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大津市歴史的風致維持向上協議会 

令和３年１０月２１日（木） 



Lake Biwa 

Otsu City 1 

（１）令和３年度大津市歴史的風致維持向上計画に基づく事業について 

    ①歴史的風致形成建造物指定について（協議事項） 

    ②地域固有の歴史・生活文化発信事業（協議事項） 

    ③周遊促進事業（報告事項） 

    ④地域人材活躍支援事業（報告事項） 

    ⑤歴史まちづくりPR事業（報告事項） 

議題 
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①歴史的風致形成建造物指定について 

令和３年度大津市歴史的風致維持向上計画に基づく事業について 
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①歴史的風致形成建造物指定について 

令和３年度大津市歴史的風致維持向上計画に基づく事業について 

※別紙図面参照 
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①歴史的風致形成建造物指定について 

令和３年度大津市歴史的風致維持向上計画に基づく事業について 

名称 建築年代 建造物の概要 

旧岡本家住宅 
（主屋、米蔵、馬屋） 

元治元年（1864） 

 江戸時代、山門公人として延暦寺に仕えた旧岡
本家の住宅。山門公人は、剃髪して名字帯刀が
許され延暦寺の各坊院に所属し、寺領支配や山
王祭の神役警固をつとめた。 
 南北に細長い敷地の中で南の道に面して門を開
き、すこし奥まって主屋があり、北奥に米蔵と馬屋
が並ぶ。主屋は、大小９室を設け、表側の３室を
接客の間とし、一部には横井金谷の襖絵が描かれ
ている。同家の過去帳と屋根裏から発見された祈
祷札に元治元年（1864）の記があることから、
主屋は江戸時代の末の建築になる。 
 内部を塗籠という特異な仕上げの米蔵と、来訪
者の馬を繋いだ馬屋と合わせて、往時の公人の生
活が伺える貴重な建物・家構えである。 
 現在は、公人屋敷として、公人の生活ぶりを伝え
る施設として内部が公開されている。 

所在地 文化財指定等 

坂本六丁目 市指定有形文化財（建造物） 
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①歴史的風致形成建造物指定について 

令和３年度大津市歴史的風致維持向上計画に基づく事業について 

歴史的風致形成建造物の指定基準 

 ①各重点区域の歴史性、地域性が表れている歴史的建造物 

 ・築50 年以上経過しているもの 元治元年（1864） 

 ・適切な維持管理と一般公開 

所有者：大津市 

公人屋敷として、公人の生活ぶりを伝える施設
として内部が公開 

歴史的風致形成建造物の指定要件 

 ②大津市文化財保護条例第5条第1項に基づく大津市指定有形文化財 
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②地域固有の歴史・生活文化発信事業 

令和３年度大津市歴史的風致維持向上計画に基づく事業について 

目  的 

 地域住民や来訪者向けに、それぞれの地域における地域固有の歴史、
生活文化を発信するためのツールとして活用できる既存の冊子や文化遺
産マップなどを大津市にて増刷し、地域の歴史や文化遺産を知ってもらう
機会を創出することで、市民意識の向上、市域全域の歴史的風致の維
持向上を目的とする 

募集期間  令和３年７月１日～７月３０日 

対象団体 
 ①地域の歴史や文化について学習、研究を行う団体 
 ②歴史と伝統を反映した行事、活動を行う団体 
 ③その他に地域の歴史や文化に関する活動を行う団体 

対象マップ 

 ①対象団体で作成しているもの 
 ②対象団体の活動に活用しているもの 
 ③地域固有の歴史、生活文化を発信できるもの 
 ④応募年度以降も継続的に活用が可能な内容であるもの 
  （単年度の事業に関するチラシなどは対象外） 

応募団体 
 ２団体 
 ①唐崎学区文化協会 
 ②滋賀村プロジェクト・いいね滋賀 
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 ②地域固有の歴史・生活文化発信事業 

令和３年度大津市歴史的風致維持向上計画に基づく事業について 

応募団体名 ①唐崎学区文化協会 

増刷する印刷物  唐崎 史跡と遺跡 

活動内容 

 
 ・史跡めぐり（史跡の研究と啓発） 
 ・わが町歴史探訪（公民館講座） 
 ・園児とのふれあいスタンプラリー 
 ・唐崎の史跡講座 
 ・唐崎小学校「史跡ウォーキングイン唐崎」 
 

活用内容 

 唐崎史跡ボランティアガイドの会（唐崎学区文化協会のメンバー）が
行っている史跡めぐりにおいて活用する。 
 また、唐崎の歴史や魅力を次の世代に引き継いでいけるように、唐崎小
学校や唐崎中学校との連携を強化し、そのための教材として活用する。 
 さらに、新住民の方が、住んでいる唐崎学区のことを知らない人が多いの
で、興味を持ってもらい、この会の活動にも参画いただけるようにも働きかけ
を行っていきたい。 
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②地域固有の歴史・生活文化発信事業 

令和３年度大津市歴史的風致維持向上計画に基づく事業について 

応募団体名 ②滋賀村プロジェクト・いいね滋賀 

増刷する印刷物  滋賀村マップ 

活動内容 

・道標製作設置 
・南滋賀廃寺跡公園にベンチ設置 
・親子ふれあい事業 しめ縄造り 
・滋賀村魅力カレンダー 製作販売 
・宇佐山城の紹介 動画作成 ユーチューブ配信 
・JR大津京駅 ミニマップの設置 

活用内容 

 現在、公民館など限られた場所にしか設置していないので、多くの方の目
に触れることがない。増刷後は、学区各戸配布を行い、自分たちの住む滋
賀の良さを知ってもらうために活用する。 
 また、学区外にも広く知っていただけるように、設置場所を増やしていき、
活動の幅を広げていく。 
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②地域固有の歴史・生活文化発信事業 

令和３年度大津市歴史的風致維持向上計画に基づく事業について 

審査項目 事務局意見 

①本事業の目的を十分理解しているか。 理解している。 
地域の歴史や文化遺産を知ってもらう機会を
創出することで、市民意識の向上を図る取り
組みになっている。 

②本事業の目的を達成するために、増
刷した印刷物の活用方法が具体的に
提案され効果的なものとなっているか。 

具体的で効果的な内
容になっている。 

小学校や中学校との連携を軸に、唐崎学区
の歴史や魅力を発信し、市民意識の向上が
図れる。 

③活用方法が継続性のある手法になっ
ているか。 

継続性のある手法に
なっている。 

若い世代や子どもなど、これからの地域活動を
担う人たちへの積極的な交流を考えておられる
ので、活動の継続性がある。 

④これまでの活動実績などが十分あるか
どうか。 

十分である。 
唐崎史跡ボランティアガイドを中心に、他団体
とも連携して様々な活動を行っており活動実
績は十分ある。 

＜唐崎 史跡と遺跡：唐崎学区文化協会＞ 
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②地域固有の歴史・生活文化発信事業 

令和３年度大津市歴史的風致維持向上計画に基づく事業について 

審査項目 事務局意見 

①本事業の目的を十分理解しているか。 理解している。 
地域の歴史や文化遺産を知ってもらう機会を
創出することで、市民意識の向上を図る取り
組みになっている。 

②本事業の目的を達成するために、増
刷した印刷物の活用方法が具体的に
提案され効果的なものとなっているか。 

具体的で効果的な内
容になっている。 

学区内の全戸配布を予定しており、学区内の
意識向上を図るとともに、京阪電車や大津京
駅など観光客向けへの発信ツールとしても活
用していく。 

③活用方法が継続性のある手法になっ
ているか。 

継続性のある手法に
なっている。 

独自のカレンダーを製作し、活動資金の確保
に向けた、取り組みも行っている。 

④これまでの活動実績などが十分あるか
どうか。 

十分である。 

滋賀村プロジェクト・いいね滋賀も平成10年
に設立され、そこから20年以上も活動を継続
されている。近年は、当学区の魅力を伝えるた
めにカレンダーや動画の製作を行い、積極的に
活動をしているため。 

＜滋賀村マップ：滋賀村プロジェクト・いいね滋賀＞ 
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③周遊促進事業（歴史まちづくり周遊キャンペーン 大津百町地域） 

令和３年度大津市歴史的風致維持向上計画に基づく事業について 

事業概要 
 JR大津駅から京阪びわ湖浜大津駅を中心とする大津百町エリアの周遊
促進を図るデジタルスタンプラリーキャンペーン「オオツ クエスト」の実施 

目  的 

 大津百町エリア歴史まちづくりの魅力をテーマに、宿泊と飲食、物販、体
験、観光施設を連動し、エリア内を周遊できるキャンペーンを一体的に実
施することで、市内の観光消費額の向上を図るとともに、観光客にとって有
益な同エリアならではのスポットや飲食店等を紹介し、更なる観光誘客を
図る。併せて、地元住民にも同エリアの魅力を再発見してもらう機会として
提供し、シビックプライドの醸成に繋げる。 

開催期間  令和３年１１月１日～令和４年１月１０日（予定） 

事業内容 

 大津百町エリアの周遊を促進させるために、同エリア及び同エリアの近隣
に存在する社寺仏閣、史跡名所、物販店、飲食店、宿泊施設などを周
遊ポイントとして約70箇所設置し、周遊ポイントを巡り、ポイントを獲得し、
景品をプレゼントする。 

実施主体  株式会社まちづくり大津 
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④地域人材活躍支援事業 

令和３年度大津市歴史的風致維持向上計画に基づく事業について 

①各重点区域の勉強会 ②地域団体の交流会 

目的 

地域住民が、自分の住んでいるエリアの歴史
文化について気軽に知ることができる場として
勉強会を開催し、歴史まちづくりに対する地
域住民の機運を高めることを目的とする。 

各地域で活動されている団体の取り組
み事例や課題等について情報交換し、
団体間の連携を深め、今後の更なる活
動に役立ててもらうことを目的とする。 

対象 

各重点地域の地域住民 
・大津百町地域 
 ⇒中央学区、逢坂学区、長等学区 
・坂本地域 
 ⇒坂本学区 
・堅田地域 
 ⇒堅田学区 

計画策定にあたり意見交換した団体
（１２団体） 

内容 
・座学（60分） 講師：杉江専門員 
・まち歩き（60分） 

・座学（30分） 講師：杉江専門員 
・グループに分かれて、ワークショップ 

スケジュール 
10月 案内  
11月～12月 参加者募集  
1月 開催 



Lake Biwa 

Otsu City 13 

⑤歴史まちづくりPR事業 

令和３年度大津市歴史的風致維持向上計画に基づく事業について 

概要 
 国の作製した坂本地域の「歴史まちづくりカード」（歴まちカード）とは別
に、大津市オリジナルで堅田地域・大津百町地域の歴まちカードを作製し、
それぞれの地域で配布することで、大津の歴史的な魅力の周知を図る。 

国の 
歴史まちづくりカード 

 
認定都市を周遊してもらう 
キャンペーンを近畿地方整備 
局が行う予定であったが、新 
型コロナウィルスの関係もあり 
キャンペーン自体は延期して 
いる状況である。 
 

大津市オリジナル 
歴まちカード 
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（２）令和４年度大津市歴史的風致維持向上計画に基づく事業予定について 

   ①歴史的風致維持向上計画推進体制について（協議事項） 

   ②各重点区域における事業予定について（報告事項） 

   ③市域全域における事業予定について（報告事項） 

議題 
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令和４年度大津市歴史的風致維持向上計画に基づく事業予定について 

①歴史的風致維持向上計画推進体制について 

※部会は、可能なところから設置予定 

仮）大津百町エリア部会 
・大津祭曳山連盟 
・㈱まちづくり大津 
・大津駅観光案内所 
・地元住民 
・民間事業者 
（谷口工務店、粋世など） 
・市商連 or 各商店街 
・大津別院 
・三井寺 
・大津市 など 

連携協力 

【法定協議会】 
大津市歴史的風致維持向上協議会 

【概要】 
大津市歴史的風致維持向上計画の作成及び変更に関する協議並びに実施に係る連絡調整を行うため、平成30年（2018年）10月1
日に設置した。 

地元自治連合会 

仮）坂本エリア部会 
・比叡山延暦寺 
・日吉大社 
・西教寺 
・坂本観光協会 
・比叡山坂本観光ボランティアガイド 
・民間事業者 
・地域住民 
・大津市 など 

 

仮）堅田エリア部会 
・浮御堂 
・本福寺 
・堅田観光協会 
・地元住民 
・民間事業者 
・大津北商工会議所 
・大津市 など 
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②各重点区域における事業予定について（堅田地域） 

令和４年度大津市歴史的風致維持向上計画に基づく事業予定について 

（ア）道路の美装化 
（イ）まちなみ修景整備 
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②各重点区域における事業予定について（坂本地域） 

令和４年度大津市歴史的風致維持向上計画に基づく事業予定について 

（ア）まちなみ修景整備 
（イ）道路の拡幅整備 
（ウ）歴史的風致形成建造物の保存整備 
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②各重点区域における事業予定について（大津百町地域） 

令和４年度大津市歴史的風致維持向上計画に基づく事業予定について 

（ア）歴史的風致形成建造物の指定に向けた 
候補物件へのヒアリング 
（イ）周遊促進事業（まち歩き事業、コンテンツ
開発など） 
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③市域全域における事業予定について（継続事業） 

令和４年度大津市歴史的風致維持向上計画に基づく事業予定について 

（ア）地域固有の歴史・生活文化発信事業 
 地域団体等で作成している独自の冊子やマップ等を、文化財保護課や歴史博物館の監修のもと、市の
予算で製本・印刷し、各団体の活動などに活用してもらう。 
 

（イ）地域人材活躍支援事業 
 地域団体等が情報交換、交流ができる機会となるよう、団体同士の連携やノウハウの共有などを促す。 
 

（ウ）歴史まちづくりPR事業 
 令和３年度に作成した大津市オリジナル歴まちカードを活用し、それぞれの地域で配布することで、大
津の歴史的な魅力の周知を図る。 


