
第１ 加賀国府歴史回廊のコンセプト・課題 

１－１ 加賀国府歴史回廊のコンセプト・課題 
（１）加賀国府歴史回廊のコンセプト 

 加賀国府歴史回廊のコンセプトを以下のように設定します。 
 

地域遺産から地域資源へ、地域資源から地域資産へ 

時の系譜 加賀国府歴史回廊 

 
小松市では、地域において古くから守り受け継がれてきた後世に伝えるべき歴史・文化・自然

などの遺産を、まちの個性として地域づくりに活かしていくべき貴重な「歴史文化資産」と考え

ています。 
そのため、市民がそれらの貴重な歴史文化資産の存在や価値に気づき、地域の周辺環境と一体

的に保全し、まちづくりを展開していくしくみとして『加賀国府歴史回廊』の創出を進めること

とします。 
『加賀国府歴史回廊』とは、地域の‘歴史’‘文化’‘自然’などの資源を基軸に、市民や来訪

者の興味と関心を高める多様なストーリーでテーマづけ、ネットワークでつなぐことで、地域に

交流の輪と一体感を実現し、歴史文化資産に醸成していきます。 
『加賀国府歴史回廊』は、市民や来訪者、その他多くの人々が関わり、地域の歴史文化資産を

その歴史・文化を育んできた地域の中で一体的に保全していくもので、その目的を達成する流れ

として、次の３つの段階を考えています。 
 

①物語の創造 地域の「点」としての歴史文化遺産を、多様な物語（ストーリー）

でつなぐことで「点から線へ」と展開し、より多くの市民がその価値

に気づき、資産として認識しやすくなることをめざします。 

 
②歴史文化資産のネットワ

ーク（資源化）  
歴史文化資産とそれらを育んできた周辺環境と調和した景観とし

て体感することは、その歴史文化資産の価値やストーリーをより深く

理解するうえで役立ちます。そのため、歴史文化資産を周辺環境と合

わせて保全することで「面へと展開」していきます。 

 
③資源から資産としての活

用（まちづくりへの貢献）

  

地域の人々によって守り伝えられてきた貴重な「歴史文化資産」を

保全し、市民や地域が関わる中で活用していくことで、歴史・文化を

活かしたまちづくりを進め、地域資産化を図ります。 



（２）加賀国府歴史回廊の課題 
『加賀国府歴史回廊』は、地域の「歴史」「文化」「自然」などの遺産を、「時のテーマ性」を基軸

に、市民や来訪者の興味と関心を高める多様なスポットでネットワークさせ、人々の暮らしととも

に守り活かしていくことで、地域に、そして本市に交流の輪との一体感、さらには活性化を醸成し

ていきます。 
したがって、単に歴史的遺産をつなぐだけではなく、人々がワクワクし、愛着を感じるようなス

トーリーとしかけが必要となります。 
 

１－２ 加賀国府歴史回廊の拠点地域状況 
 加賀国府歴史回廊は、加賀国府としての歴史的価値を見直し、既存の観光資源や歴史資産を連携

させ、小松市への来訪者が市内を楽しみながら回遊し、滞在時間を長くしていくことを期待するも

のです。 
加賀国府歴史回廊は、小松駅に隣接する北陸屈指の弥生拠点集落・八日市地方遺跡から始まり、こ

の地を起点に平野部に広がった稲作集落遺跡、国指定史跡・能美古墳群に代表される稲作によって

力を蓄えた豪族たちの古墳群、そしてそうした豪族たちの興亡の地に配された加賀国府という、旧

能美郡（小松市北部～能美市域）の歴史ストーリーや関連拠点施設を連携させ、地域一体としての観

光地形成を図るものです。 
また、既存の連携資産軸として、日本遺産「『珠玉と歩む物語』小松～時の流れの中で磨き上げた石

の文化～」や、いしかわ歴史遺産「平安の世の歴史物語が息づく歌舞伎のまち・小松」があります。

前者からは、鵜川石切り場跡（ハニベ岩窟院ほか）や遊泉寺銅山跡から、花坂陶石山、観音下・滝ヶ

原石切り場までの、丘陵・山間部の南北方向の連なりを見出すことができます。後者は、勧進帳の舞

台「安宅の関」から、源平争乱の武将・実盛の兜が奉納された多太神社や、曳山こども歌舞伎でにぎ

わう小松駅周辺市街地を経て、平清盛の寵愛を受けた仏御前の里へ至る梯川流域を結ぶ東西方向に

連なります。 
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１－３ 重点整備区域の状況 
（１）重点整備区域の位置 

加賀国総社「府南社」遺称地の石部神社周辺、加賀

国府成立前夜を物語る河田山古墳群周辺を、加賀国府

歴史回廊の重点整備区域として設定します。 
 

（２）重点整備区域の状況 
①関連遺跡の状況 
【河田山古墳群・河田山遺跡群】 
60 基以上からなる大古墳群。古墳時代前期～中期を中

心とするほか、朝鮮半島の王墓の影響を受けたと考え

られるアーチ形切石積横穴式石室をもつ飛鳥時代の

古墳もある。古墳群成立前の卑弥呼の時代には防御性

を高めた高地性集落が営まれ、古墳群成立後の奈良時

代には火葬墓が築かれた。 
【埴田の虫塚（市指定文化財）】 
天保年間に稲を枯死させた害虫・ウンカをまとめて燃

やしたとされ、その供養のためにつくられた。 
【十九堂山遺跡】 
加賀国分寺推定地。過去に白鳳期と平安期の２時期の

瓦片が出土しており、転用国分寺説の根拠となってい

る。現在は墓地となり、敷地内には中世石塔群が残る。 
【古府シマ遺跡・南野台遺跡】 
加賀国総社「府南社」遺称地の石部神社や国司館の可

能性がある「タチ」の⼩字名、過去に出土した貴重な

陶器類等、国府の中核があったと考えられる場所。神

社境内は平成 30 年度から小松市が確認調査を行い、

梯川堤防沿いでは河川改修に伴い石川県が発掘調査

を行っている。 
 

 【埴田後山古墳群】 
古墳時代中期～後期の古墳群。甲冑や

鏡、メノウ製勾玉等が出土している。 
 
【前田利常公の灰塚】 
江戸時代、加賀前田家三代・前田利常公

の遺骨を納めたと伝わる塚。 

【立明寺窯跡】 
７世紀後半の白鳳時代の瓦窯の存在が確

認された。市内の瓦窯跡としては 古。

加賀国の政治の中心だった加賀国府の実

態解明にもつながる貴重な史料として、

小松市が調査を進めている。 

 

 
河田山古墳群 

  

 
埴田山古墳群 

 
埴田後山古墳群 

 

      
       古府シマ遺跡 南野台遺跡 十九堂山遺跡 埴田の虫塚 立明寺窯跡 宮谷寺屋敷遺跡 

図 2 拠点地域の遺跡分布図 



②文化・観光施設等の状況 
【桜生水・桜生水の桜並木】 
霊峰白山の伏流水が長い年月をかけてわき出た

とされ、不老長寿の名水として広く知られ、環境

省が選定した平成の名水百選に選ばれた。周囲に

は、桜が植栽されている。 
 
【河田山古墳群史跡資料館】 
河田山古墳群の出土品約 300 点が展示され、館の

中央には切石積横穴式石室が復元されている。古

墳公園にはアーチ形切石積横穴式石室の移築復

元ほか、２基の古墳が現状保存されている。公園

からは、白山や市街地が一望できる。 
 
【石部神社（加賀國総社遺称地）】 
創祀年代は不詳だが、当社が加賀国総社の遺称地

とみられており、加賀国の国府の南に位置したと

ころから府南社との別名がある。 
 
【徳橋神社の社叢林（市指定文化財）】 
稲荷明神を祀り、神社東方にあった神明社ほか近

隣の神社を合祀して現在の社名となった。巨大な

スダジイのほか、この地域の原生林の姿が残る。 
 
【鵜川の古代桜】 
旧北陸鉄道小松線鵜川遊泉寺駅跡に残る６本の

桜古木。 
 
【鵜川の石切場跡・ハニベ岩窟院】 
飛鳥時代の河田山古墳の石室から近世の小松城

の石垣、そして近代建築物にまで長い時代にわた

って多用されてきた角礫凝灰岩石材の産地。大規

模な洞窟丁場１ヶ所は、ハニベ岩窟院として観光

地となっている。 
 
【遊泉寺銅山跡（ものがたりパーク）】 
徳川時代に発見された「遊泉寺銅山」の跡地で、

現在は美しく整備された記念碑や明太郎の銅像、

バイオ式トイレや駐車場も整備されている。 

 

桜生水の桜並木 

 

桜生水（名水百選） 

 

河田山古墳群史跡資料館 

 

ハニベ岩窟院 

 

 

鵜川の石切場跡 

 

     
石部神社（加賀國総社遺称地） 徳橋神社の社叢林 鵜川の古代桜 遊泉寺銅山跡 

図 3 拠点地域の観光資源分布図 



 

（３）関連計画・事業等 
①加賀國ロマンプロジェクト 

 市民共創と小松・能美連携での“学び”の取り組みを充実させる「加賀立国 1200 年遺跡魅力

発信事業」と、歴史資産の価値づけと魅力づくりに重点を置く「加賀国府こまつ歴史再発見事業」

の実施を通して、３年後の加賀國 1200 年祭に向けた機運醸成と認知度向上を図り、古代ロマン

溢れる小松・能美地域の歴史文化を、市民とともに未来へ繋ぐ取り組みです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5 小松市プレスリリース（上：令和元年度 12 月補正、下：令和２年度当初予算） 
 



②加賀国府・国分寺関連遺跡調査と市民講座「加賀国府を考える」（文化庁補助対象事業） 
国府関連遺跡の調査研究（平成 27 年度開始）と、市民講座「加賀国府を考える」開催（平成

24 年度開始）による普及啓発。立明寺窯跡再調査における窯発見や、加賀国総社に推定される

石部神社境内での発掘着手、地元公民館をメイン会場とした講座は地元市民の機運醸成に一定

の効果をもたらしていると評価できます。 

 
立明寺窯跡調査 

 
石部神社境内（南野台遺跡）調査

 
市民講座「加賀国府を考える」

 
③加賀立国 1200 年遺跡魅力発信委員会（能美市連携・地方創生推進交付金事業） 

「加賀立国 1200 年遺跡魅力発信委員会」は、令和 5 年（2023）に加賀国が誕生して 1200 年

という大きな節目をむかえることから、その機運を盛り上げ、市域を越えてひろがる古墳群など

遺跡の魅力を発信するため、小松市と能美市が連携し、地元の歴史団体などとともに設置した実

行委員会です（公式ホームページより）。 
 

令和元年度の活動風景 

   
加賀立國 1200 年 PR キャラバン（各種イベントにてブース出展） 

古墳を見つける山歩き part1 能美編 

(11/7、11/9) 

   
河田向山古墳群なぞとき調査隊 

（下草刈り等準備作業、12/13～21） 

古墳クッキーづくりワークショップ 
（のみ古墳女子共催、2/8） 

オリジナルスイーツ（仮）瓦どら 
(試作開発・きっかけづくり) 

 



④日本遺産「『珠玉と歩む物語』小松」～時の流れの中で磨き上げた石の文化～ 
◎平成 28（2016）年度認定 
【ストーリー概要】 
小松の人々は、弥生時代の碧玉の玉つくりを始まり

として 2300 年にわたり、金や銅の鉱石、メノウ、オ

パール、水晶、碧玉の宝石群、良質の凝灰岩石材、九

谷焼原石の陶石などの、石の資源を見出してきた。 
ヤマト王権の諸王たちが権威の象徴として、挙って

求めるなど、時代のニーズに応じて、現代の技術をも

ってしても、再現が困難な高度な加工技術を磨き上

げ、人・モノ・技術が交流する、豊かな石の文化を築

き上げている。（文化庁日本遺産ポータルサイトより） 
【おもな構成資産】 
 那谷・菩提・滝ヶ原 碧玉産地、八日市地方遺跡出土

品（国重文）、河田山古墳群の石室、十九堂山遺跡石塔

群、小松城本丸櫓台石垣（市指定）、鵜川石切り場、滝

ヶ原石切り場、観音下石切り場、花坂陶石山、尾小屋

鉱山、遊泉寺銅山、那谷寺 

    
⑤いしかわ歴史遺産「平安の世の歴史物語に息づく歌舞伎のまち・小松」 
◎平成 27（2015）年度認定 
【ストーリー概要】 
 「勧進帳」をはじめ、源平物語の舞台として描かれることの

多い小松の地。遺された史跡は、安宅の関跡、加賀国府跡、朝

廷と争った白山信仰勢力の宗教遺跡群など。平安の世の歴史物

語がつむぎ出した伝統芸能は、小松の人々によって脈々と受け

継がれ、伝統芸能と歴史が息づく「歌舞伎のまち」を創り出し

ている。（いしかわ歴史遺産ホームページより） 
 

⑥小松市緑の基本計画 
『小松市緑の基本計画』は、都市緑地法に基づき、市が緑地の保全及び緑化の推進に関して、

将来に向けた目標や施策などを定める計画です（令和元年８月新規計画策定）。４つの地域別推

進施策のうち、②梯川流域において、「加賀国府と町衆文化を結ぶ「ミズベリング」による・み

どりのまちづくり」がテーマ設定されています。 




