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景観まちづくり通信・伊庭 NO.２

伝えたい、残したい、まちの記憶
いきいきサロンで「川の思い出」を語る
2 月 8 日と 3 月８日の伊庭いきいきサ
ロンでは、
「川の思い出」について、話し
合っていただきました。川で遊んだこと、
田舟の思い出、カワトのこと、伊庭桃のこ
と、ウロリのこと、お祭のことなど、それ
ぞれの記憶に残る昔日の暮らしぶりについ
て、楽しくお話をしていただきました。
暮らしに密接につながっている伊庭の風
景。歴史とともに人々の暮らしをまちの記
憶として、次の世代に伝えるとともに、な
ぜ、どうして変わったのかを子どもたちと
ともに検証していくことが、地域教育のひ
とつといえるのではないでしょうか。

かげすずし：夏の季語。水と光と風が満ちた東近江市の風景のドラマ性を感じさせます。

◆ご提供ください◆
〜昔日の伊庭の風景〜
昔の暮らしぶりや、伊庭の風景が分
かる写真を集めいています。アルバム
のひと隅に挟まれた一枚の写真が、ま
ちの記憶を蘇らせます。
剥がさずにアルバムのままでも結
構です。スキャナしてお返しします。
自治会館までお届けください。ご協力
をお願いします。

伊庭の風景づくりを考える
〜風景づくりサロン「伊庭の風景」を開催〜
伊庭の美しい風景をみんなで共有し、
どのようにして次代に残していけばい
いのかを考えるため、風景づくりサロ
ン「伊庭の風景」を１月１１日と３月
８日の２回開催しました。
第１回のサロンでは、京都大学の山
口敬太先生から「文化的景観」や水辺
の再生と市民の関わりなどについて、
各地の事例を交えながらお話をいただきました。講演のあとは、グルー
プに分かれて「景観保全の意義」や「伊庭町の将来像」についてのワー
クショップを行いました。
また、第２回のサロンでは、本市の景観審議会の会長であり、びわこ
学院大学の谷口浩志先生から「景観とまちづくり」と題したご講演をい
ただきました。
「まちづくりは住民みんなのために行う。そのためには共
有できるビジョンが必要。伊庭の景観は地域の誇りであり、貴重な資源
である」と話されていました。講演のあとは第１回と同様、
「伊庭の将来
像」について、参加者でワークショップを行いました。

これまでの取り組み
東近江市では、伊庭町の湖辺（みずべ）集落の景
観を人々の生活や生業により形成された文化的景観
として、保全・継承し、まちづくりの地域資源とし
て活用していきたいと考えています。
しかし、地域の景観まちづくりは、行政主導で行

（上）謹節館での第１回のサロン
（下）２回目のサロンは自治会館で開催

うものではありません。普段住んでいる人たちが身
近な景観の良さに気づき、どのような環境（景観）
をどのようにして次代に残していけばいいのかをみ
んなで考え、みんなで行動していくことが必要です。
そのためのキックオフ企画として、平成 24 年度
は伊庭町の皆さんとともに次の事業を行ってきまし
た。

■景観まちづくりワークショップ in 伊庭 （11 月 10 日）
講演 みんなが主役！景観まちづくり 講師：元近江八幡市長 川端五兵衛さん
ワークショップ「タウンウォッチングと景観資源マップづくり」

第1次

伊庭八景を選定

残していきたいところと、これから良くしていきた
いところなど、伊庭町の美しい景観要素となり得る箇
所を選んだ伊庭八景が、このほど選定されました。
これは、伊庭町の景観の良さに早くから気づいた京
都大学大学院の学生の皆さんや伊庭町の人たちで作
る「伊庭の景色を考える会」が、投票の結果を元に選
定されたもので、未来の八景も含まれています。

「八景」とは、地域おける８つの優れた風景を選ぶ
風景評価のひとつの手法で、中国の 湘（しょうそう）
八景がモデルとされています。県内には近江八景や琵
琶湖八景、彦根八景などもあり、八景の様式に則って
選ばれるものが通常のスタイルです。
伊庭八景は誕生したばかりです。もっともっと議論
を重ね、みんなの誇りとなるような「伊庭八景」に育
てていきたいものですね。
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■まちづくり先進地視察 （11 月 17 日）
研修先：高島市針江地区（針江生水の郷委員会）
■第 1 回風景づくりサロン「伊庭の風景」 （1 月 11 日）
講演 「文化的景観」の保全・再生について 講師：京都大学大学院工学研究科 山口敬太助教
ワークショップ「何のために、伊庭の風景を残すのか？ 伊庭の将来像を考える」
■第 2 回風景づくりサロン「伊庭の風景」 （3 月 8 日）
講演 景観とまちづくり〜住民の手で進める景観保全〜 講師：びわこ学院大学 谷口浩志教授
ワークショップ「伊庭の将来像を考える」
■伊庭いきいきサロンワークショップ （2 月 8 日、3 月 8 日）
ワークショップ「川の思い出」

３月８日に行った風景づくりサロンのワークショップでは、参加者が３班に
分かれて「伊庭の将来像／キャッチフレーズ」について話し合いました。どの
班も素敵なキーワードが模造紙いっぱいに貼り出されていました。

くらしと心がうつる水郷伊庭

「文化的景観」の保全・再生について
京 都 大 学 大 学 院

Ａ班

キャッチフレーズの候補

○豊かな清い水と心を持つ集落 ○水・歴史・文化を秘めし桃源郷 ○笑顔が映る水のまち伊庭
○守ろう暮らしの中の伊庭風景 ○暮らしで守る水郷伊庭
○水と暮らしを引き継ぐ伊庭
○水がつなぐ暮らしがいきぶく伊庭 ○くらしと心がうつる水郷伊庭
水辺

・集落内をくまなく清流が流れ
る伊庭
・水でつながる伊庭のまち
・水と人が輝く伊庭
水路

自然生態系
・蛍の飛び交う鯉が泳ぐ
水郷を守り育てるまち

石垣
・掘り出そう伊庭
・石垣が水面に映えて魚躍る村
・石垣水路と舟板塀のまち

くらし

水と生活
・自然と文化、歴史の生きるまち伊庭
・子どもが魚つかみをする伊庭の集落
・伝え･つくる水と暮らしのふるさと伊庭
・水と祭りの光るまち伊庭
・水と共に生きる集落（今以上の景観保持）

歴史と伝統
・小さいがキラリと光る
城下町伊庭
・水郷伊庭の認識と伝統
・村のぬくもりと絆
「伊庭のまつり」
・寺、社（やしろ）
歴史を秘めた桃源郷

自分のために生きること（自分が気持ちよくなること）で、
伊庭のこと、風景・景観が良くなることが望ましい。

水
・鯉と一緒に産湯を使う
・川戸の鯉を大切に！
・水と鯉と蛍のまち
・子どもが遊べる水辺
・川の流れと共に、
ゆっくりと時間の過ぎるまち

まち並み
・空き家を活用
・伊庭の資産、価値を高める
・空き家に新しい住人を迎えるところ
・古民家、まちなみを大切に残せるまち
心構え
祭・イベント

コミュニティ
・みんなを知っている地域の仲間
・声掛け合って笑顔のまち

・ピンポイント
で完成させる
・謹節館のスロ
ープで隠れた
石垣を戻す

・伊庭の歴史を学び、祭の意義をしっかりと
・
「伊庭祭り」ほんとうの伊庭の祭りを続けて
ほしい

Ｂ班

歴史と水の恵みを未来へ・・・湖辺（みずべ）のまち伊庭
カワト
・歴史と文化とカワトの
まち
・水路とカワトと未来を
結ぶ伊庭
・カワトと水路が流れる
まち伊庭
・まちなかを水路が流れ
るまち伊庭
・景観の伊庭、きれいな
川と湖辺
水路

自然
・水と歴史のまち
・気持ちよく暮らせるまち
・歴史と自然があふれるまち
※何のために、伊庭の風景を
残すのか？それは、歴史と伝
統文化が現存しているから
田舟と石垣
・田舟と石垣のまち
・伊庭城の石垣と船着場／守
国神社と古い並木

田舟と石垣
・歴史の香りが
するまち伊庭
・親から子へ、
子から孫へ、
伊庭の歴史と
風景

文化的景観とは、文化財保護法により定義され
ている文化財のひとつで、人々の生活や生業によ
って成り立っている景観地である。
高島市針江地区。湧水が湧き出て、川端（カバ
タ）が設けられている。癒しを求めて年間 8,000
人が訪れるという。テレビで取り上げられたこと
をきっかけに改めて見直し、初めてその良さに気
づかれた。水をキーワードに生水、針江大川、内
湖、琵琶湖へと生態系の循環が景観を成り立たせ
ており、地区内だけでなく農業、漁業、観光など、
いろんな分野で景観保全を検討され、景観を支え
る様々な仕組みが高く評価されている。
文化的景観には歴史的な価値、学術的な価値、
鑑賞上の価値があるが、ただそれだけではない。
そこに暮らしている住民にとっての価値がある。
生まれ育って愛着や懐かしさを持って、子どもの
頃遊んだ原風景が思い出させる風景がそこにあ
る。そのような価値は、何ものにも変えがたいも

景 観 と ま ち づ く り
〜住民の手で進める景観保全〜
び わ こ 学 院 大 学

水と歴史と人情のまち伊庭
風景
・昔の風景を残す
・風景を楽しめるまち
・伊庭は、山があり
川があり
湖がある。
こんなところ、
ほかにない。

地物

山
・山と水に囲まれた伊庭
・安土山と葦の見えるまち
・子どもにつなぐ湖辺のまち

・水辺の葦と柳を守るまち
・水辺の葦柳を保全するくに
・子どもにつなぐ湖辺のまち

Ｃ班

事業提案
①伊庭城石垣と豊かな水
流の景観を美化
②県下に珍しい妙楽寺五
ケ寺の境内景
③仁王堂の景観と伊庭の
藤原鎌足荘園文化
④ビワコ水運は湖東の物
資集散地の歴史
⑤住民が恩恵受けること
に留意して伊庭の伝統
文化遺産を再生する

山 口 敬 太 さ ん

谷 口 浩 志 さ ん

まちづくりには、「知る」「深める」「広める」
の 3 原則がある。
まず、「知る」とは。何を知るのか。住んでい
る地域のこと。「見つける」といったほうが分か
りやすい。何があるのか、何故そこにあるのか。
そのような視点を持って見つけてほしい。良いも
悪いも、とにかく徹底的に探すことがまちづくり
の始まりである。これを地元学ともいう。高齢者
から話を聞くことも大切。川に田舟が通っていた
昔のことを次の世代に残していってほしい。そし
て、川幅が何故狭くなったのか。狭くなったのが
悪いのではなく、暮らしの仕方の変化とともに必
然的に変わってきたという事実を子どもたちに
伝えていってほしい。
掘り出してきたものを資源とする。「資する」
とは役立てること。何かに活かすという意味に捉
えていく。掘り出したままでは魅力に欠ける。そ
こで深める、あるいは磨くという行程が必要。歴
史的な価値や文化的な価値を探り出す。将来性も
大きなポイントとなる。資源をどう活用していく
のか。経済･産業への利用もひとつであるが、意
識しすぎると目的がぶれる危険がある。観光化も
同じ。まちづくりは決してお金を儲けることでは
なく、住んでいる人が本当に幸せに暮らすことが
できるかどうかである。一人歩きすると危険。そ
のためにビジョンが必要となる。針江も観光地に
しようとは思っていない。自分たちの生活を守る

のである。歴史的価値や学術的価値がピックアッ
プされるが、景観保全の本当の意義は、住民にと
っての価値であるといえる。そして、景観に対す
る価値観や気持ちこそが景観を支える仕組みの
一部となる。逆に言えば、気持ちがなければ景観
も支えられない。
景観は仕組みによって支えられている。仕組み
は時代によって変わる。変わった仕組みの中で景
観も変わって当たり前。何をどうして保全するの
か、大事なのはビジョンである。
景観を守ることが目的なのか。まちづくりのた
めなのか。景観を保全することでまちづくりに生
かす。まちづくりの中で景観を保全する。相乗効
果が得られるよう、答えを探し求めていかなけれ
ばならない。
景観は行政が作るものではなく、そこに住んで
いる住民が作っていく。ひとりひとりで何ができ
るのかを考える。どうしたらいいのか。何のため
にするのか。誰がするのか。ひとつずつ考えなが
ら、伊庭の将来ビジョンをみんなで考えていただ
きたい。
ことを優先としている。
次に資源を地域の誇りとする。ひとりで仕舞い
込まないで、みんなに広め共有することが大切。
一部の人だけでは守ることができない。地域で共
有することでまちづくりにつながる。地域の共有
物として認識することによって、みんなの資産、
みんなの誇りとなる。地域の魅力をみんなが知っ
て、それとともに育っていくことが地域教育への
取り組みとなる。
日々の暮らしの中で景観を意識する。毎日同じ
景色ではない。変化がわかる。心の余裕であった
り、不都合なことに気づくこともできる。いい風
景、美しい景観は人によって異なる。しかし、景
色のいいところに暮らしていると気持ちよくな
れる。安心してゆったりとゆとりを持って暮らす
ことができる。いい風景はストレスの解消にもつ
ながると思っている。
目的は、住民みんなのためにある。みんながど
う幸せになれるか。どうなることが幸せなのか。
共通した認識が必要。それがビジョンとなる。幸
せの価値観も個々に違うが、健康で気持ちよく暮
らせて、お互いの幸せを大事にできるような場所
が一番住みやすい。そのことに気づき、何をすれ
ば気持ちよく暮らせるのか、それをみんなで考え
ていくことが必要。そして、まちづくりは続けて
いかなければ意味がない。先祖から受け継いだ暮
らしを次に繋げていく。暮らし向きは変わってい
くが、変わっていく暮らし向きの中でも大事にし
なければならないことは、「気持ちよく暮らせる
か。それを子孫に伝えることができるか。」その
ひと言に尽きるのではないでしょうか。

