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まちづくり活動
本学の「まちづくり」活動は、NPO 法人彦根景観フォーラム（本学が中心になって 2004（平成 16）年 8 月に設立）と
共同して実施している点に大きな特徴を持っている。その内容は 3 つの古民家（ひこね街の駅「寺子屋力石」・多賀
「里の駅」・足軽辻番所）の再生活動、シンポジウムの企画実施活動、まちづくり情報誌発行活動などである。その他、
城下町文化の伝承・普及・啓発を関係団体と協力連携しながら進める、文化庁助成の「文化遺産を活かした地域活
性化事業」を行った。
ここでは、2016（平成 28）年度の代表的な活動である「芹橋二丁目地区の文化遺産を活かしたまちづくり活動」、
「彦根市河原町芹町地区の活動」、「多賀「里の駅」と多賀クラブの活動」を紹介する。

１）芹橋二丁目地区の文化遺産を活かしたまちづくり活動
2016（平成 28）年度も文化庁の文化芸術振興費補助金「文化遺産を活かした地域活性化事業」を受けて、ＮＰＯ法
人彦根景観フォーラムと彦根辻番所の会は、協働して以下のような「彦根歴史的風致を活かした地域活性化事業」
に取り組んだ。
（１）文化財建造物を活かした普及啓発事業（足軽辻番所サロン「芹橋生活」の開催）
旧彦根藩足軽屋敷の建造物を活用し、定期的に継続している「辻番所サロン」にて、歴史資料等の研究発表を
通して地域の歴史を学び、歴史まちづくりに活かしていこうとするものである。このサロンも今年度最終回で、めで
たく 70 回目を迎えることができた。
この活動により、地元住民および市民の、地域の歴史に対する関心や理解を深めることができ、辻番所・旧磯
島邸を地域のコミュニティ拠点として活用することにも繋がっている。毎回 20～40 名の参加があり、地域に定着し
た行事となっている。

（２）文化財建造物を活かした普及啓発事業（市指定文化財足軽屋敷公開とシンポジウムの開催）
市指定文化財である旧彦根藩足軽屋敷建造物（7 棟）を 10 月に一斉公開し、足軽の暮らしや風情を実感しても
らおうとするものである。同時に彦根景観シンポジウム 2016 を開催し、文化遺産を活かしたまちづくりの啓発を行
った。
足軽組屋敷特別公開では、普段公開されていない建物も公開され、二日間で延べ 150 人の来場者があり、見
学者・所有者とも足軽組屋敷の価値を再認識できた。また、多くの地元住民の協力によりイベントが行われ、足軽
組屋敷を核とした地域コミュニティの醸成に寄与できた。
シンポジウムでは、建築家の松井郁夫氏を招いて、越前大野や郡上八幡のまちづくりの事例を学び、ワークシ
ョップでは、文化遺産を活かしつつ住みたくなるまちへの話し合いを深めることができた。

２）彦根市河原町芹町地区の活動
ＮＰＯ法人彦根景観フォーラムが長年まちづくり支援を行ってきた河原町芹町地区が、2016（平成 28）年 7 月に重
要伝統的建造物群保存地区（重伝建地区）に選定された。
これを記念して、地元住民・彦根市・他のまちづくり団体と共に、11 月にシンポジウムとまち歩きを開催し、芹橋二
丁目地区と同様に、文化遺産を活かしたまちづくりの啓発を行った。
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彦根景観シンポジウム 2016

重伝建地区選定記念シンポジウム

３）多賀「里の駅」と多賀クラブの活動
多賀クラブは、国の登録有形文化財になった一圓屋敷を活用し、様々な取り組みを行っている。
毎月第１土曜日に里の駅「集い」を行い、野菜市で地元野菜の販売、野鳥の森の自然観察会、お話を開催してい
る。季節のランチや旬の野菜をセットにした予約制「野菜バスケット」も好評である。
8 月の集いは、恒例になった古民家の夏「おばあちゃんの家の夏休み」を開催した。広い屋敷は子供達にとって楽
しい場所になっている。今年も子育て支援サークル「たんぽぽ」のタンポポ広場、多賀幼稚園保護者サークル「ぶら
んこ」の紙芝居などをしてもらい、カロムやサワガニつかみなども人気だった。
12 月の集いは「新そば祭り」を開催した。4 年目になり楽しみにしてくださる方も増え、多賀の地産地消に貢献する
イベントとして定着してきた。地域との連携をしようと、春に多賀町久徳で蕎麦屋をオープンされるちとせ庵のお蕎麦
を提供した。
新しい取り組みとして「ちくちく Quilt 倶楽部」パッチワークキルト展(３日～６日)と代表の竹内さんのお話を同時開
催で 11 月の集いで行い、新しい方々の参加を得ることができた。
農家レストラン「多賀里の駅」は予約での営業をしており、地元の野菜を魅力的に活用したメニューを提供して、隠
れた人気スポットになっている。
地域資源を守っていくために、10 月 29 日と 30 日に、里の駅がある一円集落に隣接する栗栖集落にある西村商店
の茅葺屋根の修理を滋賀県立大学の学生さんたちと行った。建物を取り壊すという持ち主さんにお願いして、茅葺
屋根を修理することにより、貴重な古民家が残り、景観を守ることができた。

多賀「里の駅」の集い（4 月）

おばあちゃんの家の夏休み（8 月）
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みんなで歩こう 野鳥の森（6 月）

栗栖の西村商店 茅葺屋根修理（10 月）

図表１ 平成 28 年度実施事業
開催年月日

事

多賀「里の駅」
《野菜市＆集い》
2016.4.2

業

名

・

内

容

会場：登録有形文化財「旧一圓家住宅」
（多賀町一円 149）

野菜市「地元農家の採りたての野菜」
・野鳥の森の植物観察会
集い 87 お話「87 枚の絵

多賀里の駅の集いのチラシと絵の思い出」

江竜美子さん（NPO法人彦根景観フォーラム）
農家レストラン
2016.5.7

土曜日のランチ

野菜市「地元農家の採りたての野菜」
・野鳥の森の植物観察会
集い 88 演奏会「新緑の宴と筝の奏で」
多賀若葉会のみなさん
農家レストラン

2016.6.4

土曜日のランチ

野菜市「地元農家の採りたての野菜」
集い89 みんなで歩こう野鳥の森
共催：彦根自然観察の会
新緑の野鳥の森（約4km）を歩きます。
自然のなかで深呼吸！
鳥や昆虫、植物の観察をしながら、いろんな発見を楽しみましょう。
農家レストラン

2016.7.2

土曜日のランチ

野菜市「地元農家の採りたての野菜」
・野鳥の森の植物観察会
集い90 劇的ビフォーアフター？

日本庭園の再生に挑戦

堀部栄次さん（NPO法人彦根景観フォーラム副理事長）
農家レストラン
2016.8.6

土曜日のランチ

『おばあちゃんの家の夏休み』
9:00～

9:00～15:30

野菜市（おいしい夏野菜の販売）
好評！手づくりおやつの販売
カロム（カロム名人の必勝指導あり）
、コリントゲーム、
けん玉、お手玉、しゃぼん玉、あやとり、似顔絵描き、
紙鉄砲（紙鉄砲名人の指導あり）
、サワガニつかみ、虫採り

2016.9.3

11:00～11:30

多賀幼稚園保護者サークル『ぶらんこ』の紙芝居

12:00～

お昼ごはん（夏野菜カレー 500 円、コロッケなど）

14:00～14:30

子育て支援サークルの『たんぽぽ』広場

野菜市「地元農家の採りたての野菜」
・野鳥の森の植物観察会
集い91 お話「那須之語」と「詩を語る」
小澤祥子さん（元フランス語・日本語講師）
農家レストラン

土曜日のランチ
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2016.10.1

野菜市「地元農家の採りたての野菜」
・野鳥の森の植物観察会
集い 92 お話「秋の里を描こう ✿みんなでスケッチ」
松居清惠さん（スケッチアーティスト）
農家レストラン

2016.11.5

土曜日のランチ

野菜市「地元農家の採りたての野菜」
・野鳥の森の植物観察会
集い 93 布のおはなし
竹内綾子さん（パッチワークキルト作家）
農家レストラン

2016.12.3

土曜日のランチ

野菜市「地元農家の採りたての野菜」
・野鳥の森の植物観察会
集い94 新そば祭り
今年採れたての多賀産そばを、
「手打ち蕎麦工房ちとせ庵」の
手打ちで味わって下さい。

2017.1.7

野菜市「地元農家の採りたての野菜」
集い95 協力隊が1年間の活動を通して多賀町で感じた事
北島圭さん（多賀町緑のふるさと協力隊員）
農家レストラン

2017.2.4

土曜日のランチ

野菜市「地元農家の採り立ての野菜」
集い96 お話「地域の資源は宝物」
山田周生さん（一般社団法人ユナイテッドグリーン代表・
フォトジャーナリスト・写真家）
農家レストラン

2017.3.4

土曜日のランチ

野菜市「地元農家の取り立ての野菜」
集い97 お話「多賀の門前町をみんなで語ろう」
濱﨑一志さん（NPO法人彦根景観フォーラム理事長）
農家レストラン

足軽辻番所サロン「芹橋生活」
2016.5.15

第 64 回

土曜日のランチ
会場：善利組足軽屋敷「辻番所・旧磯島邸」
（芹橋二丁目 5-19）

井伊家歴代の甲冑を極める
古幡昇子さん（彦根城博物館学芸史科課主任（学芸員）
）

2016.7.17

第 65 回

壮大な「三国志」をひも解く
～漢末から三国時代へ、群雄・豪傑たちの活躍～
田邊眞裕さん（南京都高等学校（現京都廣学館高校）元校長、
高槻市少林寺拳法連盟会長）

2016.9.18

第 66 回

彦根藩井伊家の歴史

～井伊直虎から直政へ～

青木俊郎さん（彦根城博物館学芸員）
2016.10.22

第 67 回

足軽辻番所サロン「芹橋生活」

彦根景観シンポジウム 2016
コミュニティデザインで進める城下町彦根のまちづくり
ワークショップ

～みんなで芹橋を「住みたくなるまち」に～

講

演：住民参加のまちづくり

講

師：松井郁夫さん（建築家）

～城下町・越前大野、郡上八幡のまちづくりの事例から～
ワークショップ

テーマ：「住みたくなるまち」を考える
①住みたくなるまちに必要なものは？
②それを実現するために必要なものは？

コーディネータ：松井郁夫さん
総合司会・コーディネータ：笠原啓史（彦根景観フォーラム理事）
会場：善利組足軽屋敷「辻番所・旧磯島家住宅」
同時開催：10/22-23 彦根市指定文化財 足軽屋敷特別公開
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2016.11.13

第 68 回

ぶらひこね

再発見・城下町の魅力

鈴木達也さん（まち遺産ネットひこね）
2016.12.18

第 69 回

映画「超高速！参勤交代」

内藤家と鎌倉の不思議な墓所

山﨑一眞さん（彦根景観フォーラム名誉理事、
㈳鎌倉湘南景観フォーラム代表理事）
2017.3.12

第 70 回

彦根藩士と地域社会

～郷士 山本半左衛門家を中心に～

母利美和さん（京都女子大学教授）
文化遺産を活かしたまちづくり研究会

会場：善利組足軽屋敷「辻番所・旧磯島邸」

2016.5.15

第１回

「芹橋二丁目まちづくり憲章」の実現に向けて

2016.7.17

第２回

柏原宿 街なみ環境整備事業の視察報告

コーディネータ：笠原啓史（彦根景観フォーラム理事）
コーディネータ：笠原啓史（彦根景観フォーラム理事）
2016.9.18

第３回

彦根景観シンポジウムに向けて
コーディネータ：笠原啓史（彦根景観フォーラム理事）

2016.11.13

第４回

住民と行政の連携を考える
コーディネータ：笠原啓史（彦根景観フォーラム理事）

彦根歴史的風致を活かした地域活性化事業（文化庁 文化芸術振興費補助金事業）
2016.4.1～

①足軽辻番所サロン「芹橋生活」

2017.3.31

②彦根景観シンポジウム 2016（10 月 22 日）
コミュニティデザインで進める城下町彦根のまちづくり
③彦根市指定文化財 足軽屋敷特別公開（10 月 22・23 日）
善利組足軽屋敷（芹橋二丁目一帯）
❶辻番所・旧磯島邸：廣野恭子押花教室の押花展
【お茶席】23 日（日）12:00～

先着 50 人限定

茶菓代:100 円

❷太田邸：城西小学校児童作品展「井伊直弼の心」
・上田道三絵画展
❸中居邸：上田道三絵画展
❹服部邸：「湖東焼窯場跡」採集品の展示・整理作業公開
❺吉居邸：まち遺産ネットひこねの「ぶらひこねマップ」展
❻林

邸：足軽カフェ OPEN

彦根藩足軽中薮組瀧谷家「まちかど資料館」
（栄町一丁目６－１５）
瀧谷家伝来資料の展示と講演会の開催
【講演会】10 月 23 日（日）10：30～12：00
テーマ：彦根藩の行政を担った足軽の人々
講

師：渡辺恒一さん（彦根城博物館 学芸史料課長）

（彦根景観フォーラム担当事業のみ記載・詳細は前項参照）
実施団体：彦根歴史的風致活用実行委員会
構成団体：ＮＰＯ法人彦根景観フォーラム・彦根辻番所の会
彦根藩足軽中薮組瀧谷家「まちかど資料館」
・ＮＰＯ法人いろは組
小江戸ひこね町屋活用コンソーシアム・ＮＰＯ法人湖東焼を育てる会
ＮＰＯ法人ひこね文化デザインフォーラム
彦根市教育委員会文化財課
彦根歴史的風致活用実行委員会 活動報告会
2016.6.4

会場：彦根城博物館 講堂

彦根歴史的風致活用実行委員会を構成する各団体が
平成 27 年度の活動内容について報告
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彦根市河原町芹町伝統的建造物群保存地区「重伝建地区」選定記念シンポジウム
2016.11.20

●河原町芹町まち歩き

13：00～

寺子屋力石出発

案

内：鈴木達也さん（まち遺産ネットひこね）

解

説：濱﨑一志さん（滋賀県立大学教授、彦根景観フォーラム理事長）

●記念シンポジウム
会

14：00～17：00

場：鳥羽や旅館（河原三丁目 1-23・花しょうぶ通り商店街）

【プログラム】
記念講演：重伝建とまちはどう活きるか
講

師：下間久美子さん（文化庁文化財部参事官（建造物担当）付
文化財調査官（伝統的建造物群部門）
）

講演１：河原町芹町の大切な価値
講

師：濱﨑一志さん（滋賀県立大学教授・彦根景観フォーラム理事長）

講演２：まちづくりの取り組み
講

師：西村實さん（NPO 法人金堂まちなみ保存会顧問）

パネルディスカッション
テーマ：河原町芹町の美しいまちづくり
コーディネータ：柴田いづみさん（結のまちづくり研究所代表）
パネリスト：下間久美子さん、深谷覚さん（彦根市教育委員会文化財課）
力石寛治さん（河原町）
、森勇次郎さん（芹町）
彦根＋地デ研シンポジウム「彦根の魅力アップをめざして」
～歴史・地域資源を活かしたまちづくり in 彦根～
2017.2.4

講演１：歴史・地域資源を活かしたまちづくりについて
平峯 悠（ＮＰＯ法人地域デザイン研究会理事長）
講演２：彦根の地域資源を活かしたまちづくり
濱﨑一志（彦根景観フォーラム理事長・滋賀県立大学教授）
講演３：彦根城と城下町
谷口 徹（彦根景観フォーラム理事・米原市柏原宿歴史館館長）
講演４：地デ研から視た彦根市

～貝塚市との比較と提案～

岡村隆正（貝塚市地域整備監）
パネルディスカッション

「彦根の今昔、もっと豊かに面白く」

≪パネリスト≫
彦

根：濱﨑一志・谷口 徹・戸所岩雄（彦根景観フォーラム理事・建築家）
和田一繁（彦根市議会議員）

地デ研：岩本康男（㈶都市活力研究所顧問）
・前田秋夫（泉北高速鉄道㈱取締役）
田中賀鶴代（京都観光おもてなし大使）
≪コーディネータ≫

平峯 悠

会

場：彦根商工会議所 4F 大ホール（彦根市中央町 3-8）

主

催：ＮＰＯ法人 地域デザイン研究会

共

催：ＮＰＯ法人 彦根景観フォーラム

滋賀大マルシェ＆うちごはん農園
2016.5.13
2016.6.10

滋賀大マルシェ 2016「環境こだわり農産物 新緑の収穫祭」
滋賀大マルシェ 2016「環境こだわり農産物 初夏の収穫祭」

2016.7.8
2016.10.14
2016.11.11

滋賀大マルシェ 2016「環境こだわり農産物 夏の収穫祭」
滋賀大マルシェ 2016「環境こだわり農産物 初秋の収穫祭」
滋賀大マルシェ 2016「環境こだわり農産物 秋の収穫祭」

2016.12.2

滋賀大マルシェ 2016「環境こだわり農産物 Xmas マルシェ」
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5.事業創出活動

2016.4.23

滋賀大うちごはん農園（オリエンテーション、菜園スクール）

2016.5.21

滋賀大うちごはん農園（菜園スクール・畑 de ごはん）

2016.6.18

滋賀大うちごはん農園（菜園スクール・畑 de ごはん）

2016.7.16

滋賀大うちごはん農園（菜園スクール・畑 de ごはん）

2016.8.20

滋賀大うちごはん農園（菜園スクール・うちごはん料理スクール）

2016.9.17

滋賀大うちごはん農園（菜園スクール・うちごはん料理スクール）雨天で中止

2016.10.22

滋賀大うちごはん農園（菜園スクール・畑 de ごはん）

2016.11.19

滋賀大うちごはん農園（菜園スクール・畑 de ごはん）雨天で中止

2016.12.17

滋賀大うちごはん農園（菜園スクール・うちごはん料理スクール）

町家活用
2005.10.16～

ひこね街の駅「寺子屋力石」

場所：花しょうぶ通り商店街

2008.3.16～

ひこね街の駅「戦國丸」

場所：花しょうぶ通り商店街

2012.11.3～

ひこね街の駅「逓信舎」

場所：花しょうぶ通り商店街

2015.3.1～

ひこね街の駅「治部少丸」

場所：花しょうぶ通り商店街

管理運営：ＬＬＰひこね街の駅
2008.9.11～

多賀「里の駅」一圓屋敷

場所：多賀町一円 149

管理運営：多賀クラブ
2008.12.26～

善利組足軽屋敷「辻番所・旧磯島邸」

場所：彦根市芹橋二丁目 5-19

管理運営：彦根辻番所の会
2016.10.29-30

西村商店茅葺屋根修繕ワークショップ
指導：山田雅史さん

会場：多賀町栗栖

彦根まちづくり情報誌『きらっと彦根』
2016.5.10

通巻 43 号

【特集】まちづくり憲章とソーシャルデザイン
「芹橋二丁目まちづくり憲章」提案の意義

2016.7.10

通巻 44 号

【特集】河原町芹町地区が重要伝統的建造物群保存地区に選定

2016.12.28

通巻 45 号

【特集】彦根景観シンポジウム 2016

2017.1.15

通巻 46 号

【特集】彦根市河原町芹町伝統的建造物群保存地区-1

2017．3.1

通巻 47 号

【特集】彦根市河原町芹町伝統的建造物群保存地区-2

コミュニティデザインで進める城下町彦根のまちづくり
重伝建地区選定記念シンポジウム「重伝建とまちづくりを考える」
重伝建地区選定記念シンポジウム「重伝建とまちづくりを考える」
ブログ
通年

http://hikone-keikan.seesaa.net

定例会議
右欄参照

会場：滋賀大学陵水会館 1Ｆ会議室
2016 年

4/22 5/20 6/17 8/19

2017 年

1/27 2/24 3/24

通常総会
2016.7.2

10/14 11/18

12/16

19：00～21：00

会場：多賀「里の駅」一圓屋敷（多賀町一円 149 番地）
12：00～13:00

彦根歴史的風致活用実行委員会
右欄参照

9/23

2016 年

全体会議

4/12 4/28 5/19 11/25 12/9 12/14
会場：善利組足軽屋敷「辻番所・旧磯島邸」
（芹橋二丁目 5-19）

（文責 教授 石井 良一）
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