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I. はじめに 

本市は、百舌鳥
も ず

古墳群に代表されるように、古代から輝く歴史を有している。古代より海に開かれた

堺は、海を通じ広く世界へとつながる流通往来の拠点として発展を続け、人・物・情報が集まるなか、

中世には自由・自治都市として大きな繁栄を遂げている。千利休をはじめとする多才な先人達による茶

の湯の大成など様々な町衆文化が花開いたほか、近郊の集落においては個性豊かな祭礼・行事が始まっ

た。近世には大坂夏の陣を経て「元和
げ ん な

の町割」による基盤整備が環濠都市において行われ、刃物や線香

をはじめとする商工業が発展し今に続いている。さらに、近代から現代にかけては、鉄道網の整備に伴

い、浜寺公園や大浜公園が当時の最先端の行楽地として賑わった。その後、第二次世界大戦での空襲に

よる戦災被害からも復興し、多様な歴史文化を有する指定都市として発展している。 

このように、本市は古代から始まる長い歴史のなかで、各時代に先進し様々な歴史資源や新しい文化

を生み出し、今に受け継いでいる。また、これら歴史文化を支えてきた地域の人々の活動は歴史文化の

重層的な発展とともに歴史的な建造物や周辺市街地と一体となり、良好な市街地環境を育み、堺の特徴

ある歴史的風致を形成している。これらの歴史的風致並びにこれを形成する歴史・文化資源は市民一人

ひとりの誇りであるとともに、未来へと引き継ぐべき共有の財産である。 

 

１.計画策定の背景及び目的 

市民の誇りであり貴重な共有財産である堺固有の歴史的風致をさらに未来へと引き継ぐためには、そ

の素晴らしさを市民全体で再認識し共有することが非常に大切である。このようなことから、本市の歴

史的背景や様々な特性、歴史上価値の高い建造物をはじめとする文化財などを整理したうえで、市域全

域に拡がる歴史的風致を調査するとともに、この歴史的風致を維持向上するための方向性を示すため、

歴史的風致維持向上計画を策定するものである。 

近年、都市化や少子高齢化、生活様式の変化等が進むなか、本市固有の歴史的風致について、その核

となる歴史的建造物等やその周辺市街地の環境、あるいはこれを支える人々の活動に関し様々な課題が

生じつつある。このような現状も踏まえ、この貴重な歴史・文化を未来へと継承する、その一歩として、

本計画のもと庁内連携、公民協働により堺固有の歴史的風致の維持向上に取り組み、市民が愛着と誇り

を持ち、訪れる人にも感動を与えられるようなまちをめざす。 

なお、本計画は認定後 10 カ年を実施期間として各種事業に取り組むとともに、適切な進捗管理のも

と、新たに歴史的風致の維持向上に繋がる取り組みの必要が生じた場合は計画を変更し、その取り組み

を発展的に向上させていくものとする。 
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２.計画の位置付け 

本市は、新しい堺を創造していくための長期的な指針として堺市総合計画を策定し、さらに堺市マス

タープランにおいて「堺・３つの挑戦～新しいまちを創るために～」と題し、市民と共に重点的に取り

組むプロジェクトの一つとして｢歴史文化のまち堺・魅力創造への挑戦！－誇りを持てるまち実現プロ

ジェクト－｣を掲げている。このように、歴史文化を活かしたまちづくりは本市のまちづくり全般を牽

引する基幹的な取組みであり、その他、堺市都市計画マスタープラン、堺市文化観光再生戦略プラン（改

訂中）、堺 都心のまちづくりプラン、(仮)百舌鳥古墳群を活用したまちづくり計画(策定中)などにおい

ても重要な位置付けがなされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上位計画・関連計画との関係 

 

 

３.計画の期間 

本計画の計画期間は、平成 25年度(2013)から平成 34年度(2022)までの 10年間とする。 

堺市総合計画 

堺 21世紀・未来デザイン 

堺市マスタープラン 

さかい未来・夢コンパス 

堺市景観計画 

堺市歴史的風致維持向上計画 

堺市文化芸術推進プラン(改訂中) 
 

堺市文化観光再生戦略プラン(改訂中) 

 

堺市産業振興アクションプラン 

堺市農業振興ビジョン 

堺市緑の基本計画 

整合 

連携 

関連計画 上位計画 

堺 都心のまちづくりプラン 

 

（仮）百舌鳥古墳群を活用した 
まちづくり計画（策定中） 

 

子育てのまち堺 

命のつながりへ

の挑戦 

堺市都市計画マスタープラン 

歴史文化のまち

堺・魅力創造へ

の挑戦 

 

匠の技が生きる

まち堺・低炭素

社会への挑戦 
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４.計画の策定の体制 

大阪府教育委員会、学識経験者や各種団体等様々な関係者の意見を十分反映させるため、地域におけ

る歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成 20年 5月 23日法律第 40号）第 11 条第 1項の規定に

基づく「堺市歴史的風致維持向上計画協議会」を組織し、計画の策定を進めた。 

 
堺市歴史的風致維持向上計画協議会委員 

役 職 氏 名 所 属 等 

会 長 田村 恒一 堺市副市長 
副会長 増田  昇 大阪府立大学大学院教授 
委 員 岡本 邦彦 堺市自治連合協議会副会長 

小松 清生 公募市民 
鶴田 晴子 公募市民 
小浦 久子 大阪大学大学院准教授 
橋爪 紳也 大阪府立大学特別教授 
宗田 好史 京都府立大学教授 
野口 雅昭 
荒井 大作 

大阪府教育委員会事務局 文化財保護課長(平成 24年 3月 31日まで) 
大阪府教育委員会事務局 文化財保護課長(平成 24年 4月 1日から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堺市歴史的風致維持向上計画の策定の流れ  

堺市歴史的風致維持向上計画推進庁内委員会 堺市歴史的風致維持向上計画協議会（法定） 

○堺市歴史的風致維持向上計画案の検討 

・維持向上すべき歴史的風致 

・歴史的風致の維持又は向上に関する方針 

・重点区域の位置及び区域 

・良好な景観の形成に関する施策との連携 

・文化財の保存及び活用に関する事項 

・歴史的風致維持向上施設の整備又は管理に 

関する事項 

・歴史的風致形成建造物の指定方針 など 

委 員：学識経験を有する者 

（景観形成、文化財保護、世界文化遺産、観光産業） 

大阪府教育委員会 

公共的団体から選出された者 

公募に応じた市民 

副市長 

事務局：文化財課 都市景観室 

【庁内委員会】 

  企画部、財政部、観光部、文化部、世界文化遺産

推進室、商工労働部、都市計画部、都市再生部、

交通部、都市整備部、住宅部、開発調整部、土木

部、自転車まちづくり推進室、道路部、公園緑地

部、下水道部 

【幹事会】 

  企画推進担当、財政課、観光企画課、文化課、文

化財課、世界文化遺産推進室、商業流通課、もの

づくり支援課、都市計画課、都市景観室、都心ま

ちづくり課、交通政策課、都市整備推進課、住宅

まちづくり課、建築安全課、建築指導課、河川水

路課、自転車まちづくり担当、自転車道整備担当、

道路計画課、道路整備課、公園緑地整備課、下水

道計画課 

 

 ○庁内組織との連携 

・関係所管部局との協議及び連絡調整 

 

意見 

提案 

堺市歴史的風致維持向上計画の策定 

堺市長 

 

報告 

申請 認定 

主務大臣（国土交通省、文部科学省、農林水産省） 

 

（「認定歴史的風致維持向上計画」となる） 

堺市歴史的風致維持向上計画案の作成 

市 民 

 
（パブリックコメント） 

堺市歴史的風致維持向上計画策定の体制 

堺市文化財保護審議会 

 

（報告・意見聴取） 
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５.計画策定の経緯 

庁内の関係部課長で構成する「堺市歴史的風致維持向上計画推進庁内委員会」及び「堺市歴史的風致

維持向上計画推進庁内委員会幹事会」において庁内の連携を図りながら検討を進めるとともに、三省庁

との協議を通じて助言等を受けながら、「堺市歴史的風致維持向上計画協議会（法定協議会）」における

議論や意見等を踏まえ、本計画の策定を進めた。 

 

平成 23年 8月 23日 堺市歴史的風致維持向上計画推進庁内委員会 

 

平成 23年 8月 29日 堺市歴史的風致維持向上計画協議会 第１回 

 

平成 23年 10月 31日 堺市歴史的風致維持向上計画推進庁内幹事会 

 

平成 23年 11月 17日  堺市歴史的風致維持向上計画協議会 第２回 

 

平成 24年 2月 20日  堺市歴史的風致維持向上計画協議会 第３回 

 

平成 24年 8月 20日  堺市歴史的風致維持向上計画推進庁内幹事会 

 

平成 24年 10月 18日  堺市歴史的風致維持向上計画協議会 第４回 

 

平成 25年 3月 14日  堺市歴史的風致維持向上計画推進庁内委員会・幹事会 

 

平成 25年 3月 29日  堺市歴史的風致維持向上計画協議会 第５回 

 

平成 25年 7月 8日  堺市文化財保護審議会 

 

平成 25年 6月 19日～7月 18日 パブリックコメント 

 

平成 25年 8月 9日  堺市歴史的風致維持向上計画推進庁内委員会・幹事会 

 

平成 25年 8月 20日  堺市歴史的風致維持向上計画協議会 第６回 

 

平成 25年 9月 17日  堺市歴史的風致維持向上計画 申請 

 


