
富士山世界文化遺産富士山世界文化遺産富士山世界文化遺産富士山世界文化遺産    構成資産「白糸ノ滝」構成資産「白糸ノ滝」構成資産「白糸ノ滝」構成資産「白糸ノ滝」    

白糸の滝 整備基本計画 整備実施設計 護岸設計 

富士設計株式会社 本多美仁・渡邉一弘 

１．はじめに 

昭和 12 年に、国の名勝及び天然記念物として指定された「白糸ノ滝」は、世界文化遺産

登録を目指す「富士山」の構成資産に選定されたことを受け、国指定文化財として本質的

価値にふさわしい環境整備を行うべく、関係機関と共に検討を重ねてきた。 

こうした中、「白糸ノ滝」第二次保存管理計画の選定やその後の地震（平成 23 年 3 月 15

日）、台風（平成 23 年 9 月 21 日の台風 15 号）の自然災害の発生という状況変化が生じた

ことから、これらの影響を反映した検討を加え、整備方針をまとめた整備基本計画を策定

した。 

本計画の策定に当たっては、国（文化庁・環境省）及び静岡県の指導のもと、“名勝及び

天然記念物「白糸ノ滝」整備基本計画策定委員会”を設置し、各方面の権威である委員（有

識者７名）の審議を経て取りまとめたものであり、今後、計画に基づく整備の具現化に取

り組むものである。 

当社においては、整備基本計画の策定、現況測量、用地測量、地質調査、整備実施設計 護

岸設計の全工程について関わっている。 

今回は、全容をイメージ的に伝えるよう整備基本計画の概要について報告する。 

 

２．富士宮市の概要 

富士宮市は静岡県東部、富士山南西に位置する面積約 400k㎡、人口 13万人強のまちで

ある。市域の高低差は 3,741m と日本一の高低差であり、温暖な地区、極寒の地区が一つの

まちに存在し、観光施設も点在している。 

市の面積の約半分は富士箱根伊豆国立公

園の広大な景観をなす区域内にあり、市北部

には朝霧高原が広がり、周辺には日本の滝百

選「白糸ノ滝・音止めの滝」、ダイヤモンド

富士のスポットとして知られる田貫湖とい

った自然観光地を持つ。 

観光客は現在、年間約 600 万人が訪れ、世

界文化遺産登録を機に一層の交流人口増加

が期待される。 

富士宮のまちおこしで全国的に有名となった富士宮やきそばをはじめ、ニジマス（市の

魚）、日本酒（酒蔵：富士高砂酒造、富士正酒造、牧野酒造、富士錦酒造）、曽我漬、静

岡茶、たけのこの食材や、駿河半紙といった伝統文化もある。 

  

 



３．富士山世界文化遺産の中の富士宮市の位置づけ 

当市は古来より地理的にも文化的にも富士山との関わりが深く、富士信仰とも大きく関

わってきた。富士山を祀る浅間大社は、全国 1,300 余社の総本宮として、平成 18 年には御

鎮座 1,200 年を迎え、その門前町として栄えてきたまちである。 

「富士宮市」の由来は、「富士の宮」という富士山本宮浅間大社の旧社号から由来する。 

富士山文化遺産の構成資産は静岡県内 8件の内、6件を占め“世界遺産のまち”の中枢で

ある。 

 

４．白糸ノ滝が構成資産である理由 

＜富士講と白糸ノ滝＞ 

富士講の創始者とされる長谷川角行が人穴での修行と並行して水行を行った場所であ

ると伝えられ､富士講信者を中心に人々の巡礼･修行の場であった。 

18 世紀後半以降､その信者は山頂を目指して富士山に登拝するのみならず､かつて長谷

川角行とその弟子が修行を行ったとされる山麓の風穴(人穴富士講遺跡)や溶岩樹型、湖

沼、湧水地等を巡礼し､開祖に倣って修行を行った。白糸ノ滝もその一つである。 

＜根拠資料＞ 

白糸ノ滝は、富士講の隆盛を築いた食行身禄が水行を行った場であり、富士講信者に

修行の場として認識され、18世紀中頃の記録に描かれた食行身禄の顕彰碑が存在する 

 

 

 

白糸ノ滝における水垢離の様子（1854 年頃） 
『栄行真山自伝』 

食行身禄の碑（被災前） 

 



５．整備に向けた取り組み 

（１）委員会の設置 

「白糸ノ滝」を整備するに当たり世界文化遺産の他、国の名勝及び天然記念物、富士箱

根国立公園内であることから、環境省及び文化庁との協議を進めると共に、有識者からな

る「策定委員会」「整備委員会」を設置し、整備計画の策定から工事実施に至るまで徹底

して議論を重ね、指導を受けながら進めた。 

【委員】五十音順 

○天野 光一       日本大学理工学部教授    景観工学 

○池邊このみ       千葉大学大学院教授     景観論、環境計画 

○佐野 貴司       国立科学博物館研究主幹   地質学、鉱物学 

○関 文夫        日本大学理工学部教授    土木工学 

○土 隆一(委員長)    静岡大学名誉教授      地質学、地下水 

○渡井 正二       富士宮市文化財審議会会長  民俗、近世史 

○渡邊 定元(副委員長)  元東京大学教授       生態、環境 

◇文化庁文化財部記念物課 

◇静岡県世界遺産推進課 

◇静岡県教育委員会文化財保護課                 

 

（２）問題点と整備方針 

◇現状の問題点 

①人工物、植栽等が滝の風致景観を阻害している。 

②「白糸ノ滝」の持つ本質的価値について、広報・情報提供が十分行われていない。 

③災害による橋梁・護岸の欠損、法面崩壊など危険箇所が多いこと、歩車の輻輳、施

設・展望箇所の点在など来訪者の快適性が配慮されていない。 

◇３つの整備方針 

＜風致景観の向上＞ 

・滝の眺望を阻害する人工物等の撤去を行う。 

・滝の眺望視界に入る護岸、展望場等については、本質的価値が享受できる風致景観

の整備を行う。 

＜本質的価値の共有＞ 

・本質的価値について、市民や来訪者の間に広く広報・情報提供を行い、富士山の文

化を学ぶ場、育む場として活用する。 

＜安全性、快適性の確保＞ 

・橋の架け替えや車両進入制限等により、来訪者の安全性・快適性を確保する。 

回遊性を持った歩経路、展望場、休憩場の整備、案内サインの設置など来訪者にと

って必要な整備を行う。 



６．個別整備計画 

整備計画においては名勝及び天然記念物「白糸ノ滝」指定区域の中核をなす地区として、

また、自然公園法区域（第 2 種特別地域）・河川区域等、法的規制で守られている資産で

あるため特に厳しい保護管理・保存管理を条件とし、3つの整備方針＜風致景観の向上＞＜

本質的価値の共有＞＜安全性、快適性の確保＞に基づき各ポイントごと計画を整理した。 

 

富士山富士山富士山富士山 

音止の滝音止の滝音止の滝音止の滝 

白糸ノ滝白糸ノ滝白糸ノ滝白糸ノ滝 



Ａ 人工物（売店３件、倉庫１件、落石防止策）の撤去【風致景観】 

背景・整備 

方針 

・名勝及び天然記念物「白糸ノ滝」指定区域内の中核をなす地区として、特に厳しい

保護管理を行う必要があり、白糸ノ滝の眺望視界を阻害している人工物の撤去は最

優先事項である。 

・尾根の崩壊、土石の崩落、大雨による洪水被害等の危険を避け、安全な場所への移

転・撤去等の措置が必要となる。 

売店(3 件) 

倉庫(1 件) 
・滝壺南側に位置する売店 3件(A-1～A-3)・倉庫１件(A-4)を対象とする。 

落石防止柵 ・白糸ノ滝左岸の鉄骨製落石防護柵を対象とする。(A-5） 

 

Ｂ 周辺に調和した河川環境の整備【風致景観、安全性】 

背景・整備 

方針 

・既存の護岸については除却に努めるが、風致景観の保存に関わるもの、名勝及び天

然記念物の保存管理上必要なもの、安全対策上必要なもの及び公共に要するもので、

改修、現状復旧を行う場合は、規模・形態・色彩・材質等において風致景観と調和

するよう努める。 

河川環境の 

整備 

B-1～B-2 

・白糸ノ滝の眺望視界に入る部分で、既存の人工的護岸については、除却、改修、現

状復旧を行うなど風致景観に配慮した整備を行う。 

・周辺自然環境に調和し、景観に配慮した最小限の整備を行う。 

 

Ｃ 橋梁整備【風致景観、安全性】 

背景・整備 

方針 

・滝見橋は、昨年の豪雨時に流木が流下阻害要因となり欠損したこと、橋が一部仮設

となっていること、滝壺に近い場所に設置されており、風致景観上好ましくない位

置に架橋されていることから撤去し、新橋を架橋する。 

新橋架設 

C-1～C-2 

・地震等の災害を想定し、二方向の避難経路を確保するために橋を架橋し、安全性を

確保する。 

・昨年の豪雨時の流下阻害を踏まえ、橋脚を有しない等安全性に配慮したものとする。 

・地質調査結果に基づき、適切な構造を選定する。 

・重厚な構造とならないよう風致景観に配慮したシンプルな形式、デザインとするこ

とが望ましい。 

・新橋は、歩経路動線を考慮し、かつ眺望箇所の一つとして適切な位置に架橋する。 

・歩行者の安全性と風致景観への配慮を踏まえ幅員を決定する。 

 

Ｄ 展望台の整備【風致景観、快適性】 

背景・整備 

方針 

・現在の展望場は売店の一角として形成されているが、周囲に人工物等のない本質的

価値を享受できる場として整備する。 

展望箇所の 

選定 

・滝及び富士山の眺望視界を念頭に、整備箇所を選定する。 

・歴史・文化の保全と鑑賞、歩経路動線を考慮する。 

・風致景観、安全性、快適性に配慮する。 

以上から下記の 3箇所を選定した。 

展望場－１ 

D-1 

・右岸側売店のある箇所で、現在でも代表的な展望場となっている。現売店は撤去予

定のため、撤去後の平場を利用して展望場を整備する。 

・滝壺側法面崩壊に対する安全性を確保した上で、滝音等を体感できる場所として整

備する。 

・滝壺側の食行身禄の碑、賀茂李鷹歌碑の保全・再現を検討する。 

展望場－２ 

D-2 

・崖の崩のため現在は立入禁止となっている。 

・滝と富士山の展望を併せた風致景観を享受できる箇所である。 

・回遊性のある歩経路動線と一体化した整備を行う。 

展望場－３ 

D-3 

・滝全体を見渡すことができない。 

・新橋と左岸側階段歩経路の動線延長にあり、左岸の近景眺望場と全体の遠景眺望場

として整備する。 



Ｅ 階段整備【安全性、快適性】 

背景・整備 

方針 

E-1～E-2 

・地形上拡幅することが難しいこと、自然になじんでいることから、幅員・踏面・蹴

上げは原則現況を利用し、破損箇所等についてのみ修繕する。 

・手摺りについては、腐食等が見られるため、必要箇所について風致景観に配慮した

整備を行う。 

 

Ｆ 案内サインの整備【風致景観、本質的価値、快適性】 

背景・整備 

方針 

・風致景観への配慮をするとともに、来訪者にわかりやすい公共サインの整備（国際

化に対応した公共サインの多言語化、ピクトグラムの活用）を行う。 

・しずおか公共サイン整備ガイドライン(富士山周辺地域公共サイン整備行動計画)等

の基準に基づき、富士山周辺地域のサインに融合したデザインとし、意匠等の一元

化を図る。 

周辺案内板 

F-1 

・広域の地図情報 (現在地や周辺の施設等)を地図により表示する。 

・設置箇所はガイダンス施設周辺等の必要箇所に設置する。 

総合案内板 

F-2 

・白糸ノ滝の区域内施設等の情報を地図により表示する。 

・設置位置は、公園内、展望場等の必要箇所に設置する。 

誘導板 

F-3 

・個別施設への方向経路等を矢羽根型サイン等で行う。 

・設置箇所は主要施設内、歩経路の分岐点等とする。 

説明板 

F-4 

・史跡・石碑等について、わかりやすい解説を加えた説明板を設置する。 

・史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則等に遵守する。 

 

Ｇ 回遊性を持った歩経路整備【安全性、快適性】 

背景・整備 

方針 

・現在の歩経路は、白糸ノ滝左岸側から入って滝を鑑賞し、元に戻っている。 

・土石の崩落、大雨による洪水等の災害の危険回避のため、二方向避難を可能とする

歩経路の整備を行う。 

・右岸側の滝と富士山が併せて眺望できる展望場やお鬢水等に誘導する。 

・来訪者の安全性、快適性を確保するため、幅員、勾配、舗装材、色彩等に配慮する。 

・排水処理を適切に行う。 

右岸側下部 

G-1 

・「新橋」と「展望場－1」とをつなぐ右岸沿いのルートを整備する。 

・適切な幅員、勾配等とする。 

右岸側上部 

G-2 

・右岸階段上部と県道朝霧富士宮線歩道をつなぐルートを整備する。 

・適切な幅員、勾配等とする。 

左岸側上部 

G-3 

・駐車場・売店ゾーンと左岸階段上部をつなぐルートを整備する。 

・南側に背後地と売店ゾーンがあるため、管理車両等の通行を考慮し、適切な幅員、

勾配等とする。 

 

  



Ｈ 生態系（植栽、土砂の撤去）の保全、復元【風致景観、本質的価値】 

背 景 

・指定当時に比して、集中豪雨による自然災害や売店等人間活動の影響によって「白

糸ノ滝」を構成する生態系は変貌してきている。その第一の要因は洪水であり、そ

のため白糸ノ滝の主滝の位置を後退させたのみならず、上流部の大量の岩石、土砂

を押し流し、滝の中枢と云うべき峡谷内の左岸に堆積させて、滝の景観そのものを

変貌させてしまった。 

・年月による植物・繁茂などにより指定当初の価値が損なわれているものに関しては、

地形への配慮や貴重な自然植生への配慮を行った上で剪定あるいは草木の除去や維

持管理を行い、四季折々の風情が愉しめる空間として維持する。 

植栽等の 

剪定、間伐、除

去 H-1 

・植栽の撤去は必要最低限とする。 

・左岸側階段付近の竹の群生は滝の眺望の阻害となり、郷土樹種でないため除去する。

その他の場所の郷土樹種以外の植栽等についても、滝及び富士山の眺望にふさわし

くないものは、剪定、間伐、除去を計画的に行う。 

人工物・砂・ 

堆積物等の 

撤去 H-2 

・河川内に堆積した人工物・土砂・堆積物等の撤去を行う。 

峡谷内の 

復元 H-3 
・峡谷内景観の復元に努める。 

    

Ｉ 便益施設の整備（ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ施設､公衆ﾄｲﾚ､公園､休憩場､売店ｿｰﾝ）【本質的価値、快適性】 

背景・整備 

方針 

・富士山が世界文化遺産として、適切で迅速な情報提供が求められるとともに、環境

等の保全に影響を与えるほどの来訪者を想定しなければならない。 

・各施設の適切な配置・動線への対応、必要とされる規模、形態、風致景観及び安全

性等に対応した施設整備が必要である。 上記を踏まえ、各施設の整備を行う。 

ガイダンス 

施設 

I-1 

・富士山文化の本質的価値について、適切な情報を広く提供する体制及び施設の整備

を行う。 

・配置は駐車場と歩経路をつなぐ動線上とする。 

・周辺の環境等に配慮した形状・色彩とする。 

公衆トイレ 

I-2 

・ガイダンス施設と一体化した施設とし、来訪者へのサービスの充実を図る。 

・増加すると想定される来訪者に対応した施設規模とし、汚水処理については、下流

に影響を与えない消化槽とする。 

・周辺の環境等に配慮した形状・色彩とする。 

公園 I-3 ・富士山が望める位置とし、景観に配慮し、安らぎを得られる空間を提供する。 

休憩場 

I-4 

・駐車場から滝壺までの距離、高低差があること、高齢者、子供等の来訪者の増加が

想定されることから、左岸側上部歩経路沿いに休憩場を設置する。 

・音止ノ滝・富士山の眺望を考慮する。 

・休憩場にはベンチ・水飲み場等を設置する。 

売店ゾーン 

I-5 

・現歩経路沿いと滝壺近くに点在している売店を左岸側上部歩経路沿いの一角に集約

化して設置する。 

・周辺の環境等に配慮した形状・色彩とする。 

 

Ｊ 電柱・電線の撤去等【風致景観】 

背景・整備 

方針 J-1～J-3 

・白糸ノ滝及び富士山の眺望視界を阻害している。 

・周辺を含めた風致景観に配慮する必要がある。 

 

Ｋ 車両と歩行者の分離【安全性、快適性】 

背景・整備 

方針 K-1～K-2 

・現在の歩経路は歩行者と車両の区別がなく、事故の危険性が高い状況である。 

・歩経路は安全面に考慮し、原則的に車両の通行を禁止する。 

・車止め等の設置を行う。 



７．おわりに 

平成 21 年度の基本計画の策定に始まり、平成 23年度の基本計画の見直し、平成 24 年度

から 25 年度にかけての白糸ノ滝整備事業・一級河川芝川護岸等改良事業を経て、昨年 12

月 21 日に関係者約 100 人が出席し、完成式典と併せて滝見橋の渡り初めを行い、約 1 年 4

ケ月ぶりに滝壺が一般公開された。 

整備方針に対しては、滝周辺をどの時代に戻すか、100 年に一度の整備計画ならば思い切

った整備が必要では等、視点の置き所が計画策定に当たっての大きなポイントであった。 

現在は滝壺周辺工事が完了したばかりで、若干コンクリート部分が目立つ状態ではある

が、時間の経過とともに苔むし、自然の中に同化し、今よりもすばらしい富士山世界文化

遺産構成資産白糸ノ滝に育っていくと期待する。 

今回、このプロジェクトに参加させていただけたことは、約半世紀、富士宮市内で仕事

をしてきた当社にとって非常に幸運であり、熱心にご指導頂いた委員・関係者の皆様には

心から感謝している。 

今後も、中長期的視野での整備として、生態系の保存・復元、周辺地域を含む電柱・電

線の撤去・地中化、売店ゾーンの設置、車両と歩行者の分離等、難しい課題が残されてい

るが、確実に前進するよう会社を上げて参画していきたい。 

以上。 


