
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香取市歴史的風致維持向上計画 

平成 31 年 3 月 

千 葉 県 香 取 市 



 

計画策定にあたって 
 

香取市は、平成18年（2008）3月27日に佐原市、小見川町、

山田町及び栗源町の１市３町が合併し誕生しました。 

千葉県の北東部に位置する本市は、市域北部を東西に利根川が

貫流し、その流域には水郷の風情漂う水田地帯が広がっています。

また、南部は下総台地の一角を占め、山林と畑地を中心とした台

地の風景が見られます。このように、香取市は、日本の原風景を

感じさせる田園・里山や、利根川周辺の自然景観をはじめとする

水と緑に囲まれた、自然・歴史・文化に彩られたまちです。 

平成30年（2018）3月には第２次香取市総合計画を策定し、まちづくりの将来都市像に

「豊かな暮らしを育む 歴史文化・自然の郷 香取～人が輝き 人が集うまち～」を掲げ、

目指すべきまちの姿の実現に向けた施策を進めているところです。 

 市内には、重要伝統的建造物群保存地区に選定された佐原の歴史的町並み、実測により

日本地図を作製した伊能忠敬に関係する国宝資料や旧宅、ユネスコ無形文化遺産に登録さ

れた「佐原の山車行事」、そして下総国一宮と称される香取神宮など、当地域を代表する歴

史的建造物や文化的資産が所在しています。また、各地域の社寺では伝統的な祭礼行事や

神楽などの活動も広く執り行われています。 

本市では、これらの歴史的建造物や文化的資産、歴史と伝統を反映した活動の維持及び

向上を図り、次世代へと継承するために、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関す

る法律」（通称「歴史まちづくり法」）に基づき、「香取市歴史的風致維持向上計画」を策定

いたしました。計画では、香取市を代表する８つの歴史的風致を取り上げ、今後10カ年に

わたって歴史的風致の維持及び向上に資する事業を広く実施していく所存です。これによ

り、歴史と文化に恵まれた本市の姿をより魅力的なものにするとともに、地域の活性化に

つなげていきたいと存じます。 

 結びに、本計画の策定にあたり、御尽力賜りました香取市歴史的風致維持向上計画協議

会委員の皆さまを始め、貴重な資料や御意見をお寄せいただいた市民の皆さまや関係各位

に心よりお礼申し上げます。 

 

平成３１年３月 

香取市長 宇井 成一 
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