碑 全域 
手習いの師匠の徳を称え、弟子が建⽴した筆
塚や、学問の師を称える頌徳碑が市内各地
に存在する。 

城跡とさくら
の物語 

公園化した城跡 

【県】高遠のコヒガンザクラ樹林 高遠町東高遠 
タカトオコヒガンザクラという同⼀種が高遠城の
跡地に約 1,500 本の樹林を形成している。 

桜の⾺場跡 高遠町小原 
江⼾時代の高遠⼗景にも選ばれた桜の名所
で、この地の桜が明治 9 年（1876）頃に高
遠城跡へ植えられ、現在の樹林の元になった。 

【国登録】高遠閣 高遠町東高遠 
昭和 11 年（1936）、集会や休憩、宴会
のための施設として、高遠城跡内に建てられた
和風建築。 
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主な構成資源 

図.主な構成資源の位置 

高遠城大手門石垣 

（国指定史跡） 
高遠そば 

旧馬島家住宅 

（県宝） 

満光寺／鐘楼門 

（市指定文化財） 

高遠ばやし 

（市指定文化財） 
鉾持神社 

（市指定文化財） 

高遠領分杭 

（市指定文化財） 

高遠閣 

（国登録有形文化財） 

武田勝頼朱印状／建福寺 

（市指定文化財） 

商家旧池上家 

（市指定文化財） 

進徳の森 

桂泉院／梵鐘 

（県宝） 

高遠のコヒザンザクラ樹林 

（県指定天然記念物） 

次頁の拡大図参照 

進徳館より受け継いだ 

進徳図書 
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図.主な構成資源の位置(城下町周辺地域) 
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伊那谷といえば段丘地形ですが、市内には河岸段丘の地形をうまく利用した遺跡があります。

広い地域を一望できる段丘端部は、古墳や城館にうってつけの地です。広い段丘面には広大な土

地を利用して、牧や飛行場が造られたこともありました。段丘面や広い扇状地の扇央では水を得

にくく、稲作には不向きでしたが、苦心して井筋や用水が引かれた後は新田が広がりました。先

人の残した井筋は現在も私たちの生活を支えています。 

「暴れ天竜」の異名を持つ天竜川ですが、その天竜川に注ぐ最大の支流が三峰川です。「三峰

川を制する者は天竜川を制する」と言われるように、三峰川も昔から氾濫を繰り返してきた暴れ

川です。水の力を使った水運が盛んな一方、ひとたび氾濫すると流域では大きな被害が生じるた

め、人々は水害が起こらないように祈りを捧げながら、常に水害と向き合って暮らしてきました。

江戸時代以降、土木技術を駆使して堤防が築かれ、昭和に入ってからは三峰川流域に２つのダム

が建設されました。川の水量をコントロールし、灌漑や発電用水として利用する三峰川総合開発

事業が現在も続けられています。 

川が造った土地に生き、川を利用しながらも、常に水害と隣り合わせにあった人々の歴史は、

悲しいできごとを繰り返さないためにも、後世に語り継ぎ、守っていかなければならない歴史文

化です。 

 

●表内の【国】は国指定文化財、【県】は県指定文化財、【市】は市指定文化財、【国登録】は国登録文化財、「 」内の⾔葉は地名を表します。 

関連文化財群のテーマ 
（物語／ストーリー） テーマの中心となる歴史文化資源 

（主人公） 

歴史文化資源が 
存在する地域 

（舞台） 

歴史文化資源の価値や 
関連文化財群との関連性 

中テーマ 小テーマ 

河岸段丘
景観 

段丘端部 

古墳群 
伊那（⻯東）・ 
東春近 

天⻯川左岸の段丘先端には、古墳が多数造
られた。眼下を⼀望できる段丘上は、支配者
の墓地に相応しい場所である。 

城館跡 市内全域 

遠くまで⾒通しがきく段丘端部は、河川や街
道を押さえる意味でも好⽴地であるため、城
館跡が築かれた。段丘崖は防御性を高めるの
に適していた。 

段丘崖 段丘林 
美篶・ 
伊那（⻯東） 

天⻯川とその支流沿いに連なる段丘崖には、
緑の木々が帯状に連続し、特徴的な景観をつ
くっている。 

段丘面 

笠原の御牧 美篶笠原 
平安時代、朝廷に献上する⾺を飼育する牧
が笠原にあったと伝えられる。段丘面の広大な
平野が牧に適していた。 

旧陸軍伊那⾶⾏場跡地 
伊那（⻯東） 
上の原 

天⻯川と三峰川がつくった広大な段丘面を利
⽤し、戦時中に造られた⾶⾏場の跡地には、
弾薬庫や格納庫の跡が残っている。 

川を渡る 
かつての⽣活利
⽤の足 
（渡船と橋） 

渡船の伝承 
東春近渡場・⻄春近
沢渡・東春近田原・
⻄春近下牧 

殿島と沢渡間には鎌倉時代には渡船があり、
橋ができた後も洪水で流される度に使われてい
た。田原にも対岸の下牧とを⾏き来するため渡
船があった。 

大島橋・⻘島橋 
美篶上大島・高遠町
上山田・美篶⻘島・
東春近榛原 

かつて三峰川には、丸太木を二本渡した上に
砂利を敷いた簡素な橋が架けられていた。美
篶から川向うの耕地や⼊会地に通うために欠
かせない橋だった。 

 

テーマと構成する主な歴史文化資源 

関連文化財群５ 天竜川と三峰川 －河川とともにある暮らしと歴史景観－ 

ストーリー 
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関連文化財群のテーマ 
（物語／ストーリー） テーマの中心となる歴史文化資源 

（主人公） 

歴史文化資源が 
存在する地域 

（舞台） 

歴史文化資源の価値や 
関連文化財群との関連性 

中テーマ 小テーマ 

川を渡る 橋のある風景 

伊那大橋 伊那(⻯⻄)坂下・ 
伊那(⻯東)中央 

昭和８年(1933)に竣工した市内で最も古い
橋。木曽と高遠を結ぶ交通の要衝にあるため
江⼾時代から木造の橋が架けられていた。 

小沢川下流の橋（小沢川鉄橋・
伊那橋・明⼗橋・室渡場橋ほか） 

伊那（⻯⻄） 
荒井・坂下 

小沢川下流部は中⼼市街地であり、古くから
多くの橋があった。天⻯川との合流点から
800m 足らずの区間に 10 もの橋がある。 

御⾏⾺橋・弁財天橋・天⼥橋 高遠町⻄高遠 

高遠城下にある代表的な橋で、三峰川や藤
沢川に架けられている。江⼾時代から何度も
架け替えられながら、現在も身近な橋として使
われている。 

水の⼒を利
⽤して 
（水運） 

天⻯川通船 

天⻯川舟着場 伊那（⻯⻄）坂下 
杖突街道と伊那街道を結ぶ天⻯川の渡河地
点には舟着場があり、舟で運んだ人や物資を
荷揚げして、さらに陸送した。 

「⼊舟」 伊那（⻯⻄）坂下 
通船が全盛期となった明治時代以降につけら
れた地名で、船の発着地「出舟」「⼊舟」にち
なんだ地名。 

筏下し 

「木川」 東春近渡場 
⻑谷の山から伐り出され、三峰川を川下しで
運ばれた材木を流した川が流れていた場所。 

「茱萸島（ぐみじま）」 東春近渡場 
⻑谷の山から伐り出され、三峰川を川下しで
運ばれた材木を⼀時保管する木挺場があった
場所。 

「渡場」 東春近渡場 
天⻯川と三峰川の合流点で、木挺場に上げ
ておいた材木を天⻯川に⼊れる「渡⼊れ」をし
た場所。材木の集積地の地名。 

水との闘い 

知恵と技術で水
を制する 
（治水土木） 

霞堤 
伊那（⻯東）・美篶 
・富県・東春近・高遠
町 

決壊を防ぎ、洪水調節をする機能をもつ堤防
で、本堤防の⼀部を切り、水を田畑の⽅へ逃
がすように造られている。 

柵⽴堤防 伊那（⻯東）野底 
２つの支流が天⻯川に合流し、洪水が頻発し
ていた野底に造られた堤防で、江⼾時代中期
に阪本天山が築いた。 

三峰川総合 
開発事業 

美和ダム 
⻑谷非持・溝⼝・ 
⿊河内 

洪水調節、灌漑事業、発電事業のために三
峰川に造られたコンクリートダムで、昭和 34 年
（1959）に完成した。 

高遠ダム 高遠町勝間 
洪水調節、灌漑事業、発電事業のために美
和ダム下流に造られたコンクリートダムで、昭和
33 年（1958）に完成した。 

春近発電所 東春近田原 
10 キロ離れた高遠ダムから導水管で水を送
り、発電を⾏っている発電所。 

祈る 

【市】大聖不動明王 高遠町勝間 
洪水が起こらないように、三峰川を鎮める祈り
が込められた⽯仏。守屋貞治が刻んだもので、
別名波切不動とも呼ばれる。 

【市】サンヨリコヨリ 
美篶下川手・上川手 
富県桜井 

三峰川の右岸と左岸にある２つの天伯社で
⾏われる祭りで、水難や災厄を防ぎ、豊作と
集落の安全を祈る⾏事。 

【市】⻘島の千社参り 美篶⻘島 
集落の水害除けや豊作などを祈るため、諏訪
神社に祈願した後、市内各所の社や⽯仏に
御札貼りを⾏う千社参りの⾏事。 

経塚 東春近⾞屋 
水害除けの祈願として、経文を埋めたと伝えら
れる場所。 

「般若島」 
美篶芦沢・高遠町下
山田・伊那（⻯東）
下新田 

水害除けを祈願するため、般若⼼経を唱えた
り、大般若経を転読して埋めた場所と伝えられ
る地名。 
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関連文化財群のテーマ 
（物語／ストーリー） テーマの中心となる歴史文化資源 

（主人公） 

歴史文化資源が 
存在する地域 

（舞台） 

歴史文化資源の価値や 
関連文化財群との関連性 

中テーマ 小テーマ 

水との闘い 復興・復旧・ 
伝える 

【市】伯先桜と⾒通し桜 
伊那（⻯⻄）⻄町 
伊那（⻯東）狐島 

洪水で狐島村と⻄町村と荒井村の村境が分
からなくなった際に、伯先桜と⾒通し桜を基準
に測量を⾏ったと伝えられる。 

天⻯川氾濫の狂歌 伊那（⻯東・⻯⻄） 
天⻯川を挟んで古町村、狐島村、山寺村、
荒井村、⻄町村の５ヶ村が堤防づくりや洪水
の原因を争う様子を詠んだ狂歌。 

割地 三峰川流域 
水害にあった農地を村全体で共有し、助け合
いながら復旧に取り組む制度で、古くから⾏わ
れていたと伝えられる。 

水を求めて
（利水） 

井筋開発と堤 

伝兵衛井筋（伝兵衛五井） 
⻑谷・高遠・美篶・ 
富県・東春近 

伊東伝兵衛が築いた５つの⽤水のうち「鞠ヶ
鼻井筋」、「お鷹岩井筋」、「大島二番井」、
「小原井筋」の４つが市内にある。 

艶三郎の井 伊那（⻯⻄）荒井 
横井⼾を通じて多くの地下水を集め、⼀気に
水を湧き上がらせる井⼾で、御子柴艶三郎が
造った。 

六道⼀番井と六道の堤と桜 美篶笠原 
六道原を開田するため、江⼾時代に高遠藩
の直営事業として引かれたの井筋と堤（貯水
池）で、堤は現在桜の名所になっている。 

木曽山⽤水 
伊那（⻯⻄）・ 
⻄箕輪 

木曽の奈良井川から引いた水を小沢川の上
流に落とし、小沢川から同量の水を⻄箕輪の
上⼾、中条地域へ引いた⽤水。 

水と川が育
んだ食文化 

食と食を支えた
道具 

五平餅 全域 
炊いた⽶を半分ほどつぶし、丸く形を整えたも
のを串に刺して焼き、クルミ味噌や山椒などの
タレをつけて食べる伝統食。 

ざざむし 天⻯川流域 
天⻯川の浅瀬に棲むカワゲラやトビケラなどの
幼⾍は、貴重なタンパク源として昔から食べら
れてきた。 

美篶細工（すず⽵細工） 
美篶上川手・ 
下川手・⻘島 

古くは段丘崖に⽣育するすず⽵を原料として
始められた⽵細工で、ざるやびくなど、食⽣活
や農作業を支える様々な製品が作られた。 
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主な構成資源 

図.主な構成資源の位置 

車屋の経塚 

ざざ虫取り 

大聖不動明王（勝間常盤橋）

（市指定文化財） 

美篶の段丘林 

旧陸軍飛行場格納庫跡 艶三郎の井 笠原の御牧推定地 

木曽山用水 霞堤 

見通し桜 

（市指定文化財） 

伯先桜 

（市指定文化財） 

伝兵衛井筋 西春近より河岸段丘を望む 

木川跡 
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第6章 歴史文化保存活用区域に関する事項 
 

１ 区域設定の方針及び考え方 

「第２次伊那市総合計画」では「歴史と文化を未来へつなぐ、心豊かな人を育むまちづくり」

を基本目標の一つに掲げ、未来を担う子どもたちの生きる力や郷土を愛する心を育むため、地域

の自然や歴史、文化、伝統を学習するなど、子どもの求めや願いを大切にした本市ならではの総

合的な学習やキャリア教育を推進するとともに、学校と家庭と地域が一体となり、人間性に満ち

た人づくり、互いに助け合い協力し合う心豊かな人づくりを進めることとしています。 

このため、伊那市では、地域のつながりと歴史文化の関連性に基づいて、旧行政単位である３

地域「伊那地域（旧伊那市）」、「高遠町地域（旧高遠町）」、「長谷地域（旧長谷村）」に歴史文化

資源の核となる文化財を定めて区域の方針を示します。伊那市の発展経緯や自然的、社会的、文

化的、歴史的要因などを踏まえて、地域の特性を生かした文化的な空間を創出するための計画区

域として「歴史文化保存活用区域」（以下、「保存活用区域」と表す。）を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

歴史文化保存活用区域とは 

有形の文化財だけではなく、無形の文化財も含めて文化財が特定地域に集中して

いる場合に、文化財と一体となって価値を形成する周辺環境も含め、文化的な空間

を創出するための計画区域。      ※「歴史文化基本構想」策定指針から一部抜粋 

図.歴史文化保存活用区域と拠点施設の位置 

伊那市創造館 
伊那市立高遠町歴史博物館 

長谷公民館 
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２ 対象区域の保存・活用の考え方 

前章で設定した伊那市の特色を示す関連文化財群は、歴史資源（主人公）ごとのつながりを重

要視しているため、市域全体にまたがる広範囲な設定となっています。保存活用区域の各地域の

目指すべき方向性は、関連文化財群の設定をふまえた上で「知る」・「活かす」・「守る」の基本的

な方針に基づき文化財の保存・活用を推進するため、地域ごとに拠点となる施設を設定し、「地

域の良さ」、「地域らしさ」を磨いていくこととします。 

地域全体で文化財の保存・活用に取り組み、市民を中心とした維持管理・継承ができる方法に

ついて検討を進め、歴史的景観については、まちづくり事業・観光事業と連携して、地域の個性

と魅力が輝く賑わいの空間の形成に努めます。 

 

地域ごとの保存・活用の考え方 

伊那地域 

●伊那市創造館の機能を充実させ、幅広く歴史文化を発信する拠点施設及び学習拠点として活

用します。各公民館においてこれらの取り組みの広がりが持てるよう推進します。 

・公民館を中心に実施している歴史講座などの活動を通して、市民とともに調査を行っていく

ことを取り込むなど、その範囲を広げていきます。 

・古墳群を周辺環境と一体的な景観として捉えて、段丘崖や山の自然環境と歴史的景観を総合

的に保存・活用するとともに地域の魅力として発信して、地域全体の歴史の理解が深まるよ

うな現地公開に努めていきます。 

・伊那街道(三州街道)や権兵衛街道、「伊那部宿酒屋旧井澤家住宅」といった街道や歴史的な

街並みを活用し、地域住民と一体となって未来へ継承できるような方法について検討を進め

ていきます。 

・指定文化財である「山寺のやきもち踊りの習俗」、「サンヨリコヨリ」、「諏訪形の御柱祭と騎

馬行列」、「羽広の獅子舞」、「青島の千社参り」のほか未指定の郷土芸能や年中行事の無形資

源についても記録化等を検討します。さらに後継者の育成・支援について検討します。 

・戦争遺跡である「旧陸軍伊那飛行場跡地」を活用した歴史学習の機会を設けることを検討し、

平和について考える機会を創出します。 

・「野口八幡社舞台」や「四国八十八ヵ所霊場」といった農村信仰景観に関わる資源を活用し、

当時の農村での暮らしや信仰等の文化を周知する取り組み等を検討します。 

 

高遠町地域 

●史跡高遠城跡を中心とした「伊那市立高遠町歴史博物館」、「信州高遠美術館」、「伊那市民俗

資料館」の機能を充実させ、特に歴史文化を発信する拠点施設として「伊那市立高遠町歴史

博物館」を活用します。 

・各施設における調査・研究活動、展示、講座等の情報発信や普及活動を充実させ、市民と一

体となった活動や取り組みを支援します。 

・文化財マップ等で歴史文化資源の位置や内容を明らかにし、AR（拡張現実）・VR（仮想現実）

等のデジタル技術を積極的に取り入れながら、観光施策と連携した活用を図ります。 

・高遠城跡の桜が全国的な知名度を誇り、全国から観光客が訪れていることを活かし、高遠城

や江戸時代以前の高遠の歴史を広く周知し、歴史文化資源と自然、観光を融合した活用を検
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討します。 

・寺社等については、老朽化や管理者の高齢化に伴い、維持管理が困難になっているという現

状があり、継続的な維持管理や保存・活用方法等を検討します。 

・高遠石工のふるさととして、高遠石工に関する情報を広く集め情報発信するとともに、所有

者や地域住民との協働により、維持管理・継承ができる方法について検討を進めていきます。 

・「高遠ばやし」等の無形民俗文化財について、保存団体や地域の学校等と連携しながら保存継

承に努め、地域コミュニティの活性化を図ります。 

 

長谷地域 

●長谷公民館（郷土資料室・戸台の化石資料室）を、幅広く文化財を発信する拠点施設及び学

習拠点として機能を充実させ、取り組みの広がりが持てるようにします。 

・「中尾歌舞伎」の再開や地元の中学生がファンクラブを作るなど、次世代を巻き込んだ活動

が展開されており、今後もこの活動を継続させるため、後継者育成について保存団体や所有

者とともに検討していきます。 

・「中央構造線」、「戸台層と化石」等の自然資源や里山の暮らしに根付いた「熱田神社」と芸能

文化は地域の歴史と生活を伝えるものであるため、継続的な調査研究を行い、市民参加の学

習活動等を通して、地域づくりの資産として活用していきます。 

・この地域はユネスコエコパーク、日本ジオパークに登録されているため、他市町村と連携し

ながらより広域的な保護と活用を行い、市民参加の学習活動等を通した取り組みを検討しま

す。 
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第7章 「文化財保存活用地域計画」の考え方 
 

１ 基本的な考え方 

「文化財保存活用地域計画」は、長野県が策定する大綱を勘案するとともに、本構想を基礎と

して中長期的な具体的施策の方向性や取り組み等を、関係する主体とともに計画的に推進する

ために作成し、国の認定を得ることとします。 

「文化財保存活用地域計画」は、伊那市が作成主体となり、社会情勢の変化に伴う多くの課題

に対応し対象となる区域の市民や関連する各種活動団体、専門家等と連携・協力して作成します。

「文化財保存活用地域計画」に示す文化財とその周辺の環境整備の方針は、本構想に掲げる方向

性と整合を図るものとし、関連文化財群や当該地域の実情に即した保存・管理及び整備・活用を

可能な限り実施期間を明確にして推進します。 

また、歴史文化資源とその周辺環境の整備にあたっては、まちづくり、観光、環境、農林、教

育等の関連部局と連携し、地域コミュニティや活動団体と連携・協働して、地域に根ざした保存・

活用の取り組みを進めます。 

 

２ 「文化財保存活用地域計画」に定める事項 

「文化財保存活用地域計画」には、次の事項を定めることを基本とします。 

 

(１) 伊那市の概要 

(２) 伊那市の文化財の概要 

(３) 伊那市の歴史文化の特徴 

(４) 文化財の保存・活用に関する課題 

(５) 文化財の保存・活用に関する方針 

(６) 伊那市における文化財の保存・活用を図るために講ずる措置 

(７) 伊那市における文化財を把握するための調査に関する事項 

(８) 計画の期間 

(９) 文化財の保存・活用の推進体制 

(10) その他、伊那市の実情をふまえた事項 
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第8章 保存・活用を推進するための体制整備の方針 
 

１ 保存・活用に関わる主体とその役割 

歴史文化資源の保存・活用は、行政または所有者のいずれかが単体で実施することが困難にな

ってきており、市民や各種団体、教育機関等、複数の主体が連携しながら実施していくことが求

められています。 

歴史文化資源の保存・活用を推進する上で関係する主体と、それぞれに求められる役割は以下

のようなものです。 

 

(1) 行政の役割 

� 歴史文化資源の保存・活用に関する諸施策の立案と推進 

� 文化財の指定・登録等に関する諸手続と保護 

� 歴史文化資源の調査・研究及びその支援 

� 歴史文化資源に関するデータベースの整備 

� 歴史文化資源に関する情報発信と普及啓発 

� 歴史文化資源の保存・活用に関する各主体との連携・調整 

� 庁内関係部局、国・県等の関係機関との調整 

 

(2) 所有者の役割 

� 歴史文化資源の維持管理に関する取り組み 

� 歴史文化資源の公開等の実施 

 

(3) 市民の役割 

� 地域の歴史文化資源へ関心を持つ 

� 地域の歴史文化資源の維持管理への参加・協力 

� 歴史文化に関するイベント等への積極的な参加 

� 地域の有形・無形の歴史文化資源の継承 

 

(4) 有識者・研究機関・教育機関の役割 

� 歴史文化資源の調査・研究の実施 

� 歴史文化資源の調査・研究成果等の情報発信 

� 歴史文化資源の保存・維持管理・修理・継承に関する指導と助言 

� 歴史文化資源の保存・活用に関わる人材の育成 

 

(5) 各種団体・事業者の役割 

� 歴史文化資源の維持管理への協力 

� 歴史文化資源を活かしたイベントの企画と運営 

� 歴史文化資源の保存・活用に関わる人材の育成 
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２ 保存・活用体制の整備 

歴史文化資源を保存・活用し、次世代へ継承していくための取り組みには、所有者や行政のほ

か、市民の積極的な参画が必要です。歴史文化資源の中には、保存・活用に係る連携・協力体制

がすでに構築され、機能しているものもありますが、歴史文化資源の大半はそのような体制が整

っていません。市民・有識者・研究機関・教育機関・各種団体・事業者など多様な関係者が連携・

協力し、地域が一体となって歴史文化資源の保存・活用を図るため、以下のようなイメージの体

制を整えていきます。 

 

 

 

図.保存・活用の推進体制整備のイメージ 

 

 

(1) 行政組織の充実と連携の強化 

基本構想の方針を実現する事業を実行する上で必要な職員体制の検討と、庁内関係部局と

の連携構築を図ります。 

 

(2) 行政・所有者・市民・有識者・研究機関・教育機関・各種団体・事業者との連携協力 

保護保存・活用の取り組みについて、情報共有を図り、参加の働きかけを行います。 

また、定期的な情報発信に努めるとともに、それぞれの立場で自主的に取り組みが進められ

る体制づくりを支援します。 

 

市 民・所有者 各種団体・事業者 

行 政 有識者・研究機関・教育機関 

伊那市 

伊那市 

関係部局 

調整 
連携 

情報共有 

連携 
協力 

連携 
協力 

連携・協力 

連携・協力 

連携 
協力 

指導機関 

文化庁 

長野県 

教育委員会 

指導 
助言 

伊那市 

教育委員会 

指導・助言 

伊那市文化財 
審議委員会 
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