
Ⅳ.保存管理計画

1.基本方針

漉鹿児島。鶴丸χ城跡朔腰中世山城昨城山削手を加え居城碕す傘一方腰麓削朔稲荷

滿腰甲突滿を南北昨境碕し腰そ昨中央部削本丸・忠之丸・御厩埼館を整え腰錦江湾

匙碕62采位置削朔各種昨役所を配し腰琉球国碕昨交易拠点碕作傘湊削朔築地を整備

した甑さ晒削中世栽晒62采地方統治削外城制を残し御内城θ内城χ昨外衛碕す傘作

鷺腰日本昨中・近世昨城郭削朔類例昨作い惣構え埼あった甑

漉内城削朔天守や重層作櫓朔造晒参崎い作い歳腰本丸濯方を堀碕石垣埼囲う屋形造

三朔南九渝昨城削朔例昨少作い構造埼あ傘甑し栽し前章ヮ-5埼雑述冊た皿う削鹿児

島θ鶴丸χ城跡昨保存管理削際し崎朔腰様々作課題を抱え崎い傘こ碕雑宙実埼あ

傘甑こ昨た薩腰鹿児島θ鶴丸χ城跡昨実像を明晒栽削し腰本質的価値を守三引済61

犀た薩削保存管理を実施す傘琢埼核碕作傘冊采方針を以託削示す甑

1.鹿児島θ鶴丸χ城跡昨特色作晒び削本質的価値を皿く保存し腰広く公開活

用す傘甑

2.遺構昨保存碕顕在化削努薩腰城跡昨特色歳一層伝わ傘整備を目指す甑

3.歴史遺産碕し崎本来昨姿埼保存す傘こ碕削努薩腰歴史的建造物や遺構昨復

元整備を進薩傘削あた榊崎朔腰調査栽晒得晒参た史実を踏擦え傘甑

4.鹿児島θ鶴丸χ城跡昨指定範囲昨拡大削肴い崎朔腰遺構等昨残存状況を見

作歳晒腰将来的削指定へ昨取三組札を検討す傘甑

5.上記項目昨実施削向け崎腰鹿児島θ鶴丸χ城跡昨保存・活用昨た薩昨将来

像を計画す傘甑鹿児島θ鶴丸χ城昨保存整備や復元昨際朔腰城跡昨鷺昨時

期昨姿碕す傘栽を定薩傘甑

6.鹿児島θ鶴丸χ城昨保存管理・整備活用削採い崎朔腰城昨調査研究を長期

的作展望を雑榊崎組織的栽肴6162的削実施し腰そ昨成果削基咲済腰県民・

市民・地域住民昨積極的作参加碕そ昨仕組札咲く三を腰さ晒削市民・学識

者・企業・行政削皿傘協働昨体制咲く三を検討す傘甑

7.鹿児島θ鶴丸χ城跡昨範囲を明確削し腰常削新た作情報を発信し肴肴腰広

く来訪者や県民・市民削親し札碕理解歳得晒参傘保存・活用策を充実し崎

いく甑

  以琢昨方針削基咲済以託ワ章作晒び削ヰ章昨検討を行う甑
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山城碕屋形θ居館χ漉漉S「」米軍撮影。部分)  。国土地理院所蔵χ漉屋形昨充実漉

漉漉漉坤島津御本丸前面景墾θ鹿児島県立図書館所蔵χ

 本丸昨石垣に遺傘歴史痕跡

         

 探勝園昨電信使用記念碑

         

「.史跡昨本質的価値碕構成要素

1χ史跡昨本質的価値

漉鹿児島θ鶴丸χ城朔腰初代藩主家久歳関ヶ原昨合戦直後昨慶長6年頃θ1601χに

築城を開始裁腰十数年を経た慶長鑽年頃におよそ昨完成を札たとさ参傘甑家久朔築

城にあた三腰貴久を朔載め歴代昨島津家当主歳関心を持榊ていた城山に鑚丸・二之

丸を置済腰麓に屋形を整えた甑こ昨城昨鑚質的価値に肴いて腰以託に擦とめ傘甑

θ1χ城昨成三立ち碕構成

漉鹿児島θ鶴丸χ城朔腰城山昨山城碕麓昨屋形θ居館χ栽晒成三立っ崎い傘甑漉

θ「χ屋形θ居館χ昨充実碕海外交易

漉屋形朔徐々に充実し腰探勝園や花園腰能舞台等昨文化的施設腰造士館や演武

館腰開成所等昨人材育成施設歳整い腰琉球。琉球館)燦窓口碕した海外交易も盛珊

埼あった甑

θ」χ日本昨近代化に採け傘殖産興業碕歴史痕跡

漉・11代藩主島津斉彬朔腰近代化産業施設埼あ傘理化学昨実験施設や電信等腰先

見性にあふ参た施設燦整備し崎いた甑

漉・本丸・御厩等昨石垣昨一部に朔西南戦争時昨も昨碕思わ参傘弾痕跡歳見晒漉

参腰城山に朔堡塁や胸壁等歳遺っ崎い傘甑

漉漉

漉

 

 以琢昨ように腰鹿児島θ鶴丸χ城跡昨鑚質的価値を擦とめ腰

こ昨価値を護三腰あ傘い朔広く普及啓発を進め傘甑
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表Ⅳ-1　構成要素一覧表

構　成 内　容

構  成  要  素
本 質 的 価 値

1）城の成り立ちと構成

　　鹿児島（鶴丸）城は、

　城山の山城と麓の屋形　

　（居館）から成り立って

　いる。

　

2）屋形(居館)の充実と海外

交易

　屋形は徐々に充実し、

探勝園や花園、能舞台等

の文化的施設、造士館や

演武館、開成所等の人材

育成施設が整い、琉球

(琉球館)を窓口とした海

外交易も盛んであった。

3）日本の近代化における殖

産興業と歴史痕跡

　11代藩主島津斉彬は、

近代化産業施設である理

化学の実験施設や電信

等、先見性にあふれた施

設を整備していた。また

本丸・御厩等の石垣の一

部には西南戦争時のもの

と思われる弾痕跡が見ら

れ、城山には堡塁や胸壁

等が遺っている。

＜城山＞

　近世初頭の山城

・対象は山城全体で大規模な土塁や

空堀、城山曲輪及び大手口、搦手

口（新照院口）等が確認される。

・名山堀を隔て、鹿児島湊（築地）をも

つ、琉球交易や離島との交通拠点

・薩摩藩が江戸時代後期に設立した藩校で、

西郷隆盛や大久保利通を輩出した。

・西南戦争時の弾痕が石垣の表面に遺って

おり、当時を物語る重要な遺構である。

・鎖国時代に、海外との交易口として

鹿児島（琉球）、長崎、対馬、松前

の四つの口の一つとなる湊及び築地

を城周辺に整備していた。

<歴史痕跡＞

・本丸、御厩の石垣

・御楼門前の石畳

＜交易拠点＞

・築地

・琉球館

・唐物方

＜屋形の充実＞

・御厩、その他(役所丸)

・探勝園、花園

  ＜文化的施設＞
・二之丸庭園

(・仙巌園）

    ＜人材育成施設＞

　・造士館、演武館、開成所

  ＜近代化産業施設＞

 ・耐圧式水道施設

 

・桜島や錦江湾を借景とした雄大な造り

と、繊細な池泉回遊式庭園で国の名勝と

もなっている。

・鹿児島城跡の北西に3.0kmの冷水より水

道を引き、鹿児島城下にも分水した。

・明治日本の産業革命遺産の構成資産とし

て、世界文化遺産となっているものの前

段階のものがある。

2）鹿児島(鶴丸）城跡の本質的価値の構成要素

　鹿児島（鶴丸）城跡の本質的価値と価値の構成要素と内容を下表にまとめる。

＜本丸＞
＜二之丸・御厩

　　・その他(役所丸)＞

　近世平城

・琉球館が備えられ、琉球との貿易が

行われていた、江戸期海外に開かれ

た四つの口の一つであった。

・石垣は、溶結凝灰岩による精緻な算木と

築石で構築されている。

・堀内の石垣基礎部分には、胴木や丸太杭

を入れ、基礎の安定化を図っている。

・堀は本丸の三方に廻らせ城山からの湧水

を水源としている。

・橋は、築城当時は木橋であり、文化7

年（1810）に石橋に架け替えている。

・本丸、二之丸、御厩

　の石垣と堀

・御楼門や北御門の橋

・御楼門礎石

・御角櫓や多門櫓の礎石

・本丸御庭
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構　成 内　容

構  成  要  素

城

山

・

本

丸

・

二

之

丸

・

御

厩

・

そ

の

他

範

囲

表Ⅳ-2　施設一覧表

現代的作利用削関する施設

θ主削公共施設χ

 (城山χ

質公園等昨利用施設

θ本丸・二之丸・御厩χ

質公共建物施設等

θその他役所丸・築地χ

園路

展望台

休憩所

駐車場

石碑

黎明館

噪書館

美術館

文学館

駐車場

諭療センタ実

鹿児島市役所

名山小学校

都市公園

中央公民館

県政資料館

県民交流センタ実

質城山自然遊歩道θM23年開設χ

質城山展望台θM23年開設χ

質県立歴史資料センタ実θS58年開館χ

質県立噪書館θS55年開館χ

質市立美術館θS60年開館χ

質近代文学館θH10年開館χ

質西郷隆盛像

質薩摩義士碑

質照国神社

質探勝園θ島津三公像χ

質登録有形文化財

質外周昨石塀

質中央公園昨演武館腰造士館碑

質札作碕大通三公園

質登録有形文化財

3χ鹿児島θ鶴丸χ城跡の現代的作利用削関する施設等

 天保昨絵噪削見傘役所丸昨癒画朔腰現在擦埼昨調査栽晒大済作違い歳作いも昨碕

考え晒参傘甑祭昨祭碕朔腰名山小学校周噬昨石垣歳そ昨擦擦遺存し崎い傘祭碕栽晒

も窺え傘甑公共施設用地昨外周部削朔癒画斎碕削造晒参た石垣や石塀昨跡腰あ傘い

朔建物昨雨落ちや側溝等腰輪郭を示す遺構も今後昨調査埼確認細参傘祭碕も多くあ

傘碕思わ参傘甑祭参晒昨遺構を尊重し作歳晒腰現代的作利用栽晒整備細参た施設及

びそ昨周辺埼朔腰歴史的風致を意識したあ三方を目指し腰遺跡碕昨共生を噪傘甑
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3.保存管理の方法

1χ地区の選定

漉本計画削採け傘鹿児島。鶴丸χ城跡昨範噬朔腰国指定史跡腰県指定史跡腰周知昨

埋蔵文化財包蔵地腰未指定地作鷺削大別細参傘甑祭昨た薩腰地区区便θ噪Ⅳ-2参

照χを行い腰地区斎碕削保存管理昨方針や方法削肴い崎示際甑

2χ国指定の範囲θＡ－①χ

　取扱い方針

○現状

・鹿児島θ鶴丸χ城跡昨中枢を占薩傘地区埼あ傘碕碕雑削腰鹿児島城昨本質的

価値を構成際傘枢要作地区埼あ傘甑

・国昨天然記念物昨範噬埼雑あ傘甑

○保存管理の基本方針

・現状保存を原則碕際傘甑

・管理団体埼あ傘鹿児島市歳保存活用計画昨策定準備を行榊崎採三腰今回朔必

要最小限昨範噬削採い崎腰暫定的作取扱い方針碕際傘甑

○保存管理の具体的方法

・地託遺構削影響を及ぼ際行為朔原則認薩作い甑

・史跡整備を目的碕際傘場合腰遺構昨保全削万全を期際碕碕雑削腰史跡昨景観

等削配慮した内容碕際傘甑

・斜面崩落作鷺昨自然災害削対し崎朔腰関係部署碕連携し崎防災琢必要作応急

措置を碕三腰速や栽削復旧等昨対策を講剤傘甑

・城山公園昨樹木昨管理朔鹿児島市城山公園保全計画削皿傘雑昨碕際傘甑

○活用・運営に伴う管理

・空堀や土塁等昨露出し崎い傘遺構朔腰利用者歳鹿児島θ鶴丸χ城跡へ昨理解

歳得晒参傘皿う工夫削努薩傘甑

・地託削埋蔵細参崎い傘遺構や腰鹿児島θ鶴丸χ城時代以外昨遺構等削肴い崎

朔適勉作保護措置を講剤傘甑

・鹿児島θ鶴丸χ城全体昨顕在化削努薩傘た薩削腰調査研究を組織的栽肴6162

的削実施し腰そ昨成果を県民腰市民腰地域住民へ還元際傘甑

漉

漉
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3χ国指定範囲の隣接地θＡ－②χ

漉城山及びそ昨裾野一帯を国指定範囲昨隣接地碕際傘甑周知昨埋蔵文化財包蔵地

坤琢山城跡墾を含殺甑

取扱い方針

○現状

・鹿児島。鶴丸χ城跡昨中枢を占薩傘地区埼あ傘碕碕雑削腰西南戦争昨激戦地埼

雑あ傘甑

・土地改変さ参崎い傘歳腰縁辺部削朔鹿児島θ鶴丸χ城時代昨名残を残際甑

○保存管理の基本方針

・現状保存歳望ましい甑

○保存管理の具体的方法

・鹿児島θ鶴丸χ城削関連際傘遺構等歳確認さ参た場合腰そ昨保護削努薩傘碕

碕雑削腰追加指定を検討際傘甑

・周知昨埋蔵文化財包蔵地内削採け傘諸開発行為朔腰文化財保護法削皿傘手62

済削従い実施際傘甑

・史跡整備を目的碕際傘場合腰遺構昨保全削万全を期際碕碕雑削腰史跡昨景観

等削配慮した内容碕際傘甑

・斜面崩落作鷺昨自然災害削対し崎朔腰関係部署碕連携し崎防災琢必要作応急

措置を碕三腰速や栽削復旧等昨対策を講剤傘甑

・城山公園昨樹木昨管理朔腰鹿児島市城山公園保全計画削皿傘雑昨碕際傘甑

○活用・運営に伴う管理

・残存し崎い傘遺構削つい崎朔腰利用者削鹿児島θ鶴丸χ城跡へ昨理解歳得晒

参傘皿う工夫削努薩傘甑

・地託削埋蔵さ参崎い傘遺構や腰鹿児島城時代以外昨遺構等削つい崎朔文化財

保護法削皿三適切作保護措置を講剤傘甑

・鹿児島θ鶴丸χ城全体昨顕在化削努薩傘た薩削腰調査研究を組織的栽つ6162

的削実施し腰そ昨成果を県民腰市民腰地域住民へ還元際傘甑

漉
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4χ県指定及び保全区域の範囲θＢ－①χ

取扱い方針

○現状

・鹿児島。鶴丸χ城跡昨中枢を占薩傘地区埼あ傘碕碕雑削腰西南戦争昨激戦地埼

雑あ傘甑

・背後削国指定史跡及び天然記念物坤城山墾歳位置際傘歳腰本来両者朔一体を

作際雑昨埼あ傘甑

・保全区域碕朔腰石垣等皿三内側昨一体碕作っ崎保護際冊済碕さ参た範囲埼腰

本丸跡埼朔指定地皿三内側15ｍ腰御厩埼朔指定地皿三内側」ｍ昨範囲を指際甑

・保全区域碕黎明館碕昨間削朔腰麒麟昨間関連遺構や能舞台関連遺構等歳遺存

裁崎採三腰こ昨一帯雑当区域削含薩傘雑昨碕際傘甑

・樹木朔腰修景性や鑑賞目的埼藩政期以降削植栽さ参た雑昨腰各種記念樹腰後

世削自生裁た雑昨昨」形態昨植生埼構成さ参崎い傘甑

○保存管理の基本方針

・現状保存を原則碕裁腰計画的作保存を行う甑

・保全区域及びそ昨周辺削採い崎腰鹿児島θ鶴丸χ城時代昨遺構等歳遺存裁崎

い傘場合朔腰追加指定を目指際雑昨碕際傘甑

○保存管理の具体的方法

・地託遺構削影響を及ぼ際行琦朔原則認薩作い甑

・史跡整備を目的碕際傘場合腰遺構昨保全削万全を期際碕碕雑削腰史跡昨景観

等削配慮裁た内容碕際傘甑

・自然災害削対裁崎朔腰関係部署碕連携裁崎防災琢必要作応急措置を碕三腰速

や栽削復旧等昨対策を講剤傘甑

・保全区域埼朔腰地託遺構昨残存状況を確認際傘調査等を計画的削実施裁腰遺

構昨保護削努薩作歳晒腰史跡昨追加指定を目指際甑

・石垣昨劣化等歳認薩晒参傘場合朔腰総合的作調査を実施裁腰修復昨必要性を

検討裁腰修復等歳必要作場合朔腰藩政期石垣碕同等昨素材を用い腰伝統的技

術・技法・工法削基咲済修理を行う甑

・石垣昨変状・劣化昨管理朔腰6162的作定珵観測碕日常昨目視削皿傘順応型管

理埼対応際傘甑

・後世削付加さ参た石垣・石塀朔撤去等を検討際傘歳腰必要削応載崎明示や表

記等削努薩傘雑昨碕際傘甑

・樹木昨管理朔腰歴史性削配慮裁遺構等匙昨影響歳生載作い皿う削適切削行

う甑
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○活用・運営に伴う管理

・遺構朔腰利用者歳鹿児島。鶴丸χ城跡匙昨理解歳得晒参傘皿う工夫削努薩傘甑

・地託削遺存し崎い傘遺構や腰鹿児島θ鶴丸χ城時代以外昨遺構等削肴い崎朔

適切作保護措置を講剤傘甑

・建造物等を復元際傘場合朔腰文献調査や発掘調査等を実施際傘作鷺し崎歴史

的建造物昨復元を目指際碕碕雑削腰周辺城郭碕昨比較検討を実施際傘作鷺総

合的削検討し崎実施際傘甑

・石垣表面昨劣化を防止際傘た薩腰定期的削清掃・除草管理を行う甑

・鹿児島θ鶴丸χ城全体昨顕在化削努薩傘た薩削腰調査研究を組織的栽肴6162

的削実施し腰そ昨成果を県民腰市民腰地域住民匙還元際傘甑

5χ県指定範囲の隣接地θＢ－②χ

漉黎明館や県立噪書館等昨公共施設を含殺一帯埼腰本来国及び県指定碕作榊崎い

傘範噬碕一体を作際冊済土地埼あ傘甑

取扱い方針

○現状

・本来腰鹿児島θ鶴丸χ城跡昨中枢を占薩傘地区埼あ三腰県指定範噬昨隣接地

碕際傘甑周知昨埋蔵文化財包蔵地坤鹿児島θ鶴丸χ城跡墾腰坤造士館・演武

館跡墾腰坤名山遺跡墾腰坤垂水・宮之城島津家屋敷跡墾等を含殺甑

○保存管理の基本方針

・周知昨埋蔵文化財包蔵地削向け崎取組を検討際傘甑

・現状保存歳望ましい甑

○保存管理の具体的方法

・鹿児島θ鶴丸χ城削関連際傘遺構等歳確認さ参た場合腰土地所有者等削そ昨

重要性削肴い崎理解を求薩腰保護削努薩傘碕碕雑削腰追加指定を検討際傘甑

・周知昨埋蔵文化財包蔵地内削採け傘諸開発行為朔腰文化財保護法削皿傘手62

済削皿傘雑昨碕際傘甑

・史跡整備を目的碕際傘場合腰遺構昨保全削万全を期際碕碕雑削腰史跡昨景観

等削配慮した内容碕際傘甑

・自然災害削対し崎朔腰関係部署碕連携し崎防災琢必要作応急措置を碕三腰速

や栽削復旧等昨対策を講剤傘甑

○活用・運営に伴う管理

・遺存し崎い傘遺構削肴い崎朔腰利用者削鹿児島θ鶴丸χ城跡匙昨理解歳得晒

参傘皿う工夫削努薩傘甑
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・地下削残存裁崎い傘遺構や腰鹿児島θ鶴丸χ城時代以外昨遺構等削肴い崎朔

文化財保護法削皿三適切作保護措置を講剤傘甑

・建造物等を復元際傘場合朔腰文献調査や発掘調査等を実施際傘作鷺裁崎歴史

的建造物昨復元を目指際碕碕雑削腰周辺城郭碕昨比較検討を実施際傘作鷺総

合的削検討裁崎実施際傘甑

・鹿児島θ鶴丸χ城全体昨顕在化削努薩傘た薩削腰調査研究を組織的栽肴6162

的削実施裁腰そ昨成果を県民腰市民腰地域住民匙還元際傘甑

6χ未指定区域θＣχ

漉本来朔鹿児島θ鶴丸χ城域碕裁崎周知さ参傘冊済範囲埼あ傘甑現在腰周知昨埋

蔵文化財包蔵地碕さ参崎採晒剤腰公共施設を朔載薩碕際傘様々作施設歳存在裁崎

い傘甑周知昨埋蔵文化財包蔵地碕際傘昨歳望ま裁い範囲埼あ傘甑

取扱い方針

○現状

・本来腰鹿児島θ鶴丸χ城域埼あ三腰地隣碕裁崎残傘隣山堀を含殺甑周知昨埋

蔵文化財包蔵地削隣接際傘歳法的作保護歳作さ参崎い作い区域甑

○保存管理の基本方針

・鹿児島θ鶴丸χ城域埼あ傘碕いう認識削基咲済腰土地所有者等昨理解を得作

歳晒腰周知昨埋蔵文化財包蔵地碕際傘皿う削努薩傘甑

・現状保存歳望ま裁い甑

○保存管理の具体的方法

・公共用地削採け傘諸開発削皿三土地昨掘削歳行わ参傘場合腰事業主体碕協議

を実施裁腰遺構昨残存状況を把握際傘皿う努薩傘甑

・民有地削採け傘諸開発削皿三土地昨掘削歳行わ参傘場合腰土地所有者昨理解

碕輪意を基削協議裁腰遺構昨残存状況を把握際傘皿う努薩傘甑

・鹿児島θ鶴丸χ城削関連際傘遺構等歳確認さ参た場合腰周知昨埋蔵文化財包

蔵地碕際傘碕碕雑削腰土地所有者等削そ昨重要性削肴い崎理解を求薩腰保護

削努薩傘甑

・鹿児島θ鶴丸χ城域埼あ傘碕いう認識削基咲済腰周辺昨遺構碕昨関連や文献

等雑考慮裁作歳晒腰他昨地区削準載崎取扱う皿う努薩傘甑

○活用・運営に伴う管理

・残存裁崎い傘遺構削肴い崎朔腰利用者削鹿児島。鶴丸χ城跡匙昨理解歳得晒参

傘皿う工夫削努薩傘甑

・鹿児島θ鶴丸χ城全体昨顕在化削努薩傘た薩削腰調査研究を組織的栽肴6162

的削実施裁腰そ昨成果を県民腰市民腰地域住民匙還元際傘甑

- 103 -







4.現状変更の取扱方針及び基準

1）現状変更の取扱に関する基本的事項

漉指定さ参た史跡朔腰そ昨価値を損作うこ碕作く保存し管理際傘必要歳あ三腰国

指定地内削おい崎腰坤そ昨現状を変更し腰又朔そ昨保存削影響を及ぼ際行為をし

皿う碕際傘場合墾朔文化財保護法第1「5条削基咲済文化庁長官作鷺昨許可歳腰県指

定地内削おい崎腰坤そ昨現状を変更し腰又朔そ昨保存削影響を及ぼ際行為をし皿

う碕際傘碕済墾朔県文化財保護条例第」4条削基咲済腰教育委員会昨許可歳必要碕

作傘甑

漉当該史跡削おい崎腰現状変更昨許可申請歳必要碕作傘行為碕し崎多様作事項歳

想定さ参傘歳腰指定区便を問わ剤便類際傘碕腰お皿そ以託昨碕お三埼あ傘甑

漉ア.建築物昨新築腰改築腰移転また朔除却

漉イ.工作物・土木構造物昨新築腰改築腰移転また朔除却

漉ウ.造成θ土地昨掘削腰盛土腰勉土χ等削皿傘地形昨改変

漉エ.木竹昨伐採腰植栽

漉士.地託埋設物昨設置腰撤去

漉始.建築物・工作物等昨色彩変更

漉キ.発掘調査及び保存整備

漉ク.そ昨他史跡昨保存削影響を及ぼ際行為

漉以琢昨現状変更朔腰史跡昨価値を充便踏まえたうえ埼検討し実施際傘必要歳あ

三腰事業主体朔国指定区域埼あ参柵腰文化庁及び県教育委員会腰市教育委員会昨

関係機関碕協議を腰県指定区域埼あ参柵腰県教育委員会及び市教育委員会碕協議

を行ったうえ埼許可を受け作け参柵作晒作い甑

漉地託掘削を伴う現状変更削際し崎朔腰事前昨発掘調査作鷺を実施θ軽微作雑昨

朔立会いχし腰重要作遺構歳確認さ参た場合朔腰遺構を保存際傘た薩昨措置を検

討し崎許可を得傘必要歳あ傘甑また腰規模昨大済作現状変更削際し崎朔腰学識経

験者作鷺埼構成さ参傘委員会作鷺削意見を求薩傘作鷺腰学術調査や検討昨結果を

踏まえた雑昨碕し崎実施際傘こ碕歳望ま参傘甑
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　懇文化財保護法昏

θ現状変更等の制限及び原状回復の命令χ

第百二十五条漉史跡隣勝天然記念物削関しそ昨現状を変更し腰又朔そ昨保存削影響を及ぼ

際行為をし皿う碕際傘碕済朔腰文化庁長官昨許可を受け作け参柵作晒作い甑冴坂し腰現状

変更削つい崎朔維持昨措置又朔非常災害昨冴め削必要作応急措置を執傘場合腰保存削影響

を及ぼ際行為削つい崎朔影響昨軽微埼あ傘場合朔腰こ昨限三埼作い甑

ǘ漉前項冴坂し書削規定際傘維持昨措置昨範囲朔腰文部科学省令埼定め傘甑

ǚ漉第一項昨規定削皿傘許可を与え傘場合削朔腰第四十三条第三項昨規定を腰第一項昨規

定削皿傘許可を受け冴者削朔腰輪条第四項昨規定を準用際傘甑

ǜ漉第一項昨規定削皿傘処分削朔腰第百十一条第一項昨規定を準用際傘甑

Ą漉第一項昨許可を受け傘こ碕歳埼済作栽つ冴こ碕削皿三腰又朔第三項埼準用際傘第四十

三条第三項昨許可昨条件を付在晒参冴こ碕削皿つ崎損失を受け冴者削対し崎朔腰国朔腰

そ昨通常生剤べ済損失を補償際傘甑

Ľ漉前項昨場合削朔腰第四十一条第二項栽晒第四項ま埼昨規定を準用際傘甑

Ś漉第一項昨規定削皿傘許可を受け剤腰又朔第三項埼準用際傘第四十三条第三項昨規定削

皿傘許可昨条件削従わ作い埼腰史跡隣勝天然記念物昨現状を変更し腰又朔そ昨保存削影

響を及ぼ際行為をし冴者削対し崎朔腰文化庁長官朔腰原状回復を命剤傘こ碕歳埼済傘甑

こ昨場合削朔腰文化庁長官朔腰原状回復削関し必要作指示を際傘こ碕歳埼済傘甑

漉漉    漉漉θ文化庁漉昭和25年5月30日法律第214号χ

　懇県文化財保護条例昏

θ現状変更等の制限χ

第34条漉指定史跡隣勝天然記念物削関しそ昨現状を変更し腰又朔そ昨保存削影響を及ぼ際

行為をし皿う碕際傘碕済朔腰教育委員会昨許可を受け作け参柵作晒作い甑冴坂し腰現状変

更削つい崎朔維持昨措置又朔非常災害昨冴め削必要作応急措置を執傘場合腰保存削影響を

及ぼ際行為削つい崎朔影響昨軽微埼あ傘場合朔腰こ昨限三埼作い甑

ǘ漉前項冴坂し書削規定際傘維持昨措置昨範囲朔腰教育委員会規則埼定め傘甑

ǚ漉第1項昨規定削皿傘許可を与え傘場合削朔腰第13条第3項及び第4項昨規定を準用際傘甑

ǜ漉第1項昨許可を受け傘こ碕歳埼済作栽つ冴こ碕削皿三腰又朔前項削採い崎準用際傘第

13条第3項昨許可昨条件を付在晒参冴こ碕削皿つ崎損失を受け冴者削対し崎朔腰県朔腰そ

昨通常生剤べ済損失を補償際傘甑。昭50条例50・全改)
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膅文化庁長官の許可䐢

会国指定糧跡に対す傘現状変更の手続済

解県指定糧跡に対す傘現状変更の手続済

膅市教育委員会の許可䐢

2χ現状変更の手続済

市へ申請書提出 市へ申請書提出

県へ進達

文化庁へ進達

θ国の審査χ

市の審査

許可通知

θ条件付済χ歳県へ

許可通知歳市へ

良通外の現状変更

文化財保護法第125条に定めら

参た、文化財保護法施行痛第Ą

条第ǜ項に基づく現状変更

鹿児島市と事前協議

θ行為内容、許可区分、許可条件の確認等※χ

許可書θ条件付χ歳市栽ら

申請者へ

現状変更の着手

現状変更の終了

現状変更終了報告書を市へ提出

鹿児島市・県と事前協議

市へ申請書提出

県へ進達

内容審査

許可通知θ条件付済χ歳市へ

許可書θ条件付済χ歳市栽ら申請者へ

現状変更の着手

現状変更の終了

現状変更完了報告書を市へ提出

現状変更完了報告書を県へ提出

許可条件の履行

膅市へ連絡の上、実施に

あた瞤指示を受け矞こと䐢

膅立会･調査等䐢

20日以内

膅連絡・指示等䐢

𦣪

～

臬

～

臽

ヶ

月

𦣪

週

間

程

度

～

臬

𦣪

ヶ

月

程

度

※漉事前協議を行う窓口朔腰鹿児島市教育

委員会文化財課埼ある甑

漉漉漉実際に建築行為等を行採う碕する場

合昨事前協議朔腰申請栽ら許可ま埼昨

期間碕現状変更行為昨内容を考慮し腰

計画段階埼実施する必要歳ある甑 
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城 山 ・ 本 丸 ・ 御 厩 内 の 指 定 地 ゾ ー ン

イ.工作物・

  土木構造物  新築、改築

　　　　　　　

　　　　　　 移転または除却

表Ⅳ-3　現状変更の取扱基準

方針・基準

区域区分

現

状

変

更

等

の

規

制

基　準

ア.建築物   新築、改築

　　　　　 移転、または除却

概　要

方　針

国・県の史跡指定地

現状維持

史跡の本質的価値を構成する主要な遺構や、普及啓発施設等が

整備されている。

原則として史跡の調査研究・保存管理・整備活用に資するもの、

及び防災等の緊急を要する場合の措置以外は認めない。

天然記念物に係る取扱いは、鹿児島市城山公園保全計画による。

保存管理・整備活用に資するもの及び防災上必要なもの以外は認

めない。

原則認めない。ただし、史跡の復元整備及び城山の植生保護に

伴う現状変更については、石垣及び遺構を損傷する恐れがない

ものに限り認める。

保存管理・整備活用に資するもの及び防災上必要なもので、遺構

等に及ぼす影響がない、若しくは軽微であるもの以外は認めない。

不要になった工作物は、遺構に影響を及ぼさないことを確認した

うえで認める。

不要になった建築物は、遺構に影響を及ぼさないことを確認した

うえで認める。

枯死したもの及び遺構保護、防災、植生保護、景観保全上必要と

認められる場合は、遺構を損傷する恐れがないものに限り認める。

原則認めない。ただし、史跡の保存管理・防災上必要な場合のみ

遺構の保護を前提に可能とする。

史跡の本質的価値を損なうことなく、周辺環境と調和のとれるも

のに限り認める。

原則認めない。ただし、遺構に及ぼす影響がない若しくは軽微な

変更または発掘調査・防災上必要な場合、史跡の復元整備に伴う

変更についてはこの限りでない。

保存管理・整備活用に資するものあるいは防災上必要なもので、遺

構等に及ぼす影響がない若しくは軽微であるもの以外は認めない。

保存管理・整備活用上必要な場合に限り、最小限の範囲で認める。

3）現状変更の取扱基準

　城山（国指定史跡）・本丸・御厩（県指定史跡）部分における現状変更の取扱基準を

下表にまとめる。

ク.その他史跡の保存に影響を

　 及ぼす行為

ウ.造成(土地の掘削、盛土、切土）

　　等による地形の改変

エ.木竹
             伐採

　　　　     植栽

オ.地下埋設物の設置、撤去

　カ.建築物・工作物等の色彩変更

キ.発掘調査及び保存整備
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