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序 

 

 日本一の琵琶湖と緑の山々に囲まれた大津市には、豊かな自然の中で、古くから歴史の

表舞台を飾った数々の歴史文化遺産が所在し、国指定文化財の件数は、京都市、奈良市に

ついで、全国第３位を数えます。その一方で、文化財指定は受けていないものの、地域の

人々によって、長年にわたり大切に守り続けられてきた貴重な歴史文化遺産も数多く存在

します。しかしながら、社会構造や価値観の変化により、その価値が評価されることもな

く、失われていく現状があります。 

 本書は、このような大津市内に所在する歴史文化遺産を、指定・未指定にかかわらず、

周辺環境も含めて将来にわたって保存・活用を進めていくための構想であり、長期的な視

点にたって歴史文化遺産を保存・活用するためのマスタープランとして策定したものです。

令和の時代を迎えた今日、市民と行政をはじめとする様々な関係者が協力し、歴史文化遺

産を後世に伝えてゆくことの重要性はますます高まっており、本構想がその一助となるこ

とを、切に望みます。 

 後に、本構想の策定にあたり、ご尽力いただいた大津市歴史文化基本構想策定検討会

議のメンバーの皆様、さまざまなご意見を寄せていただいた市民の皆様、本書の編集にご

協力をいただいた皆様に、心からお礼を申しあげます。 

  

令和元年 12 月 

                   大津市教育委員会 

  



  

 

例  言 

 

１．本書は、平成 29～31 年度に策定作業を実施した大津市歴史文化基本構想報告書である。 

２．策定にあたっては、大津市歴史文化基本構想策定検討会議を設置し、検討を行なった。 

３．本構想の策定は、文化庁地域文化創生本部広域文化観光・まちづくりグループ、滋賀県教育委員会

文化財保護課の指導を受けながら実施した。 

４．本書の執筆、図の作成は、株式会社スペースビジョン研究所、大津市教育委員会文化財保護課が共

同で行い、編集は大津市教育委員会文化財保護課が行った。 

５．本書における「地域区分」は都市計画マスタープランによる７地区の区分を示す。なお、資料編で

複数の「地域区分」や「学区」（「小学校区」）にまたがる場合、 初の地域のみを示した。 

６．本書で使用している写真、図版について、特に明記がないものは大津市教育委員会文化財保護課、

大津市歴史博物館、市関係部局による撮影および所蔵による。 

７．本事業は文化庁による平成 29 年度文化遺産総合活用事業（歴史文化基本構想策定支援事業）、平成

30 年度文化遺産総合活用事業（文化財保存活用地域計画等作成支援事業）、平成 31 年度地域文化財

総合活用推進事業（文化財保存活用地域計画等作成支援事業）の助成を受けて実施した。 
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