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　本書は、村田町村田伝統的建造物群保存地区の保存整備計画の方針を示した

｢村田町村田伝統的建造物群保存地区保存計画｣を基に、保存地区の歴史や特

徴、保存整備の仕組みや修理・修景の手続きなどについて、写真や図版を多用

して解りやすくまとめたものです。保存地区や修理・修景事業に対して住民の

理解を助け、工事に携わる事業者等の運用に寄与することを目的とします。
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　伝統的建造物群は、文化財保護法により｢周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的建造

物群で価値の高いもの｣と位置付けられた文化財です。

　伝統的建造物群保存地区（伝建地区）は、歴史的なまとまりのある、伝統的な建築物、門や塀などの工作物

（建築物と工作物を合わせて建造物と呼びます）、そして景観上密接な関係にある樹木や庭園等（環境物件）を含む

範囲を、文化財として保存するために定められた地区です。市町村は、伝統的建造物群の価値を調べて確定し、

住民の理解と合意形成を図った上で保存条例を制定し、保存地区の決定、保存計画の策定などを行います。

　そして、国は市町村の申出に基づき、我が国にとって価値が特に高いものを重要伝統的建造物群保存地区

（重伝建地区）として選定します。

1  村田町村田伝統的建造物群保存地区のあらまし

伝統的建造物群保存地区とは…

1

伝統的建造物群保存地区に関する用語と説明

重要伝統的
建造物群
保存地区

伝統的建造物群保存地区の
区域の全部又は一部で、我
が国にとって価値が高いも
のとして文部科学大臣が選
定したもの

伝統的
建造物群
保存地区

伝統的建造物
群と一対をな
して価値を形
成する環境　

伝統的建造物群及びこれと
一体をなしてその価値を形
成している環境を保存する
ため、市町村が都市計画又
は条例で定める地区

伝統的
建造物群

周囲の環境と一体を
なして歴史的風致を
形成している伝統的
な建造物群で価値の
高いもの

伝統的建造物群と
一体をなす環境を
保存するため特に
必要と認められる
物件

［特定物件］

伝統的
建造物

［特定物件］

環境物件

伝統的建造物群を構
成している建築物、
その他の工作物

建築物

［修理］

［復旧］

工作物

［修理］

伝統的
建造物以外
の建造物

その他の物件
（自然物・土地）

建築物

［修景］

［修景］

工作物

［修景］

保
存
修
理
を
図
る
べ
き
も
の（
修
理・復
旧
）

調
和
を
図
る
べ
き
も
の（
修
景
）



村田町村田伝統的建造物群保存地区

村田小学校

村田町役場

村田町中央公民館

町指定史跡
願勝寺山門・

・・

町指定史跡
武家屋敷

（旧田山家住宅）
・
・・
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（村田館）

・
・・

伝統的建造物（建築物）

伝統的建造物（工作物）
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村田商人
やましょう記念館

ヤマニ邸
（観光案内所）
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　名　称・村田町村田伝統的建造物群保存地区

　規　模・東西約180メートル、南北約470メートル

　面　積・約7.4ヘクタール

　範　囲・村田町大字村田字町の一部

伝統的建造物群保存地区の概要

保存地区の範囲 平成27年3月現在
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　町の歴史は、旧石器時代まで遡ることができ、縄文・弥生時代の遺跡も見つかっています。古墳時代の遺

跡が多く、120基ほどの古墳が確認されており、祭祀遺跡も発掘されています。町の南部に位置する関場地区

には、全長90メートルで宮城県内第3位の大きさを誇る前方後円墳・愛宕山古墳があります。奈良・平安時代

の遺跡としては、北沢遺跡や梅ケ久保遺跡などが知られ、竪穴住居跡などが発掘されています。

　村田館は、鎌倉時代後期から南北朝時代頃の陶器片が出土しているため、この頃に築かれたものと推測さ

れます。安永７年（1778）にまとめられた地誌『柴田郡村田郷風土記御用書出』には、京都より下向した公家が

｢お館様｣として住み始め、それが16代続いた後に、村田氏が居城したと記されています。

　室町時代の嘉吉年間（1441～1444）、下野国小山氏の流れをくむ小山九郎業朝が合戦に敗れ、奥州へ落ち延

び村田に住んだと伝わります。小山氏は村田姓を名乗り、｢村田殿｣と称されました。永禄８年（1565）、6代村

田近重には男子がなかったため、伊達家14代稙宗の九男宗殖（万好斎）を後嗣としました。これによって、村

田氏は伊達家の一家となりました。その後、村田氏は7代にわたって、西根荘村田郷（現在の村田町大字村田

から大字足立付近）を領しました。

　天正19年（1591）、所替えに伴い米沢から岩出山へ向かっていた伊達政宗の側室・飯坂の局は、村田館で長

男兵五郎を産みました。飯坂の局はそのまま村田にとどまり、兵五郎は３歳まで村田で育てられました。兵

五郎は元服して秀宗と名乗り、後に宇和島藩10万石の藩祖となりました。

　伊達家一門の石川昭光は、慶長８年（1603）に政宗から隠居所として村田館を与えられ、慶長15年（1610）ま

で館主となりました。元和４年（1618）、政宗の七男宗高が柴田郡と刈田郡の３万石を知行し、村田館に着任

しました。寛永３年（1626）に宗高が20歳で亡くなった後は、伊達家の御蔵入地（領主の直轄地）を経て、奥山

大学、田村右京、大松沢和泉など、館主が度々替わりました。貞享元年（1684）に芝多常春が村田郷を拝領

し、以降、芝多氏は８代にわたってこの地を治めました。慶応２年（1866）、芝多氏は加美郡谷地森村の領主

であった片平氏と領地を交換し、間もなく明治維新を迎えました。

　町場は、小高い村田館より東に見下ろす位置に置かれました。このような都市計画が行われた時期は定か

ではありませんが、村田商人の草分けと言われる山奥備後（後に山田姓へ改姓）は、天正年間（1573～1593）に

越前国福井から遠刈田を経て村田に移り住んだと伝わります。従って、その頃には商業地としての素地が

あったものと推測されます。明和９年（1772）の地誌である『封内風土記』には、市店のある駅と記され、更に

『柴田郡村田郷風土記御用書出』には、本町、荒町、南町の三町を合わせて｢村田町｣という宿場があり、その

長さは五丁拾四間（約570メートル）あったと記されています。

　町の中央を南北に通る街道（現　町道町中央線）は、南は大河原へ、北西へは川崎・笹谷峠を経由して山形

へ、北東へは菅生を経由して仙台城下へと通じていました。街道の名称は、『柴田郡沼辺村風土記御用書出』

によると｢羽州海道｣と記され、また、足立（現在の字大関）にある享保５年（1720）の道標には｢もかみ海道　か

わさき道｣と彫られています。これらの名称より、街道は川崎や山形方面への主要な交通路であったことが窺

えます。

2  村田の歴史

古代～中世

近世

あた ご やま

きたざわ うめ が く　ぼ

だて

しば た ぐん むら た ごう ふ　ど　き ご ようかきだし

お やま く ろうなりともしもつけのくに

ところが

か きつ

どの

ちかしげ たねむね むねふゆ ばんこうさい

い っ か

まさむね いいざか つぼね

ひょう ご ろう

ひでむね

いしかわあきみつ

むねたか

おくやま

だいがく たむら うきょう おおまつざわ いずみ しば た つねはる

かたひら

やまおくびん ご やま だ

ほうない ふ　ど　き

あらまちもとまち みなみまち

（街）（街）
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　近世の村田商人は、紅花、米、太物、古着、荒物、塩などを商い、金融業なども活発に行いました。特に

紅花は、最も収益の高い代表的な商品でした。村田における紅花の取引は、遅くとも18世紀初期に始まった

とされます。村田は、柴田郡や刈田郡等仙南地方で生産された紅花の集荷拠点となりました。村田に集積され

た大量の紅花は、荷造り後に上方や江戸へと出荷されました。上方への輸送は、笹谷峠を経て山形の大石田

で船に積替え、最上川を酒田まで下り、更に北前船による日本海航路を用いました。このように村田は、上

方への流通経路の主流であった西回り航路へ繋がる山形方面への交通の便が良いため、上方と仙南地方を結

ぶ中継地の役割を担ったことが、町の繁栄を導いた要因の一つと言えるでしょう。

　村田商人は、京都で紅花等を売って得た金で、帰り荷として上方の物資を大量に仕入れ、地元に帰って商

売を行いました。空船で帰るような無駄はせず、効率よく商売を行っていたのです。

　村田郷は、明治22年（1889）に近隣の３つの村と合併して｢村田村｣となり、更に明治28年（1895）には｢村田

町｣となりました。商業については、明治15年（1882）頃には化学染料の普及により、紅花の取り扱いはなくな

りますが、その他の江戸時代以来の商品は引き続き扱われました。そして新たに、紅花に替わって味噌、醤

油、生糸、薪、炭、紡績糸、洋反物、繭などの集散地となりました。有力商人の中には、株主や大地主とし

て新たな活路を見出す者もあり、昭和期に至るまで商業地としての繁栄は続きました。

　戦後以降は経済基盤の変化や生活の近代化、自動車交通網の発展などにより、それまでの商業地としての

役割は薄れました。しかし、近世から近代にかけて築かれた町並みは姿を留め、当時の繁栄ぶりを今に伝え

ています。

近代～現代

市神の石碑 紅花の取引に関する古文書（村田町歴史みらい館蔵）

おおいし だ

大正時代の町並みの様子（本町） 昭和初期の町並みの様子（本町）
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　町の人口は、昭和25年の１万６千人が最多で、その後減少の一途をたどります。一方、昭和48年に東北自

動車道村田インターチェンジが設置され、昭和50年代には工業団地が造成されて企業の誘致が行われまし

た。更に、昭和63年に東北自動車道と山形自動車道を結ぶ村田ジャンクションが設置されたため、交通の利

便性が向上しました。

　昭和40年代頃から、土蔵造の店舗などは、時代にそぐわない等の理由により、正面を近代的意匠の壁で覆

うといった改造や、建て替えのための取り壊しが相次ぎ、町並みの連続性が途切れる部分が生じました。昭

和50年代後半からは、残された土蔵造の建造物が観光資源として見直され、昭和61年には全国小京都会議に

加盟しました。その後、平成２年に地域住民と町職員によって｢歴史と文化の香るまちづくり委員会｣が設立

され、町独自のまちづくりが議論され始めました。その成果として、村田城（館）本丸跡等を整備して城山公

園とすると共に村田町歴史みらい館が建設されました。平成５年には財団法人（現公益財団法人）日本ナショ

ナルトラストによって、本町・荒町・河原町の歴史的な建造物の調査が行われ、報告書が刊行されました。

これにより、町並みは建築史や文化財の専門家から注目され、全国的に知られるところとなりました。

　江戸時代後期に紅花商人として威勢を誇った大沼正七家の建造物群が、平成10年に町へ寄贈され｢村田商人

やましょう記念館｣として開館しました。その後、大沼正七家の分家である大沼孫十郎（初代）家も町へ寄贈さ

れ、｢村田町ヤマニ邸｣として住民の活動の場や観光案内所等として活用されることになります。現在は両者

共に、住民と来訪者の交流拠点となり、保存地区に係る各種情報発信の場ともなっています。

　町並みで行われる伝統行事として、10月上旬に行われる｢蔵の町むらた布袋まつり｣が挙げられます。地域

住民が参加する一大行事で、布袋人形を載せた山車が町並みを巡り、布袋ばやしの笛の音が秋空に響きま

す。また、平成10年からは｢むらた町家の雛めぐり｣、平成13年からは｢みやぎ村田町蔵の陶器市｣が開催され

ています。いずれも、保存地区の伝統的建造物が活用されており、毎年町内外から大勢の人々が訪れ活況を

呈します。更に、平成17年からは｢蔵ing村田新そばまつり｣が開催され、保存地区を会場に地場産品を活用し

た取り組みも行われています。

　平成23年３月11日に発生した東日本大震災では、多くの歴史的な建造物が被害を受けました。損傷が大き

なものもあり、修理をあきらめ取り壊されたものも少なくありません。そのため、これらの被災した建造物

の修理や景観整備の対策が早急に必要となりました。

　そこで町は、歴史ある建造物の修理等を行いながらそれらを活用して町の活性化を図るために、伝建地区

制度導入の方針を示し、検討を開始しました。平成25年４月より、伝建地区決定に向けた本格的な準備に取

り掛かり、平成25年11月に｢村田町伝統的建造物群保存地区保存条例｣が制定されました。平成26年３月には

｢村田町村田伝統的建造物群保存地区｣が都市計画決定され、同時に保存計画が告示されました。そして、文

部科学大臣へ申出を行った結果、平成26年９月、重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。

おおぬましょうしち

おおぬままごじゅうろう

重要伝統的建造物群保存地区選定までの道のり
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　最も古い村田の町の姿を示す史料は、慶応２年（1866）の状況が描かれているとされる『居屋敷並家中屋敷絵

図面』（写）です。この絵図を見ると、村田館と川（現　荒川）の間に整然と街路が配置され、それに囲まれた街

区の様子が解ります。街路は、村田館に東面して｢表小路｣、番所から東方向に｢大手小路｣、その北側に平行

して｢北小路｣をそれぞれ配し、それらによって区画された宅地は｢侍屋敷｣です。さらに、その東側に道幅の

広い街路（旧街道）が南北に通っており、その両側には、北から｢足軽屋敷」｢町家｣と記された街区となりま

す。また、街路の中央や脇に配置された水路の様子も窺えます。

　このような町の骨格が形成され始めた時期は不明ですが、前出の『柴田郡村田郷風土記御用書出』の記述な

どにより、江戸時代中頃には既に町の下地はあったものと推測されます。

　明治時代の地籍図を見ると、前述の絵図に描かれている｢町家｣の街区、すなわち従来の商業地（荒町、本

町、南町東側）に加え、侍屋敷であった区画（西側街区の一部、南町西側）、および足軽屋敷であった区画（河

原町）へ商業地が拡張されていることが解ります。また、東側街区の背後の路と、その道へ｢表小路｣から鍵型

に通り抜ける幅の狭い路が増設されています。大正期には、西側街区の背後に新たに路が敷かれました。旧

街道の中央にあった水路は、明治の地籍図が描かれた時点では道の両脇に位置が変更されています。こうし

た町割の状況は、ほぼ現在に受け継がれています。保存地区は、この歴史的な商業地のうち、荒町と本町に

当る範囲です。

　保存地区内の主要な伝統的建造物は、江戸後期から昭和20年代までに建てられた商家建築です。中でも、

ひときわ存在感のある土蔵造の店は、耐火性能を備えると同時に富の象徴として、明治前期から大正期にか

けて次々と建てられ、本町地区を中心に数多く残ります。戦後以降、改造や建て替えが行われたところも少

なくありませんが、今なお多くの伝統的建造物が残された町並みは、近世から戦後にかけて商業地として繁

栄した町の歴史を伝えています。

3  村田町村田伝統的建造物群保存地区の特徴

町の構成と町並み
い　やしきならびにかちゅう や しき　え

ず めん

江戸末期の町の様子を描いたとされる絵図『居屋敷並家中屋敷絵図面』（写）
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　保存地区では、南北に通る旧街道（表通り）に対し、間口が狭く奥行が深い短冊型の敷地割が保たれていま

す。間口は、３間（約5.5メートル）から４間（約7メートル）程度が多く、それを2つ合わせた6間（約11メート

ル）程度のものや、それ以上のものもあります。奥行は、表通りに対して西側の敷地では37間（約67メートル）

程度、東側では47間（約85メートル）程度と長大であり、東側は西側よりやや深くなります。

　主要な建築物は、店と主屋です。店は表通りに沿って建ち、主屋は店の背後に棟を違えて接続します。職

専用の空間である店と、住専用の空間である主屋というように、用途ごとに建築物を明確に分離する商家の

構成は独特なものです。これら建築物は敷地の北側に寄せられ、空いた南側に、表通りから敷地背後の路（裏

通り）へと貫通する幅半間から１間程度の外通路を設けます。この通路によって、敷地内の通行とともに日照

や通風が確保されます。外通路の入口には、店に寄り添うように表門を配し、敷地の間口が広い場合は、門

の両脇に袖塀が付されます。裏通り側にも、同様に裏門や塀を設ける場合もあります。このような建造物の

配置、そして、それらが成す店と表門・塀が建ち並ぶ景観は、保存地区の大きな特徴です。

　その他、敷地内には複数の土蔵や各種付属屋が建ちます。土蔵は、主屋の奥から裏通りに向かって、敷地

の北側に寄せて並ぶのが一般的ですが、間口が広い敷地では、表通りに沿って店の脇に配する場合もありま

す。また、釜屋や浴室等は、間口が広い敷地では外通路を挟んで主屋と向かい合せに建つ場合もあります

が、それ以外の付属屋は敷地の奥に建てられます。

　隣地との境界に塀等はあまり設けられず、各建築物の北側外壁面が隣地境界に沿って並びます。特に、敷

地の北側が街路に接する場合は、外壁面が連続する情趣ある景観を呈します。一方、南側が街路に接する敷

地では、街路沿いに土塀や板塀を回す場合もあります。

地割と建造物の配置

明治23（1890）年の家相図［大沼正七家］

明治時代に描かれたとされる地籍図
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　店はタナと呼ばれ、その構造形式は、土蔵造、塗屋造、真壁造の
３種類に分けられます。
　土蔵造の店（店蔵）は、外壁や屋根廻り等を厚い土で覆い防火性が
考慮された構造です。屋根形式はほとんどが切妻造平入で、切妻造
妻入の事例は１棟のみ存在します。いずれも二階建てで、表側には
間口一杯に奥行き１間程度の下屋（本体から張り出し一階のみに差
し掛けられる屋根）が付きます。屋根は、土と漆喰で軒廻りを覆う
塗籠形式と、厚い土で覆った屋根の上に木造の小屋組みを設けて二
重屋根とする置き屋根形式とに大別されます。屋根材は、現状ではいずれの場合も桟瓦葺きが多く見られま
すが、かつては木羽（薄い木の板）葺き等も存在したようです。
　外壁は白漆喰塗り仕上げとし、腰壁は一階・二階ともになまこ壁（外壁を保護するために、平瓦を張り継ぎ
目に漆喰を半円形断面に盛った装飾的な壁）をあしらうものもあります。北側外壁は一般に下見板張り（長い
板材を横に用いて互いに少し重なるように張ること）とします。
　店蔵の一階は、下屋部分のみを土間とし、その他は畳敷き又は板張りの一室です。本体と下屋の境には、
巨大な差物（構造材を兼ねる長方形断面の鴨居）を渡し、その中央を太い柱が支えます。店の正面において目
立つ部材である差物や柱には漆が塗られ、構造的な役割の他、富を誇示する要素にもなっていたようです。
　一階は、明治期頃までは、表通りに向けて全面的に開口とし、日中は開放していました。夜間等は下屋境
で上げ下げするしとみ戸（摺り揚げ戸）で戸締りしました。更に、火災に備え防火戸を備えていたと思われま
す。大正期以降は、しとみ戸に替わって、下屋の柱間に設置した板戸やガラス戸によって戸締りする様式が
現れました。その場合、戸袋を設け防火用の鉄戸等を備えるものもありました。
　二階は、床は板敷きで天井や造作を施さず、当初より物置等として使用されていたようです。通りに向け
て鉄格子を取り付けた明かり取りの小窓を二か所設け、観音開きや片開きの土扉を備えます。窓上には掛け
庇を付します。
　店蔵の建築年代は、雛箱や棟札等によって判明する例は、ほとん
どが明治期から大正期です。最も古い例は、雛箱の墨書より文政５
年（1822）であることが知られます。
　塗屋造の店は、間口２間半程度の小規模なものがほとんどです。
切妻造妻入で、店蔵と同様に表側に下屋を付けます。外壁を土で覆
いますが、土蔵造よりも壁厚は薄く多くは軒裏を塗り込めません。
一階開口部は店蔵と同様ですが、二階は扉のない小窓を１か所穿つ
簡素な造りとなります。

建築物の伝統様式
店

土蔵造の例

塗屋造の例

○用語の説明○

切妻造
（きりづまづくり）

寄棟造
（よせむねづくり）

入母屋造
（いりもやづくり）

妻
側 平

側

棟
（むね）

屋根の形 平入（ひらいり）・主な出入口が平側にあること。
妻入（つまいり）・主な出入口が妻側にあること。

大壁（おおかべ）・柱が仕上げ材で覆われた壁。
土蔵造や塗屋造の壁がこれにあたる。

真壁（しんかべ）・仕上げを含めた壁厚が柱幅内に納まる壁。
壁面に柱や梁などの構造部材が現れる。

かもいさしもの

ぬり や づくり

こ　ば

ぬりごめ
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　真壁造の店は、現在、保存地区内にはほとんど残っていません
が、昭和初期頃の写真を見ると、いくつも軒を連ねていたことが窺
えます。間口２間半程度の規模で、切妻造妻入および寄棟造妻入が
見られます。下屋の建具は板戸やガラス戸で、二階の開口部は、幅
１間から半間程度の窓を中央に設けます。
　塗屋造、真壁造のいずれも、現状の屋根は桟瓦葺や鉄板葺です
が、古写真を見ると、当初は木羽葺や杉皮葺、そして石置屋根が多
かったようです。

　主屋は、店の背後に屋根の向きを直行方向にして配置します。店
蔵の場合は、店と主屋は１間程度の間隔を空けて切妻屋根を架けて
双方の行き来の利便を図り、床と開口部を設けて一室として使用す
る場合もあります。主屋の屋根形式は、切妻造、寄棟造、入母屋造
が見られます。元来は平屋ですが、明治中後期以降は二階建ても出
現します。構造は真壁造で、現状の屋根は桟瓦葺や鉄板葺ですが、
古写真では木羽葺等も見られます。
　一般的な一階の間取りは、３、４室が串刺し状に並び、店側より
台所、茶の間、座敷と奥に行くほど部屋の格式が上がります。一
方、明治前期以前の間取りは、奥を台所とする逆配列であった事例
も知られます。二階建ての場合は、一般に炉のある茶の間上部は吹
き抜けとなり、印象的な空間が形成されます。外通路に面する部分
の柱間は掃き出し窓で、非常に開放的です。建具は、広縁がない場
合は障子戸又はガラス戸として外側に雨戸を設置し、広縁がある場
合はガラス戸と雨戸を設置します。建物内部へは外通路に面した勝
手口や掃き出し窓から出入りします。大正期以降になると、茶の間
の前に玄関を構えるものも出現します。
　北側の外壁は、上部を漆喰塗または荒壁とし下部を下見板張りとします。主屋の建築年代は、店蔵同様、
明治期以降のものが多く、その構造上、店と主屋が同時期の建築ではない場合があります。

　土蔵は、主屋に近接して座敷が設けられる内蔵、味噌蔵や文庫蔵
等といった収納蔵、酒蔵や醸造蔵といった製造蔵など、種類や規模
は多様です。多くは切妻造平入で、敷地の奥行方向に棟を平行して
建ちます。屋根はほとんどが置き屋根形式の桟瓦葺きです。外壁は
漆喰塗り仕上げとし、なまこ壁や下見板張りの腰壁を設けます。道
路や隣地に沿う外壁は、全面的に下見板張りとする場合もありま
す。大正期以降はモルタル塗り仕上げも見られるようになります。
出入口の上部には出の深い庇を差し掛けます。

　その他の付属屋は、釜屋や便所、浴室、離れ等、多種多様です。いずれも真壁造で勾配屋根を設けます。

主屋

土蔵

その他

平屋の例

真壁造の例

二階建ての例
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　多くの場合、敷地の間口にかかわらず通りと外通路の境に門

を設けます。表門は、軒の出が深い大きな屋根を冠する大型の

門と、簡素な造りの小型の門に分けられます。

　大型の門は、棟門と腕木門を合わせたような構造で、大きな

屋根を載せるための工夫がなされています。柱間には、両開き

戸や片開きの大戸が取り付きます。腕木等に施された繰形や彫

刻、家紋の浮彫や透かし模様が施された欄間に、各家の個性が

表れます。また、門の両脇に付される土塀や板塀の意匠も、家

ごとに工夫を凝らします。

　一方、小型の門は、柱間が１間未満の腕木門で、間口が３間

半以下の小規模な敷地に設けられます。軒の浅い屋根は勾配が

緩く、現状は鉄板葺ですが当初は板葺や杉皮葺等であったと推

測されます。柱間には、引き違い戸か片開きの大戸が取り付き

ます。また裏通り側に表門と同様の形をした裏門を設ける家も

あります。

　江戸後期の家相図には門が描かれており、少なくともこの頃

には門構えの商家が出現していたようです。しかし、このよう

な豪壮な門が建ち並ぶようになったのは、商家が本格的な門を

構えることが可能となった明治以降のことと思われます。

　門の足元には石畳を敷き詰め、更に、門から連続する外通路

も同様に石畳です。これらの石材は、近年まで地元で採掘され

ていた村田石が使用されています。なお、村田石は建築物の礎

石などに巾広く使用されています。

　家内安全や商売繁盛を祈る屋敷神は、多くの家で祀られてい

ます。これらは家ごとに大きさや意匠が異なり、技巧を凝らし

た立派な造りの社も少なくありません。

　また、町並み唯一である酒造商家の庵看板は、唐破風屋根を

冠し精巧な彫刻が施された印象的な存在です。

　庭は、主屋と外通路を挟んで向き合う位置や主屋の裏側に設

けられます。中には、植木や池、石灯篭、庭石等を配した見事

な庭園もあります。門や塀越しに垣間見ることができる庭は、

町並みに彩りを添える重要な景観要素となっています。

工作物・庭など
門・塀

石畳・屋敷神など

環境物件

大型の門

石畳と庭

大型の門 小型の門と石畳

屋敷神 庵看板
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　伝建地区の町並みを守り継承していくためには、現代生活との調和を図りながら、歴史ある建造物は適切

に保存し、新しい建造物の外観は伝統的な町並みに調和させることが重要です。そこで、伝建地区制度で

は、村田固有の伝統的な建造物や町並みを一体的に保存し整備していくために、一定のルールを設けます。

また、建造物の所有者等を支援するために、修理等の費用に対する補助や税の優遇措置が用意されていま

す。ただし、原則として、日常的な修繕や部分的な工事は補助の対象とはなりません。

　保存地区内の建造物や土地等に対し、下記のように、現状の外観が変わる建築行為等（現状変更）を行う場

合は、あらかじめ町に申請をして許可を得ることが必要となります。工事の計画をする場合は、次頁に示す

いずれかの基準に従う必要がありますので、事前に町にご相談下さい。

　看板等の屋外広告物については、県の屋外広告物条例による表示の制限があります。表示の際は、県大河

原土木事務所にあらかじめご相談下さい。

4  伝建地区制度のルールと助成制度

現状変更の申請と許可

－ ご注意 －

【許可が必要な例】
① 建築物・工作物を新築、増築、改築する、又は敷地内で移転する、取り壊すとき

② 建築物・工作物の材質や色、デザインが変わるような修繕や模様替えをするとき

③ 屋外に新たな建築設備（エアコン室外機、太陽光パネル、アンテナ等）を設置するとき

④ 宅地の造成など、土地の形質の変更を行うとき

⑤ 景観に影響が及ぶような木竹の伐採を行うとき

⑥ 土石などの採取を行うとき

⑦ 水路の埋立てを行うとき

ただし、以下のような場合は許可の必要はありません。
① 非常災害時の応急措置

② 次に掲げる工作物の設置や除却

　 ・仮設の工作物

　 ・水道管、下水道管など地下に設ける工作物

③ 次に掲げる木竹の伐採

　 ・間伐、枝打ち、整枝等通常行われる伐採

　 ・枯枝又は危険な木竹の伐採

　 ・森林病害虫等防除のための伐採

　 ・仮植えの木竹の伐採

④ その他、次に掲げる行為

　 ・法令等の処分による義務の履行

　 ・道路標識等の設置等
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　保存地区内の建造物は、｢伝統的建造物｣と｢伝統的建造物以外の建造物｣に大きく分けられます。

　｢伝統的建造物｣とは、昭和20年代以前に建てられた建築物及び工作物のうち、伝統的建造物群の特性を有

していると認められるもので、所有者等の同意が得られたものです。また、これと一体をなす庭園や樹木等

の環境要素を、｢環境物件｣として特定します。｢伝統的建造物」｢環境物件｣（双方を便宜上｢特定物件｣と呼び

ます）は、伝統的建造物群の形成上欠くことのできない物件として、末永く保存が図られることになります。

　｢修理｣とは、経年劣化や災害等による損傷や、改変等がなされた伝統的建造物（特定物件）について、主に

外観の本来の特性を維持又は回復するための行為です。特性が留められている建造物については現状維持の

ための修理を行い、後世の改変がなされ特性が損なわれていると認められる場合は、復原的修理を行います。

　一方、｢修景｣とは、伝統的建造物以外の建造物に行われるもので、周囲の伝統的建造物の特性を踏まえな

がら外観を伝統的な町並みに調和するよう整えて行く建築行為です。

　また、｢復旧｣とは、環境物件（特定物件）について、その本来の特性を維持又は回復するための行為です。

　保存地区においては、保存を図る特定物件だけでなく、建築行為等を行う場合は、町並みの景観を守り、

文化財としての価値を高めるために、一定の基準に従う必要があります。基準は、｢修理基準」｢修景基準」｢許

可基準｣の３種類です。

　｢修理基準｣は伝統的建造物及び環境物件（特定物件）に適用され、｢修景基準｣及び｢許可基準｣は伝統的建造

物以外の建造物に適用されます。なお、環境物件以外の自然物や土地は｢許可基準｣に従わなければなりません。

　｢修理基準｣及び｢修景基準｣に従った建築行為は補助の対象となります。一方、｢許可基準｣は町並み景観を

乱さないための最低限の基準で、補助の対象にはなりません。

伝統的建造物及び環境物件の特定

修理・修景・復旧

修理基準・修景基準・許可基準
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昭和20年代以前に
建築された建造物

伝統的建造物
（特定物件）

修理基準
（P14）

修景基準
（P15）

許可基準
（P23）

伝統的建造物以外の建造物

昭和30年以降に建築された建造物
これから建築する建造物

補助対象となる基準

所有者の同意を
得られた場合

修理・修繕

所有者の同意を
得られなかった場合

修理・修繕
増･改築・新築等

建造物の種別と対応する基準



5  現状変更のための手続き

☆○印は施主（所有者等）が関係する事項
○建築物・工作物の建築行為を希望する場合は事前に町に相談（随時）
　[施主→　町：村田町教育委員会 村田町歴史みらい館]
※軽微な内容でも相談してください。
※許可が不要な建築行為と判断された場合は、直ぐに工事着工できます。

○修理・修景希望物件の調査　[町→　施主]
・破損調査の実施　[町・設計者]
・補助対象候補物件の優先順位検討　[町]
○施主・設計者・町の三者による設計内容の事前協議
・基本設計開始　[設計者]
・履歴調査の実施　[町・設計者]
○施主・設計者・町の三者による設計内容の協議
※基本設計の設計図書・概算見積書を提出していただきます。
・町伝統的建造物群保存地区保存審議会の協議を経て最終候補物件を決定
・国・県の補助事業採択基準による修理・修景事業の内容確認
※建築行為等の内容・事業費について検討・協議します。[町→　国・県]
○国・県の指導を受けて、施主・設計者・町により設計内容について再協議
・実施設計開始　[設計者]
※設計内容については町に随時相談してください。
○設計図書・事業費関係書類の提出（補助金要望用）　[施主→　町]
・国庫及び県費補助金要望  [町→　国・県]
・国・県の内々示を受けて補助金交付申請　[町→　国・県]
○内示通知交付　　[町→　施主]

・国庫・県費補助金交付決定通知　[国・県→　町]
○現状変更許可申請  [施主→　町]
※設計図書等の資料を添付のうえ町に申請してください。
○現状変更許可通知  [町→　施主]

○必要な場合は建築確認申請

○補助金交付申請　[施主→　町]
※設計図書等の資料を添付のうえ町に申請してください。
○補助金交付決定通知　[町→　施主]
※この時点より、補助事業の本格スタート
○設計監理委託・工事請負契約　[施主→　設計者・施工者]
○工事着工

○工事中は、施主・設計者及び町により工事の詳細を随時協議
○事業内容を変更する場合は、施主・設計者・町で協議し、
　現状変更行為変更承認申請書を提出　[施主→　町]
○工事完了
○現状変更行為完了届出書の提出　[施主→町]
・町による書類審査及び完了検査の実施　[町]
○補助交付請求書及び補助事業実績報告書の提出　[施主→町]

○補助金の確定・交付  [町→　施主]
・国へ実績報告書を提出  [町→　国・県]

４月末
５月　

　
７月　

９月　

10月末
11月　

12月末
１月　
２月　
３月末

４月　

３月　

　保存地区内で建築行為（新築、改築、増築、修繕等）を行う場合は、次のフローチャートによって手続きを行います。

事前相談

協　　議

補助を受けない場合 補助を受ける場合

「許可基準」に
基づく建築計画

現状変更許可申請書
提　　出

建築確認申請
※必要な場合のみ

許　　可

工　　事

工事完了

建築確認通知 建築確認申請
※必要な場合のみ

許　　可

工　　事

工事完了

建築確認通知

補助金交付申請

「修理基準」又は
「修景基準」に
基づく建築計画

現状変更許可申請書
提　　出

※右のスケジュール表に
　よらず個別に手続きや
　工事を進めて下さい。

※右のスケジュール表を
　目安に手続き・工事を
　進めて下さい。

補助を受ける場合のスケジュール

○現状変更行為完了
　届出書を提出
　 [施主→町]

変更認証
協議・申請

※必要な
　場合のみ

建
築
行
為
等
の
前
年
度

建
築
行
為
等
を
行
う
年
度
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　建 築 物・主としてその外観を維持するため、原則として、履歴を調査の上、現状維持又は然るべき旧状

　　　　　　に復原修理する。

　工 作 物・原則、履歴を調査の上、現状維持又は然るべき旧状に復原修理する。

　環境物件・原則、履歴を調査の上、現状維持及び保全又は復旧する。

修理方針決定までの流れ

　修理基準［補助対象］

復原修理
・町や専門家による破損調査・履歴調査を行い、その結果に基づいて修理の計画を作成します。

・後世の改変により、各時代の特性を反映した外観の伝統様式が複数確認されることがあります。　　　　
　その場合、旧状とは必ずしも建築当初の姿と限らず、どの時期の姿に復原するのが適切か、所有者等の意
　向や建造物の状態、周囲の景観等を総合的に考察して決定します。

・改変が大きく、履歴調査により旧状が確認できない場合は、建築時期や立地等を考慮し類例を参考にして
　復原案を決定します。

6  各種基準

伝統的建造物･環境物件（特定物件）に対する基準

修理前

破損調査
履歴調査

修理方針
決定

・破損調査　構造や外部仕上の破損状況を調べます。

・履歴調査　痕跡調査、古写真・古図面等記録の確
認、所有者等への聞取り等を行います。

・痕跡調査では、柱等の各種部材の新旧や、部材に
残された様々な跡を見極めて図面に記録し、改変
前の姿を調べます。形状だけでなく、伝統的な仕
様や技法が判明した場合は、それらも記録します。

・現状で良好に伝統形式が維持されている
場合は、現状維持の修理を行います。

・履歴調査の結果に基づき、復原案を作成
します。複数の伝統様式が確認された場
合は、どの様式にするか検討します。

・保存のために必要な構造部分（柱・梁等）
の修理や補強も必要に応じて行います。

・破損状況を踏まえ修理方針を決定します。

古写真
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　保存地区内における敷地に対する建築物等の伝統的な配置は、下図のようになります。修景を行う場合は、
敷地の条件に合わせて、いずれかの配置を参考にして建築物や工作物、庭等の位置を決めましょう。
　保存地区内の伝統的な建築物は、下図に示したⅠ・Ⅱ・Ⅲの３種類に大きく分けることができます。それ
ぞれに対する構造や形の基準は、次頁以降に示します。

　修景基準［補助対象］

伝統的建造物以外の建造物に対する基準

脇通り

表通り

裏通り

土塀または板塀

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

表通り

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

表通り

裏通り

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

＜裏通りに面した住宅等＞
・Ⅲの基準に従う。

脇通り

表通り

裏通り

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

建物間口が3間以上の場合は、「平入」も可。

敷地南側に外通路を設けなくてもよい。

・表通り沿いに空地が露出
　しないようにする。

→１棟であっても店と脇蔵が
　並んでいるような外観にする。
　どうしても空地となる場合は、

　する。
　道沿いに土塀又は板塀を設置

＜敷地の南側が脇通りに面する敷地（角地）＞

＜一般的な敷地＞

＜分割された敷地＞ ＜間口が広大な（１０間程度以上）敷地＞

ー敷地の間口が広い（４間以上）場合ー ー敷地の間口が狭い（４間未満）場合ー

＊１間＝1ｍ82㎝

・建築確認申請が必要な新築、改築等の場合、
　道路幅員の確保（セットバック）、建ぺい率の
　適合を確認する。

［建築物の配置］
Ⅰ．表通り（注1）に面して建てられる主要な建築物  [伝統様式の｢店｣の位置に建てられる建築物]
・町並みの壁面線（注2）に沿った配置とする。
・原則、南側に通路をとり、建築物は敷地の北側に寄せて建てる。
　ただし、敷地の南側が脇通り（注3）に面する場合はこの限りではない。
Ⅱ．Ⅰの背後に接続する主要な建築物  [伝統様式の｢主屋｣の位置に建てられる建築物]
・原則、南側に通路をとり、建築物は敷地の北側に寄せて建てる。
　ただし、敷地の南側が通りに面する場合はこの限りではない。
Ⅲ．その他の建築物  ＊道路等より望見されるものに限る
・裏通り（注4）に面して建築物を建てる場合は、原則として、妻側を裏通りに向けて配置する。
・Ⅰ、Ⅱに付属する建築物は、その裏側に配置する。
　ただし、敷地の間口が広い場合で、袖蔵等を建てる場合はこの限りではない。

[建築物の大きさ]
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの建築物共通
・間口及び高さを周囲の伝統的建造物と調和したものとする。
Ⅰの建築物
・奥行は伝統的建造物と調和したものとし、長大になる場
合は、１棟であっても二つに分節する（分節された建築
物のうち後ろの部分については、構造や形はⅡに関する
基準に従う）。

※図は表通りを挟んで東側の敷地をモデルにしたものです。西側の敷地はこれらを反転させたものとなります。
　注１：表通りとは、町道町中央線をいう。
　注２：町並みの壁面線とは、表通りに面する伝統的建造物の壁面が作り出す壁面線をいう。
　注３：脇通りとは、町道警察署前線、塩内線、願勝寺前線をいう。
　注４：裏通りとは、町道町東裏線および西裏線をいう。
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敷地南側に外通路を設ける。
表通り

裏通り

庭

外通路

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

（隣地）

（隣地）

＊Ⅰは、敷地の間口が狭い（４間未満）場合、妻入が望ましい。
　ただし、敷地が角地の場合は下段参照。



[建築物の構造や形]
Ⅰ．表通りに面して建てられる主要な建築物　［伝統様式の｢店｣の位置に建てられる建築物］
　　構　造・原則、在来工法による木造とする。

　　階　数・原則、地上二階建てとする。

　　屋　根・形状は、伝統様式に従い切妻造平入、切妻造妻入、寄棟造妻入のいずれかとする。

　　　　　・勾配は、伝統様式に従う。

　　　　　・材料は、伝統様式に従い燻瓦の桟瓦葺又は金属板葺とする。

　　下　屋・一階の表通り側に間口一杯に下屋を設ける。

　　　　　・材料は、本屋*の屋根と同様とする。　＊本屋：二階建ての部分。本体。

　　外　壁・大壁又は真壁とし、仕上げは伝統様式に従う。

　　開口部・形状は伝統様式に従い、建具は原則として、木製建具とする。

　　色　彩・周囲の伝統的建造物と調和した色彩とする。

きりづまづくりひらいり

いぶしがわら さんがわらぶき

きりづまづくりつまいり

げ　や

ほん や

よせむねづくりつまいり
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＜店蔵型＞

＜塗屋型＞

＜真壁型＞

切妻造平入又は切妻造妻入

切妻造平入又は切妻造妻入

切妻造平入、切妻造妻入、寄棟造妻入のいずれか

南隣に表門

正面・南側外壁
・漆喰塗仕上げ又は下見板張り

屋根
・塗籠形式又は置き屋根形式
・桟瓦葺
・軒裏は塗り込める（置き屋根は除く）

二階開口部
・観音開扉又は片開扉
　鉄格子付き
・上部に掛庇（鉄板葺）

屋根
・塗籠形式又は置き屋根形式
・桟瓦葺又は金属板葺
　金属板は横葺（一文字葺等）とし、
　色は黒、こげ茶等とする
・軒裏は露出

二階開口部
・鉄格子付小窓（掛庇無し）
　又は木製枠ガラス窓（掛庇付き）
・掛庇は鉄板葺

一階開口部
・格子戸、板戸＋戸袋、
　鉄板戸＋戸袋のいずれか（最外部）

北側外壁
・下見板張り

腰壁
・漆喰塗仕上、モルタル仕上げ又は無し

正面・南側外壁
・漆喰塗仕上、モルタル仕上げ一階開口部

・木製枠ガラス戸、板戸＋戸袋、
　鉄板戸＋戸袋のいずれか
　（最外部）

二階開口部
・木製枠ガラス窓（掛庇付）

正面・南側外壁
・漆喰塗仕上げ、モルタル仕上げ

北側外壁
・下見板張り

腰壁
　無し

一階開口部
・木製枠ガラス戸
　又は板戸＋戸袋
　（最外部）

屋根
・塗籠形式又は置き屋根形式
・桟瓦葺又は金属板葺
　金属板は横葺（一文字葺等）とし、
　色は黒、こげ茶等とする
・軒裏は露出

ぬりごめ

○ 以下のいずれかの型を参考にして下さい。

腰壁
・なまこ壁又はモルタル洗出し仕上げ
北側外壁
・なまこ壁又は下見板張り



伝統様式デザイン事例
店蔵型

屋根 屋根屋根・二階外壁

二階開口部 二階開口部二階外壁・開口部

下屋軒部分 下屋軒部分下屋軒部分

一階開口部一階開口部 一階開口部
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南側外壁

南側外壁（妻壁） 北側外壁

南側外壁（腰壁）南側外壁（腰壁）

北側外壁

塗屋型

真壁型
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Ⅱ．Ⅰの背後に接続する主要な建築物　［伝統様式の｢主屋｣の位置に建てられる建築物］

　　構　造・原則、在来工法による木造とする。

　　規　模・間口及び高さを周囲の伝統的建造物と調和したものとする。

　　階　数・地上二階建て以下とする。

　　屋　根・形状は、伝統様式に従い切妻造、寄棟造、入母屋造のいずれかとし、平入とする。

　　　　　・勾配は、伝統様式に従う。

　　　　　・材料は、伝統様式に従い燻瓦の桟瓦葺又は金属板葺とする。

　　外　壁・真壁とし、仕上げは伝統様式に従う。

　　開口部・形状は伝統様式に従い、建具は原則として、木製建具とする。

　　色　彩・周囲の伝統的建造物と調和した色彩とする。
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＜平屋型＞

＜二階建て型＞

北側外壁
・下見板張り
・上部漆喰塗り仕上げ又は荒壁
　※北側外壁は大壁も可

南側外壁
・漆喰塗り仕上げ又は荒壁

二階開口部
・木製枠ガラス戸
・板戸（雨戸）＋戸袋
　※最外部がいずれかであれば可

一階開口部
・木製枠ガラス戸又は障子戸
・板戸（雨戸）＋戸袋
　※最外部がいずれかであれば可

屋根
・桟瓦葺又は金属板葺
　金属板は横葺（一文字葺等）とし、
　色は黒、こげ茶等とする
・縁側の屋根は金属板葺
・軒裏は露出

一階開口部
・木製枠ガラス戸
・板戸（雨戸）＋戸袋
　※最外部がいずれかであれば可

屋根
・桟瓦葺又は金属板葺、金属板は横葺（一文字葺等）とし、色は黒、こげ茶等とする
・一階庇は金属板葺
・軒裏は露出

北側外壁
・下見板張り、上部漆喰塗り仕上げ
　※北側外壁は大壁も可

腰壁
・板張

南側外壁
・漆喰塗り仕上げ



伝統様式デザイン事例
屋根

開口部

外壁（北側）

切妻造金属板葺

寄棟造桟瓦葺

切妻造桟瓦葺

入母屋造桟瓦葺

平屋型

下見板張り（押縁付き）上部漆喰塗り 下見板張り（押縁付き）上部漆荒壁 下見板張り（よろい張り）上部漆喰塗り

二階建て型二階建て型
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　構　造・原則、在来工法による木造とする。

　規　模・間口及び高さを周囲の伝統的建造物と調和したものとする。

　階　数・地上二階建て以下とする。

　屋　根・形状は、伝統様式に従い切妻造、寄棟造、入母屋造のいずれかとする。

　　　　・勾配は、伝統様式に従う。

　　　　・材料は、伝統様式に従い燻瓦の桟瓦葺又は金属板葺とする。

　外　壁・大壁又は真壁とし、仕上げは伝統様式に従う。

　開口部・形状は伝統様式に従い、建具は原則として、木製建具とする。

　色　彩・周囲の伝統的建造物と調和した色彩とする。

Ⅲ．その他の建築物　＊道路等より望見されるものに限る

伝統様式デザイン事例
土蔵

付属屋
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工作物

　門、塀、石畳

　・原則、敷地南側の通路には表通りに面して門を設け、間口が広い場合には袖塀を付ける。

　・意匠はいずれも伝統的様式に従う。

　その他の工作物

　・原則、公共の場所から望見できる位置に設置しない。

　　ただし、用途上やむを得ない場合は周囲の伝統的建造物と調和したものとする。

建築設備

　・伝統的な意匠のものの外は、適切に隠す等歴史的風致を損なわないものとする。

伝統様式デザイン事例
門･塀

石畳

小型の門 小型の門 土塀 板塀

大型の門と塀大型の門と塀大型の門と塀
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建築物

　　配　置・敷地が表通りに面する場合は、主要な建築物の正面を表通りに向ける。
　　　　　・外壁又はこれに代わる柱等の面の位置は、原則として、周囲の伝統的建造物と調和するものと

　　　　　　する。

　　構　造・原則、木造とし、歴史的風致を損なわないものとする。

　　規　模・歴史的風致を損なわないものとする。

　　階　数・原則、地上二階建て以下とする。

　　屋　根・原則、二方向以上の傾斜屋根*とする。　＊前･後、左･右など二方向以上に傾斜する屋根。切妻造、寄棟造など。

　　　　　・原則、和瓦葺又は金属板葺とし、歴史的風致を損なわないものとする。

　　下　屋・表通りに面して設ける下屋の形状は、 周囲の伝統的建造物と調和するものとする。
　　　　　・原則、和瓦葺又は金属板葺とし、歴史的風致を損なわないものとする。

　　外　壁・歴史的風致を損なわないものとする。

　　開口部・歴史的風致を損なわないものとする。

　　色　彩・落着いた色彩を基調とし、歴史的風致を損なわないものとする。

工作物

　　門、塀、石畳・周囲の伝統的建造物と調和したものとする。

　　その他の工作物・原則、公共の場所から望見される位置に設置しない。
　　　　　　　　　　ただし、用途上やむを得ない場合は歴史的風致を損なわないものとする。

建 築 設 備・伝統的な意匠のものの外は、適切に隠す等歴史的風致を損なわないものとする

土地の形質の変更・歴史的風致を損なわないものとする。

木竹の伐採・植栽・歴史的風致を形成する木竹の保存に努める。空地や法面などは、歴史的風致を損なわ
　　　　　　　　　　ないものとする。

土 石 類 の 採 取・採取後の状態が、歴史的風致を損なわないものとする。

　許可基準［補助対象外］

建造物の配置と形のモデル
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7  助成と税の優遇措置

経費の補助

税の優遇措置

伝統的建造物（特定物件）

補助率
上限額

補助率
上限額

80％
1,200万円

70％
600万円

伝統的建造物以外の建造物
修 理 修 景

修 理 修 景

＜建築物（店・主屋・付属屋等）の場合＞

伝統的建造物（特定物件） 伝統的建造物以外の建造物

伝統的建造物（特定物件）

補助率
上限額

補助率
上限額

80％
400万円

70％
200万円

伝統的建造物以外の建造物

＜工作物（門・塀等）の場合＞

【固定資産税】
家屋：
非課税

【固定資産税】
家屋：
軽減なし

【相続税】
家屋及び土地の
評価額30％控除

【相続税】
優遇なし

土地：税額1/2軽減 土地：税額1/5軽減

　
※家屋を修景した
　場合は、税額1/5
　軽減（5年間）

※
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　町は、保存地区の歴史的風致を維持、形成するため、修理又は修景等に係わる設計相談などの必要な技術

的援助を行うことができます。

　町は、住民等により組織された団体等で保存地区の歴史的風致を維持、形成するために行う活動等に要す

る経費に対し、「村田町補助金等交付規則」及び「村田町補助金等交付要綱」により予算の範囲内で必要な補助

を行うことができます。

　町は、保存地区内における歴史的風致の維持、形成を推進するため、必要な普及啓発に努め、住民の良好

な生活環境の整備を図ります。

　町は、保存地区に係る各種情報提供、住民と来訪者等の交流、伝統的建造物の調査研究、町並みの学習そ

の他歴史的風致の維持、形成を推進するための拠点として既存施設等の活用を図るとともに、歴史を活かし

たまちづくりに対する意識の向上に努めます。

　また、保存地区に対する理解を促し、保存の意識を啓発するために必要な案内板の設置に努めます。

　町は、保存地区の総合的な防災計画を策定し、様々な災害に対する安全性の確保に努めます。地区の防災

施設については、歴史的風致に調和した消火設備を設置するなど、施設の整備を図ります。また、初期消火

組織の整備及び自主防災組織の育成を図ります。

　町は、保存地区において歴史を活かしたまちづくりを推進するため、町並みの履歴を考慮した環境整備を

図るよう努めます。路面の舗装及び側溝の改良等については、保存地区の歴史的風致に調和したものになる

よう整備に努めるとともに、街路灯、電力柱、電話柱及び架線等の整備に努めます。

　また、訪問者等の駐車場及び誘導案内板、建築物等に設置する屋外広告物その他保存地区内の設置物等に

ついては、歴史的風致と調和した保存地区に相応しい整備を推進します。

8  拠点施設・防災施設・環境整備など

技術的援助

保存団体などへの援助

普及啓発

拠点施設等

防災施設等

環境の整備等
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文化財保護法（抜粋）
昭和２５年５月３０日法律第２１４号

　（この法律の目的）
第１条　この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて
国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献すること
を目的とする。
　（文化財の定義）
第２条　この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
１～５　省略
６　周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造
物群で価値の高いもの（以下「伝統的建造物群」という。）
　（伝統的建造物群保存地区）
第142条　この章において「伝統的建造物群保存地区」とは、伝統的建
造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存す
るため、次条第１項又は第２項の定めるところにより市町村が定める
地区をいう。
　（伝統的建造物群保存地区の決定及びその保護）
第143条　市町村は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第５条又
は第５条の２の規定により指定された都市計画区域又は準都市計画区
域内においては、都市計画に伝統的建造物群保存地区を定めることが
できる。この場合においては、市町村は、条例で、当該地区の保存の
ため、政令の定める基準に従い必要な現状変更の規制について定める
ほか、その保存のため必要な措置を定めるものとする。
２～４　省略
５　文化庁長官又は都道府県の教育委員会は、市町村に対し、伝統的建
造物群保存地区の保存に関し、必要な指導又は助言をすることができ
る。
　（重要伝統的建造物群保存地区の選定）
第144条　文部科学大臣は、市町村の申出に基づき、伝統的建造物群保
存地区の区域の全部又は一部で我が国にとつてその価値が特に高いも
のを、重要伝統的建造物群保存地区として選定することができる。
２　前項の規定による選定は、その旨を官報で告示するとともに、当該
申出に係る市町村に通知してする。
　（管理等に関する補助）
第146条　国は、重要伝統的建造物群保存地区の保存のための当該地区
内における建造物及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するた
め特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧について市
町村が行う措置について、その経費の一部を補助することができる。

村田町伝統的建造物群保存地区保存条例
平成２５年１１月１１日
村田町条例第２４号

　（目的）
第１条　この条例は、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号。以下
「法」という。)第１４３条第１項の規定に基づき、村田町が都市計
画に定める伝統的建造物群保存地区に関し、現状変更の規制、その他
その保存のため必要な措置を定め、もって村田町の文化的向上に資す
ることを目的とする。
　（用語の定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号
に定めるところによる。
（１）伝統的建造物群　法第２条第１項第６号に規定する伝統的建造物

群をいう。
（２）伝統的建造物群保存地区　法第１４２条に規定する伝統的建造物

群保存地区（以下「保存地区」という。）をいう。
（３）建築物等　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１

号に規定する建築物（以下「建築物」という。）及び建築物以外の
工作物で規則で定めるものをいう。

　（保存計画）
第３条　村田町教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、都市計
画法（昭和４３年法律第１００号）第１９条の規定により保存地区に
係る都市計画の決定があったときは、村田町伝統的建造物群保存地区
保存審議会（以下「審議会」という。）の意見を聴いて当該保存地区
の保存に関する計画（以下「保存計画」という。）を定めなければな
らない。
２　前項の保存計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
（１）保存地区の保存に関する基本計画に関すること。
（２）保存地区内における伝統的建造物群を構成している建築物その他

の工作物（以下「伝統的建造物」という。）及び伝統的建造物群と

　　一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件（以下
「環境物件」という。）の決定に関すること。

（３）保存地区内における建築物その他の工作物等及び環境物件の保存
整備計画に関する事項

（４）保存地区内における建築物等及び環境物件に係る助成措置等に関
する事項

（５）保存地区の保存のため必要な管理施設及び設備並びに環境の整備
に関する事項

３　教育委員会は、第１項の保存計画を定めたときは、これを告示しな
ければならない。
４　第１項及び前項の規定は、保存計画を変更しようとする場合に準用
する。
　（現状変更行為の制限）
第４条　保存地区内における次の各号に掲げる行為については、あらか
じめ、町長及び教育委員会の許可を受けなければならない。
（１）建築物等の新築、増築、改築、移転又は除却
（２）建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更する

こととなるもの
（３）宅地の造成その他の土地の形質の変更
（４）木竹の伐採
（５）土石の類の採取
（６）水路の変更又は埋立て
２　前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為に該当する行為で
次の各号に掲げるものについては、同項の規定による許可を受けるこ
とを要しない。
（１）非常災害のため必要な応急措置として行う行為
（２）次に掲げる工作物（建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の

新築、増築、改築、移転又は除却
　　　　ア　仮設の工作物
　　　　イ　水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地
　　　　下に設けるもの
（３）次に掲げる木竹の伐採
　　　　ア　間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹
　　　　の伐採
　　　　イ　枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
　　　　ウ　森林病害虫等防除のための木竹の伐採
　　　　エ　仮植した木竹の伐採
（４）前３号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
　　　　ア　法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行
　　　　為
　　　　イ　宮城県公安委員会が行う道路標識等の設置又は管理に係る
　　　　行為
３　町長及び教育委員会は、第１項の許可をする場合には、保存地区の
保存のため必要な限度において条件を付することができる。
　（許可の基準）
第５条　町長及び教育委員会は、前条第１項各号に掲げる行為で次の各
号に定める基準（町長にあっては、第８号に定める基準）に適合しな
いものについては、同項の規定による許可をしてはならない。
（１）伝統的建造物の増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色

彩の変更でその外観を変更することとなるものについては、それら
の行為後の伝統的建造物の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該
伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。

（２）伝統的建造物の移転(同一保存地区内における当該伝統的建造物
の移転を含む。以下この号において同じ。)については、移転後の
伝統的建造物の位置及び移転後の状態が当該伝統的建造物群の特性
を維持していると認められるものであること。

（３）伝統的建造物の除却については、除却後の状態が当該伝統的建造
物群の特性を維持していると認められるものであること。

（４）伝統的建造物以外の建築物等の新築、増築若しくは改築又は修繕、
模様替え若しくは色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
については、それらの行為後の当該建築物等の位置、規模、形態、
意匠又は色彩が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでな
いこと。

（５）伝統的建造物以外の建築物等の移転については、移転後の当該建
築物等の位置及び移転後の状態が当該保存地区の歴史的風致を著し
く損なうものでないこと。

（６）伝統的建造物以外の建築物等の除却については、除却後の状態が
当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

（７）前条第１項第３号から第６号までの行為については、それらの行
為後の地貌その他の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損な
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　　うものでないこと。
（８）前各号に掲げるもののほか、当該行為後の建築物等又は土地の用

途等が当該伝統的建造物群の保存又は当該保存地区の環境の維持に
著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。

　（国の機関等に関する特例）
第６条　国若しくは地方公共団体の機関又は法令の規定により国の行政
機関若しくは地方公共団体とみなされた法人（以下「国の機関等」と
いう。）が行う行為（次条に規定する行為を除く。）については、第
４条第１項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該
国の機関等は、同項の許可に係る行為をしようとするときは、あらか
じめ、町長及び教育委員会に協議しなければならない。
　（適用除外）
第７条　文化財保護法施行令（昭和５０年政令第２６７号）第４条第６
項各号に規定する行為及びこれらに類する行為で、保存地区の保存に
著しい支障を及ぼすおそれがないものとして教育委員会規則で定める
ものについては、第４条第１項の規定は適用しない。この場合におい
て、当該行為をしようとする者は、あらかじめ、町長及び教育委員会
にその旨を通知しなければならない。
　（許可の取消し等）
第８条　町長及び教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対
して、保存地区の保存のため必要な限度において、第４条第１項の許
可を取り消し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の
期限を定めて、建築物等の改築、移転又は除却その他違反を是正する
ため必要な措置を執ることを命ずることができる。
（１）この条例又はこれに基づく処分に違反した者
（２）この条例又はこれに基づく処分に違反した工事の注文主若しくは

請負人（請負工事の下請人を含む。）又は請負契約によらないで自
らその工事をしている者若しくはした者

（３）第４条第３項の規定により許可に付した条件に違反している者
（４）詐欺その他不正な手段により、第４条第１項の規定による許可を

受けた者
２　町長及び教育委員会は、前項の規定により処分し、又は必要な措置
を執ることを命じようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴き、
かつ、当該処分又は措置を命ずべき者に対し聴聞を行わなければなら
ない。ただし、緊急を要する場合については、この限りではない。
　（経費の補助等）
第９条　村田町は、保存地区内における建築物等及び環境物件の管理、
修理、修景又は復旧について、自ら保存のため適当な措置を行い、又
は当該物件の所有者等に対しその経費の一部を補助することができる。
　（審議会の設置等）
第１０条　教育委員会に審議会を置く。
２　審議会は、教育委員会の諮問に応じ、保存地区の保存等に関する重
要事項について調査審議し、及びこれらの事項について教育委員会に
建議する。
３　審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定め
る。
　（罰則）
第１１条　次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の罰金に処
する。
（１）第４条第１項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者
（２）第８条第１項の規定に基づく命令に違反した者
　（委任）
第１２条　この条例の施行に関し必要な事項は、村田町及び教育委員会
が別に定める。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この条例は、公布の日から施行する。
　　以下、省略

村田町伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
平成２６年３月１０日

村田町教育委員会規則第１号
　（趣旨）
第１条　この規則は、村田町伝統的建造物群保存地区保存条例（平成２
５年村田町条例第２４号。以下「条例」という。)の施行に関し、必
要な事項を定めるものとする。
　（建築物以外の工作物）
第２条　条例第２条第３号の規定に掲げる建築物以外の工作物とは、次
の各号に定めるところによる。

（１）門及び塀その他これらに類する工作物
（２）石畳、石灯篭及び石碑その他これらに類する工作物
（３）屋敷神及び鳥居その他これらに類する工作物
（４）その他村田町教育委員会（以下「教育委員会」という。）が認め

る工作物
　（許可の申請）
第３条　条例第４条第１項の規定による現状変更行為（以下、「現状変
更行為」という。）の許可を受けようとする者は、現状変更行為許可
申請書（様式第１号。以下「許可申請書」）に次に掲げる書類を添付
して、教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が
特に添付を要しないと認めた場合は、この限りでない。
（１）位置図
（２）配置図
（３）設計図及び設計仕様書
（４）現況カラー写真
（５）前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認めた書類
　（許可の決定等）
第４条　教育委員会は、前条の規定による許可申請書の提出があったと
きは、その内容を審査し、許可の可否を決定しなければならない。こ
の場合において、教育委員会は、あらかじめ町長の承認を得なければ
ならない。
２　教育委員会は、前項の規定により許可の決定をしたときは、現状変
更行為許可決定通知書（様式第２号。以下「許可決定通知書」とい
う。）により、不許可の決定をしたときは現状変更行為不許可決定通
知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。
　（変更の承認申請）
第５条　前条の規定により現状変更行為の許可を受けた者（以下「行為
者」という。）は、許可決定通知書を受けた後に、許可申請書に記載
した現状変更行為を変更しようとするときは、現状変更行為変更承認
申請書（様式第４号。以下「変更承認申請書」という。）に第３条各
号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付して、教育委員会に
提出しなければならない。
２　教育委員会は、前条の規定による変更承認申請書の提出があったと
きは、その内容を審査し、変更の承認を決定しなければならない。こ
の場合において、変更の承認を決定するときは、あらかじめ町長の承
認を得なければならない。
３　教育委員会は、前項の規定により当該変更の承認を決定したときは、
現状変更行為変更承認通知書（様式第５号）により、不承認の決定を
したときは現状変更行為変更不承認通知書（様式第６号）により申請
者に通知するものとする。
　（許可標識の掲示）
第６条　行為者は、当該行為の許可を受けた期間中、当該行為を行う土
地の区域内の見やすい場所に伝統的建造物群保存地区現状変更行為許
可証（様式第７号）を掲示しなければならない。
　（完了等の届出）
第７条　行為者は、当該許可に係る行為が完了し、又は中止したときは、
速やかに現状変更行為完了（中止）届出書（様式第８号。以下「完了
等届出書」という。）を教育委員会に提出しなければならない。
２　前項の規定により完了等届出書を提出する場合は、次に掲げる図書
を添付しなければならない。
（１）許可に係る行為を完了し、又は中止した後のカラー写真
（２）前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた書類
３　教育委員会は、第１項の完了等届出書が提出された場合は、速やか
に検査しなければならない。
４　教育委員会は、検査の結果、許可内容と異なる行為が確認された場
合、行為者に対し是正措置を指導するものとする。
　（特例の協議）
第８条　条例第６条の規定による協議をしようとする者は、現状変更行
為協議申出書（様式第９号）に第３条各号に掲げる書類を添付して、
教育委員会に提出しなければならない。
　（適用除外）
第９条　条例第７条の規定により通知をしようとする者は、現状変更行
為通知書（様式第１０号）に第３条各号に掲げる書類を添付して、教
育委員会に提出しなければならない。
　（条例第７条に規定する規則で定める行為）
第１０条　条例第７条に規定する規則で定める行為は、次の各号に掲げ
るものとする。
（１）都市計画法（昭和４３年法律第１００号）による都市計画事業の

施行として行う行為
（２）都市計画法による国、宮城県若しくは村田町又は当該都市計画施
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　　設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関
する都市計画に適合して行う行為

（３）道路法（昭和２７年法律第１８０号）による道路の改築（小規模
の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい
変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕又は災害復旧に係る
行為

（４）信号機等道路交通の安全のため必要な施設の設置又は管理に係る
行為

（５）気象、地象又は洪水その他これらに類する現象の観測又は通報の
用に供する設備の設置又は管理に係る行為

（６）都市公園法（昭和３１年法律第７９号）による都市公園又は公園
施設の設置又は管理に係る行為

（７）文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第２７条第１項の規
定により指定された重要文化財、同法第７８条第１項の規定により
指定された重要有形民俗文化財、同法第９２条第１項に規定する埋
蔵文化財又は同法第１０９条第１項の規定により指定され、若しく
は同法第１１０条第１項の規定により仮指定された史跡名勝天然記
念物の保存に係る行為

（８）郵便差出箱の設置又は管理に係る行為
（９）国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線

系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は
管理に係る行為

（１０）電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第２条第４号に規
定する電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係
る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

（１１）公衆電話施設の設置又は管理に係る行為
（１２）有線テレビジョン放送法（昭和４７年法律第１１４号）による

有線テレビジョン業務の用に供する線路若しくは空中線系（その支
持物を含む。）の設置又は管理に係る行為

（１３）放送法（昭和２５年法律第１３２号）による放送事業の用に供
する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するた
めの施設の設置又は管理に係る行為

（１４）電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）による電気事業の用
に供する電気工作物の設置（発電の用に供する電気工作物の設置を
除く。）又は管理に係る行為

（１５）ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）によるガス工作物の設
置（液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供す
るガス工作物の設置を除く。）又は管理に係る行為

（１６）水道法（昭和３２年法律第１７７号）による水道事業若しくは
水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法（昭和３３年法律第８
４号）による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法（昭和
３３年法律第７９号）による下水道の排水管若しくはこれを補完す
るため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

　（許可の取消し等）
第１１条　教育委員会は、条例第８条第１項の規定により処分又は必要
な処置を執ることを命じようとするときは、あらかじめ町長の承認を
得るとともに、現状変更行為許可取消通知書（様式第１１号）により
行為者に通知するものとする。
　（委任）
第１２条　この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別
に定める。
　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行する。

村田町伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付要綱
平成２６年３月１０日
村田町告示第１５号

　（趣旨）
第１条　この要綱は、村田町伝統的建造物群保存地区保存条例（平成２
５年村田町条例第２４号。以下「条例」という。）条例第９条の規定
に基づき、条例第４条第１項の規定による現状変更行為の許可を受け
た者に対し、予算の範囲内において村田町伝統的建造物群保存地区保
存事業補助金（以下｢補助金｣という。）を交付することについて、村
田町補助金等交付規則（平成１５年村田町規則第３号。以下「規則」
という。）及び村田町補助金等交付要綱（平成１５年村田町訓令第３
号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
　（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号
に定めるところによる。

（１）伝統的建造物群　文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号。以
下「法」という。）第２条第１項第６号に規定する伝統的建造物群
をいう。

（２）伝統的建造物群保存地区　法第１４２条に規定する伝統的建造物
群保存地区（以下「保存地区」という。）をいう。

（３）建築物等　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１
号に規定する建築物（以下「建築物」という。）その他の工作物を
いう。

（４）伝統的建造物　条例第３条の規定により定められた保存計画（以
下「保存計画」という。）において、保存地区内における伝統的建
造物群を構成している建築物等及び伝統的建造物群と一体をなす環
境を保存するために特に必要と認められる物件（以下、「環境物
件」という。）と決定されたものをいう。

（５）修理　保存計画に定められた修理基準に基づき行われる伝統的建
造物の保存のための行為をいう。

（６）修景　保存計画に定められた修景基準に基づき行われる伝統的建
造物以外の建築物等に係る行為をいう。

（７）外観　通常望見できる屋根、外壁、軒回り、外部に面する建具等
をいう。ただし、修理における屋根及び外壁にあってはこれらと密
接な関係を有する基礎、土台、柱、梁等主たる構造物及び下地を、
修景における屋根及び外壁にあっては下地を含むものとする。

（８）構造耐力上主要な部分　建築基準法施行令(昭和２５年政令第３
３８号)第１条第３号の構造耐力上主要な部分をいう。

　（補助対象者）
第３条　補助金の交付対象者は、次のとおりとする。
（１）保存地区内における伝統的建造物の所有者、管理者又は占有者で、

保存計画に基づき、その修理及び修景を行う者
（２）修理及び修景を行う団体として町長が認めた団体の代表者
　（補助対象事業等）
第４条　補助金の交付対象となる事業、補助対象経費及び補助率等は、
別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この
限りでない。
　（補助金の交付申請）
第５条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。)
は、村田町伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付申請書（様式
第１号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し
て町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に添付を要しな
いと認めた場合はこの限りではない。
（１）位置図
（２）配置図
（３）設計図及び設計仕様書
（４）現況カラー写真
（５）実施設計書
（６）現状変更行為許可証の写し
（７）町税等の滞納が無いことを証明する書類
（８）前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めた書類
　（補助金の交付決定）
第６条　町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、
速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとす
る。
２　町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、村田町
伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付決定通知書（様式第２
号）を、不承認と決定したときは、村田町伝統的建造物群保存地区保
存事業補助金不承認決定通知書（様式第３号）をそれぞれ申請者に通
知するものとする。
　（変更等の承認申請）
第７条　前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事
業者」という。）は、交付決定された補助事業の内容等を変更、中止
又は廃止しようとするときは、村田町伝統的建造物群保存地区保存事
業変更・中止・廃止承認申請書（様式第４号）に、第５条各号に掲げ
る書類のうち当該変更、中止又は廃止に係るものを添付して、町長に
提出しなければならない。
２　町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審
査し、適当と認めたときは、村田町伝統的建造物群保存地区保存事業
変更・中止・廃止承認決定通知書（様式第５号）を補助事業者に通知
するものとする。
３　町長は、前項の規定による変更、中止又は廃止の承認を決定し、第
６条の規定により交付決定した補助金に変更があるときは、村田町伝
統的建造物群保存地区保存事業補助金交付変更等決定通知書（様式第
６号）を補助事業者に通知するものとする。
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　（実績報告書）
第８条　補助事業者は、補助事業を完了したときは、速やかに村田町伝
統的建造物群保存地区保存事業補助金実績報告書（様式第７号。以下
「実績報告書」という。）に、次に掲げる書類を添付して、町長に提
出しなければならない。ただし、町長が特に添付を要しないと認めた
場合はこの限りではない。
（１）竣工図及び実施設計図書
（２）施工前及び竣工後のカラー写真
（３）補助事業の実施に関する契約書等の写し
（４）補助事業に係る領収証の写し
（５）施工業者の事業完了届の写し
（６）前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
　（補助金の請求）
第９条　補助事業者は、実績報告書を提出した後、村田町伝統的建造物
群保存地区保存事業補助金交付請求書（様式第８号。以下「補助金交
付請求書」という。）を町長に提出しなければならない。
　（概算払）
第１０条　町長は、補助事業遂行上必要があると認めたときは、交付決
定した補助金額を概算払により交付することができる。
２　前項の規定により概算払を受けようとする補助事業者は、村田町伝
統的建造物群保存地区保存事業補助金概算払請求書（様式第９号。以
下「概算払請求書」という。）に、次に掲げる書類を添付して、町長
に提出しなければならない。ただし、町長が特に添付を要しないと認
めた場合はこの限りではない。
（１）竣工図及び実施設計図書
（２）施工前及び竣工後のカラー写真
（３）補助事業の実施に関する契約書等の写し
（４）補助事業に係る請求書の写し
（５）施工業者の事業完了届の写し
（６）前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めた書類
　（交付決定の取消）
第１１条　町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認め
たときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
（１）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
（２）この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
（３）前２号に掲げるもののほか補助金等の運用が不適当であると認め

たとき。
　（補助金の返還）
第１２条　町長は、規則第１３条の規定により確定した補助金について、
既に交付されている補助金が確定した補助金を超えているときは、そ
の差額について、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
２　前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場
合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、そ
の返還を命ずるものとする。
３　町長は、前２項の規定により既に交付した補助金の還付を命令する
ときは、村田町伝統的建造物群保存地区保存事業補助金返還命令書
（様式第１０号）により行うものとする。
　（その他）
第１３条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定め
る。
　　　附　則
　この告示は、公布の日から施行する。
別表(第４条関係)

　備考
１　補助対象経費には、設計及び監理に要する費用を含むことができる。
２　算出された補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その額を
切り捨てるものとする。

　村田町伝統的建造物群保存地区における
　　　　村田町町税条例の特例を定める条例

平成２６年９月１６日
条例第１３号

　（目的）
第１条　この条例は、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号。以下
「法」という。）第１４３条第１項の規定により、町が定めた村田町
伝統的建造物群保存地区（以下「保存地区」という。）内に所在する
土地及び家屋に対して課する固定資産税について、地方税法（昭和２
５年法律第２２６号）第６条の規定に基づき村田町町税条例（昭和３
１年村田町条例第４号。以下「町税条例」という。）の特例を定め、
もって保存地区の歴史的環境の保全と活用に資することを目的とする。
　（固定資産税の減額の特例）
第２条　保存地区内の土地及び家屋に対して課する固定資産税は、町税
条例の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
（１）村田町伝統的建造物群保存地区保存条例（平成２５年村田町条例
第２４号。以下「保存条例」という。）第３条第１項の規定による保
存計画に定められた伝統的建造物である家屋の敷地に対して課する固
定資産税については、その税額の２分の１に相当する額を減額するも
のとする。
（２）前号の敷地以外の土地（課税地目が宅地に限る。）に対して課す
る固定資産税については、その税額の５分の１に相当する額を減額す
るものとする。
（３）保存計画に定められた伝統的建造物以外の家屋で保存計画に定め
る修景基準に基づき修景した家屋に対して課する固定資産税について
は、修景後５年間に限りその税額の５分の１に相当する額を減額する
ものとする。
　（適用対象等）
第３条　前条に規定する固定資産税の減額の特例（以下「特例措置」と
いう。）は、当該固定資産税の納税義務者に適用するものとする。
２　前項の規定にかかわらず、法及び保存条例の規定に違反している場
合は、特例措置は適用しない。
（申請）
第４条　第２条の規定により特例措置の適用を受けようとする者（以下
「申請者」という。）は、この規定の適用を受けようとする最初の年
度の納期限前７日までに申請書を町長に提出しなければならない。た
だし、最初の特例措置を行った年度以降の特例措置については、当該
年度において当該固定資産の特例措置要件に変更がないと確認できる
場合に限り、申請を省略することができる。
２　前項の申請書の提出後において申請内容に変更が生じた場合は、当
該申請者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
（決定）
第５条　町長は、前条に規定する申請書を審査し、特例措置の適用を決
定したときは、申請者に対してその旨を通知するものとする。
（決定の取消し）
第６条　町長は、特例措置の適用の決定を受けた者が次の各号のいずれ
かに該当すると認めたときは、当該決定を取り消すことができる。
（１）虚偽の申請その他不正な手段により、特例措置の適用の決定を受
けたとき。
（２）第３条第２項に規定する事由が判明し、又は生じたと認めたとき。
　（委任）
第７条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行し、法第１４４条第２項の規定による
重要伝統的建造物群保存地区の選定に係る告示の日以後最初に到来する
１月１日を賦課期日とする年度分以後の年度分の固定資産税について適
用する。

補助対象事業　　　　補助対象経費　　　　　種別　　　補助率　　　補助限度額 

建築物 ８／１０以内 １，２００万円

伝統的建造物の
修理 

保存計画に定める修理基準
に基づく外観及び構造耐力
上主要な部分（床版及び屋
根版の内部表面仕上げを除
く。）の修理に係る経費 
（構造耐力上主要な部分の
補強工事に係る経費を含
む。） 

工作物 ８／１０以内 ４００万円

建築物 ７／１０以内 ６００万円伝統的建造物以
外の建築物等の
修景 

保存計画に定める修景基準
に基づく新築、増築、改築
移転、修繕及び模様替え又
は色彩の変更でその外観の
修景に係る経費 

工作物 ７／１０以内 ２００万円
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