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１ 継続した維持管理に向けての取り組み（受賞を契機に新たに取り組んでいること） 

①昨年度よりはじめた活動の継続と活動を話す機会の増加（取り組んでいる課題） 

    受賞を契機に平成２３年度に以下のことに取り組んだ。 

ねらいとした内容 活 動 

昔の土居廓中と今とを比較し、互いに話す場を設けることにつなげる 

（写真協力の呼びかけ） 

風景写真リスト

作成 

他県の武家町にお住まいの方の取り組みを知り今後に生かす 

（神代小路まちなみ保存会） 

神代小路 

視察・交流 

廓中全体の調和と連続性を守り育てていく活動につなげる 

（現地講習） 

生け垣の手入れ

講習 

今後の活動の可能性、活動計画の検討 

 
意見交換会 

平成２３年度に提示した３カ年の基本方針より、平成２４年度の方針は以下とした。 

・地区の長い歴史の中で暮らしの中で住まいに関連すること、町並みを構成するものの把握、

町並みについて共有できるもの等は継続して地道に行う。 

・安芸城跡を中心にした地区全体を視野に入れ、地区全体で培ってきたことを基に、今後も

継続したら良いこと、課題があることを把握する 

                ▼ 

・実践の場をより多く持ち、地区全体で直面する課題に可能なことより取り組んでみる 

 

平成２４年度活動へ展開として、３カ年の方針や意見交換で出た意見より実施可能な内容をふ

まえると、以下のことがあげられ、そのことが「取り組んでいる課題」となる。 

ねらい（＝取り組んでいる課題） 活 動 意見交換会での意見 

・廓中全体の調和と連続性を守り育て

ていく活動につなげる 

 

・実践の場をより多く持つ 

 

・互いに話す場を設けることにつなげ

る 

生け垣講習の継続 

次回はウバメガシという意

見もあり、塀は他のところ

を問いあわせてみる 

地域での交流 

竹も伸び季節の節目の「た

なばた」のときに生け垣講

習を実施し、その後に子ど

もたちとも過ごすと地域の

交流の場になりえる 

町なみに関すること 

側溝の石について現状把握

し、目指す方向、使用する

石について学ぶ場を設けて

はと考える。補修は実施可

能な事業を選び、廓中の意

向を反映するよう検討要 
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本年度もねらいとしたことが成果として結びつくよう継続した活動を基本とし、現地講習は、

町なみをより意識したものに展開できたらと「現地講習・まちなみチェック」とした。実施に

あたっては状況をみながら内容や日時を調整することになる。また地域の歴史や実践の場を学

ぶ児童・生徒の学習に寄与できるよう地域の学校への協力や呼びかけを別途盛り込んでみた。 

 

■平成２４年度活動への展開（平成２４年９月～平成２５年２月） 

活動計画案 実施時期案 

・すまいのまちなみ総会の報告 

・現地講習・まちなみチェック① 

生け垣（竹２段）手入れ方法・生け垣の補うときのポイント 

・写真で見る土居廓中「いま むかし」パネル作成 

９月 

・現地講習・まちなみチェック② 

  生け垣（ウバメガシ）手入れ方法・側溝の石の現況把握 

・写真で見る土居廓中「いま むかし」展示（土居公民館、他） 

・住まいに関する聴き書き 

秋以降 

・現地講習・まちなみチェック③ 

押しぶちの現況把握（交換４年後の状況と数年後の交換に備えて） 

（差し支えない範囲で構わないので押しぶちを見させていただく

ようお願いし、前回の交換後、押しぶちの劣化や腐食、生け垣

の様子など気のついたことがあれば聞かせていただく） 

・意見交換会 

平成２４年度の振り返りと次年度（最終年度）への展開 

冬 

 

■地域の学校への協力や呼びかけ 

活動計画案 実施時期 

・土居小学校６年生風景学習への参加協力 

（毎年、小学生が学習を実施。保存会内で参加の希望を募る） 
１１月１５日 

・生徒、学生への呼びかけ 

（呼びかけするにあたっては保存会の活動が基盤にあり、学校側に成

果を提示できることが前提。その上で、生徒や学生、学校側の意向

（学校の授業の一環、課外活動、等）と調整要） 

未定 

 

   ■受賞を契機に活動を話す機会が増加 

平成２３年度「住まいのまちなみ活動計画」報告後に、保存会の長年の活動や「住まいのまち

なみ活動計画」を話す機会をいただいたことが増加した。 

地元よりの依頼と県外より聞き取りがあり、聞き取りは土居廓中へ来られた。後に記述するが、

景観に関するシンポジウムの分科会パネリストでゲスト出席に伴う聞き取りも含まれる。 

聞き取りの動機づけのきっかけは、平成２３年度「住まいのまちなみ活動計画」ホームページ

の活動報告を見たこともうかがい、受賞を契機に様々な方たちが知ることを実感した次第である。 

そのような場では、地元住民で構成する保存会の活動を、住んでいる者が大切にしたいと思う

土居廓中のことをふまえながら話すように心がけた。 
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活動を話す場・相手先 日時 話す内容 

安芸市観光大学（第５講座） 

（於：安芸市役所） 

平成２４年 

９月１３日（木） 

土居廓中と保存会の活動について 

土居敬老会 

（於：土居公民館） 

平成２４年 

９月１７日（月） 

土居廓中について 

横浜国立大学都市計画研究室

修士２年の学生 

（於：土居公民館） 

平成２４年 

１ ２ 月 ２ ２ 日

（土） 

緑豊かな歴史的町並みの共同管理手法

についての研究をしており保存会の取

り組みの聞き取り（保存会の設立、背景、

保全活動、技術の継承、今後の課題、等） 

京都市景観まちづくりセンタ

ー（於：土居公民館） 

平成２５年 

１月２０日（日） 

景観まちづくりシンポジウム分科会ゲ

スト出席の依頼で事前の聞き取り 

景観まちづくりシンポジウム 

（於：ひとまち交流館京都） 

平成２５年 

２月２４日（日） 

分科会「地域の運営を拓くコミュニティ

と景観のこれから」パネリスト出席 

 

②平成２４年度の活動（その課題を選んだ理由） 

 

今一度「住まいのまちなみコンクール」で評価され受賞となったことを振り返る。 

江戸時代に武家屋敷として地割りされ、当時の道幅や土用竹、生垣を残しつつ現在に続くまちな

みが形成された地区において、地域の方たちが主体となって伝統的文化の街を保存、再生し、後

世に伝えようとしていること。 

その受賞にあたり、以下のことが期待されている。 

我が国の歴史地区には共通した悩み（歴史的遺産を積極的に活用して活性化をはかりたいと望む

一方、観光地化による喧噪の街にしたくないこと。高齢化が進む中で維持管理を継続することが

困難になりつつあること）がつきまとう。保存会ではこの課題を克服するモデルケースになり得

る。この地区で長年培われてきた地域力を生かし、新たな保存活動に向けて今後もチャレンジさ

れることに期待。 

 

   活動方針に沿い、評価や期待されていることを念頭におき、本年度の活動計画を具体的に検討し、

その都度、案内を作成。廓中全世帯に配布し参加を呼びかけた。 

 

※平成２４年度活動計画                                  

 １【現地講習・まちなみチェック①】 

ねらい 土居廓中の生け垣には高い生け垣とその前に低い生け垣が組み合わさった生け垣があ

り、今回「竹２段」と呼ばせていただき、その手入れ方法を知り、昔からある竹２段、

昔あった竹２段など、いろいろと聞かせていただき、これからの「竹２段」の維持管

理に生かす。生け垣を補うポイントも知りたい。 

講 師 造園職 １名 

日 時 平成２４年 ９月 １日（土） ９：００～１２：００ 
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 ※集合場所：安芸城跡のお堀からの入口（大手門）（保存会石碑前あたり） 

内 容 

 

 １）すまいのまちなみネットワーク総会の報告 

 ２）現地講習・まちなみチェック① 

   「生け垣（竹２段）手入れ方法・生け垣の補う時のポイント」 

 

２【現地講習・まちなみチェック②】 

ねらい ９月に刈った生け垣のその後の竹の伸び具合をみて、伸びた部分の手入れ実践を行い、

秋から冬の時期の刈った量を実感する。また「刈った竹を有効活用できないか」「集め

たり処理したりするのにコンパクトにできないか」という意見があり、園芸用電気式

粉砕機を使って刈った竹や葉などの活用を考える。 

講 師 講師は特になく皆で協力して取り組む（世話役として保存会で造園職の方 １名） 

日 時 
平成２５年 １月 ２０日（日） １０：００～１２：００ 

 ※集合場所：安芸城跡のお堀からの入口（大手門）（保存会石碑前あたり） 

内 容 

 

 １）４ヶ月経った竹の伸び具合チェックと伸びた部分の手入れ実践 

 ２）粉砕機を使って刈った竹の活用への取組 

 

  ３【写真でみる土居廓中のいま むかし】 

ねらい  昔の土居廓中の風景の写真を見て、当時を知る人やはじめて見る人が写真を見て語り

あえる場の創設。昔から今に伝わる武家町の形をあらためて知り、故郷への思いをよ

り高め、これからの活動に生かす。 

日 時  平成２５年 １月 ２６日（土） ９：００～１６：００ 

会 場  土居公民館 １階 ロビー 

内 容 

 

 １）「昔から今に伝わる土居廓中の風景 パネル展示会」 

～昭和４０年代、５０年代、６０年代、平成～ 

 

４【パネル展示会にあわせて廓中の住まいに関すること】 

ねらい 土居廓中で長年やってきた生け垣の刈り方があることを知り、今後もいろいろと話を

聞かせていただく中で実践を積み重ねていきたく、住まいに関して「見た」「知ってい

る」「やっている」ことを聞かせていただく場を設け、この地区ならではの方法があれ

ばそれを継承し、今後の維持管理活動につなげていく。 

日 時  平成２５年 １月 ２６日（土） １４：００～１６：００ 

会 場  土居公民館 １階 ロビー 

内 容 

 

 １）「昔から今に伝わる土居廓中の風景 パネル展示会」の展示時間中、常時対応でき

る体制ではないため、話をうかがう時間帯を対応可能な午後に設けて呼びかけ 

 

５【現地講習・まちなみチェック③】 

ねらい 毎日見ている通っている廓中の街路をゆっくりじっくりぐるっとめぐってみる。廓中

のまちなみ、歴史、身近な自然をあれこれ話しながら歩いてみる。普段通らないとこ
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ろでは発見が、子どもの参加があれば子どもの視線ならではも感じることもできる 

講 師 講師は特になく皆で気軽に参加（案内役として保存会で歴史民俗の方 １名） 

日 時 
平成２５年 ２月 ９日（土） １０：００～１２：００ 

 ※集合場所：安芸城跡のお堀からの入口（大手門）（保存会石碑前あたり） 

内 容 

 

 １）廓中ぐるっとめぐりウォーキング 

    廓中に暮らす方たちならではの思いでぐるっとめぐってみる 

 

６【意見交換会】 

ねらい  景観まちづくりシンポジウム出席者より報告（会長の他、保存会より一般参加２名で

計３名）。２年目を振り返り来年度（３ヶ年の最終年度）への展開について意見交換。 

日 時  平成２５年 ２月 ２５日（月） １９：００～２０：３０ 

会 場  土居公民館 １階 和室 

内 容 

 

 １）景観まちづくりシンポジウム（２月２４日開催）報告 

２）意見交換（平成２４年度の振り返り、平成２５年度への展開） 

 

 

このようなことに取り組むにあたり、課題として選んだ理由を以下に記す。 

課題を選んだ理由 

・活動の集合場所は、安芸城跡大手門にある保存会石碑前としている。碑に刻んだ言葉に触

れるたび、時代の流れの中で暮らしていることをあらためて思う。「いつまでも私たちは守

ってゆきたいと念願します」には、この地で暮らしてきた方たち、暮らしている方たちは、

前々からあるものを守り大切にしていこうとすること、廓中を大事に思う気持ちをお持ち

で自然とおこなってきたと感じる。今まで思ってきたことや考えてきたことをこの受賞を

契機に出し合い、地域で支えあう継続できる維持管理活動の礎としていきたい。 

・今ある当たり前に見る風景には、脈々とつづき時代を超えてあるものやここ数十年のもの

などもある。写真や絵図より前の時代の様子を知り、風景の変遷を知り、今後の保全活動

の方針に生かしたい。今一度、足元に刻まれている風景の記憶を把握する機会を持つ。 

・継続した現地講習を通して、保存会がまずは生け垣の維持管理に向けて取り組んでいるこ

とを知っていただき、将来、支えあう形づくりが必要となる状況がきてもその基盤となる

よう、信頼関係に結び付くよう、地道におこなっていく。 

 

③平成２４年度活動計画（取り組んだ課題と選んだ理由に基づく活動の手法） 

１ 現地講習・まちなみチェック① 活動の手法と報告 

「生け垣（竹２段）手入れ方法・生け垣を補うときのポイント」 

・と き：平成２４年 ９月 １日（土）９：００ ～ １２：００ 

・ところ：土居廓中 

・出席者：８名  
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１）「すまいのまちなみネットワーク」総会の報告 

本会の平成 23年度の評価（＝期待以上のもの）と平成 24年度への期待（＝期待以上のものな

ので、そのまま続けてください）を報告。事務局提出の報告書を提示しながら、この内容は「す

まいのまちなみネットワーク」のホームページに公開となっていることを話した。 

４月の土居廓中部落の総会で、「写真で見る土居廓中の「いま むかし」写真リスト」を披露

させていただいていたこともあわせて報告した。 

今回、「竹の２段式の生け垣」をテーマにしているので、安芸城跡大手門周辺の風景（昭和 40

年）、竹２段の生け垣が写っている通りの風景（昭和４０年、昭和５０年代はじめごろ）を提示

し、実際に見比べてみる。このように写真リストは活動のテーマに沿って、かつての風景と今と

を見比べることができるようにし、これからの維持管理に活用していく。 

 

２）「生け垣（竹２段）」手入れ（場所：四ツ辻南側、南北の通りの東側にある２段式の生け垣） 

本年度の第１回目として、高い生け垣と低い生け垣からなる生け垣（今回、「竹２段」と呼ば

せていただく）の手入れ方法を実践形式でおこなった。講師は昨年度に引き続き川竹宏昌氏。 

竹２段の形について、記録や資料などの文献にはこれといって記述はないようで、日頃より手

入れをしている視点で推測したことを話題提供し、皆で話してみた。 

 

今回、昭和４０年、５０年ごろの写真にも２段となっている様子が写っていて、現在も竹２段の

形がある場所で実施した。 

   講師より昨年度の現地講習のおさらいも含め、道具の使い方をあらためて説明した後、２段のと

きの刈り方を実践。 

基本は「まず上の生け垣（高い方）を刈る」。次に「下の生け垣（低い方）を刈る」。 

   電動バリカン使用時は、押しぶちと押しぶちの間は刈りにくいので無理をせず手で刈る方が良い

ことを話され、押しぶちのあたりは針金もあり電動バリカンでは要注意の指摘もあった。 

   また他の樹種（例えばウバメガシ）が混ざっている状況では、手で刈る方が良いともアドバイス

をいただき、参加者は生け垣全体を眺め、かつての風景写真と見比べて、目指す風景をイメージし

て実践してみる。 

     
  手入れのポイントの話         上段を刈って下段を刈る    昔の風景を見ながら実践 
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  竹２段が整う 

 

  ■竹２段の形／日頃の手入れから推測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「住まいのまちなみ活動計画」で現地講習や意見交換を実践していく中で、竹の生け垣の上側の

刈り方について、複数の方より長年やってきた刈り方があることを話していただき、そのような刈

り方があることを知ることができた（自宅と道路の境にある生け垣の場合のみ）。 

このことは廓中ならではの維持管理で大切なことと思う。今後もこういったことを学びながら、

実践していく。 

 

  ■長年やってきた竹の生け垣の上側の刈り方 

   （但し、自宅と道路との境の生け垣の場合のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他にも「こういった刈り方がある」「こんなことを聞いている」などあるのではないかと呼びか

②生垣の根元より伸びた竹を生かす 

 

 

生け垣の根

元より竹が

出てくる 

それを生かし

て形を整えて 

竹２段 

刈る高さを決

めたら鋏で軽

く横に刻んで

印をつける 

直 線 の

目 安 を

入れる 

自宅側に向けて

やや斜めに道路

側より刈る 

道路側から見

たとき刈った

部分がきれい

に見える 

道路   自宅 
道路   自宅 

①生け垣の足元が空くのを補うために植える 

 

 

足元が空く

のを補うた

め植える 

形 を 整

えて 

竹２段 

昔からある「竹２段」 

昔あった「竹２段」 

あたらしい「竹２段」 

 

これからの「竹２段」に生かすので、 

いろいろと教えてくださいと話す 
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けもした。 

今回の生け垣の高さを整えるといった高さがあるところの維持管理活動をするにあたり、脚立が

あると良いがと意見があり、また刈った葉を何か有効に活用できないか、またそこまででなくても

集めたり処理したりするのに、コンパクトにできたら良いがの意見もあり、以下の道具を次回に準

備することにした。 

※はしご兼用タイプ脚立（天板高さ（脚立時） 1.8ｍ、2.0ｍ 各１基） 

※園芸用電気式粉砕機 （特殊鋼ギアー式回転刃  １基） 

 

■安芸城跡お堀の風景 

９月１日は開始時間が近づいたころ、お堀沿いの道で高所作業車で作業をされていたので係の方

に相談し、作業の区切りがついたときに空中より写真を撮っていただいた。 

高さでいえば家の２階ぐらい。ふわっと浮き上がることができるなら、このような眺望が見られ

ることになる。作業の係の方に御礼。 

     

 

 

２ 現地講習・まちなみチェック② 活動の手法と報告 

「９月に刈った竹のその後と刈った竹の活用への取組」 

・と き：平成２５年 １月２０日（日）９：００ ～ １２：００ 

・ところ：土居廓中 

・出席者：８名  

 

１）４ヶ月経った竹の伸び具合チェックと伸びた分の手入れ 

前回の現地講習で実践した場所（「竹２段の生け垣」の場所）で、４ヶ月後のその後の伸び具

合をみて、伸びた部分の手入れ実践をおこなった。秋から冬の時期なので、そんなに伸びていな

いのではと思いながら、「竹２段の生け垣」の目指す風景、刈り方、道具の使い方など、今まで

の実践の成果を皆さん発揮した。生け垣の高さをそろえる実践のため、今回、脚立を購入。 

刈ったものを集めると大きな処理ケース一杯になり、思ったより伸びていたことを実感した。 

実践の最中、竹の生け垣は少々刈り込んでもまた伸びるが、ウバメガシの生け垣は枝を刈り込

んでしまっては大変なことになるのではと、ウバメガシの生け垣は竹のような実践活動にはなり

にくいかもと話したことだった。 
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電動バリカン使用       仕上げは剪定ばさみ     内側も同様に実践（上部は脚立使用） 

 

２）粉砕機を使って、刈った竹の活用への取組 

園芸用電気式粉砕機を使用。刈って集めた竹を実際に粉砕して活用を検討。さっそく刈った竹

を投入。竹はしなりがあるからか、今回やってみたらバラバラに粉砕することはなかったが、切

り刻みが入ることで折りやすくなり、処理しやすくなることを実感した。夏の時期は長く伸びた

竹が多いと思うので、より実感するのではと感じた。 

竹以外でもしてみる。刈り枝ではチップ状やコロコロと切り刻んだ形で出てきて、刈り枝の粉

砕チップは有機肥料に生かしたいと感じた。 

     
   処理ケースにいっぱいになった   上から入れて下から出る 

 

 

３ 写真でみる土居廓中のいま むかし 活動の手法と報告 

「昔から今に伝わる土居廓中の風景 パネル展示会」 

・と き：平成２５年 １月２６日（土）９：００ ～ １２：００ 

・ところ：土居公民館 

 

１）廓中の風景写真（昭和４０年代、５０年代、６０年代、平成） 

昨年度より廓中の風景写真協力の呼びかけをさせていただき、写真のリスト作成に着手。今回、

その中より約５０点を７枚のパネルにして作成。 

昔の土居廓中の写真を見て、当時を知る人やはじめて見る人が語り合えたらと、そして、昔から

今に伝わる武家町の形をあらためて知り、故郷への思いをより高め、これからの活動に生かしてい

けたらと思い展示会を開催した。 

パネルをお披露目するにあたり、まずは地元からと思い、一日の展示ではあったが土居公民館で

「土居デビュー」。 

パネルを公民館 1階ロビーに準備したのが１月２４日（木）の夕方。２５日（金）に土居公民館

に来られた方は事前に、また１月２６日（土）は公民館で防災の講演会があり、参加された方は講

京都で 2 月 24 日開催の「景観・まち

づくりシンポジウム」の担当者が保

存会の活動の聞き取りのため、1 月

20 日に廓中へ来られ、午後に会った

が、実はこの日の午前中に安芸へ来

ており、廓中を歩いていて、現地講

習の様子を見て話もされたと知っ

た。 
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演会が始まる前の時間帯などにご覧いただいた。 

今後も広く見ていただける場を設け、昔から今に伝わる武家町の形を話す機会をつくっていきた

い所存である。 

 

  

  

   土居公民館１階ロビーで展示 

 

４ パネル展示会にあわせて廓中の住まいに関すること 活動の手法と報告 

「廓中の住まいに関すること聞かせてください」 

・と き：平成２５年 １月２６日（土）１４：００ ～ １６：００ 

・ところ：土居公民館 

 

１）「廓中の住まいに関すること、あれこれ話」 （午後２時～４時） 

パネル展示とあわせて、写真を見ながら廓中の住まいに関することをあれこれ話す時間帯を設け

た。事前の案内に以下のことを記していた。 

土居廓中の住まいに関して「見た」「知っている」「していた」ことがあったら、差し支え

ない範囲で構いませんのでお聞かせください。 

例えば・・・ 

１、安芸城跡の森やお堀、土塁、大手門のこと（お堀ではハスのことも） 

２、藤崎神社でのまつりに行ったことがある（その頃の様子、お楽しみだったこと、など） 

３、廓中の道と側溝のこと（縁石、生垣、塀のある街路の風景への思い、など） 

４、生垣のこと（樹種（前は今とは違っていた、今も同じ）、日頃の手入れ、工夫など） 



平成２４年度 土居廓中・住まいのまちなみ活動計画（２年目） 

ふるさと土佐土居廓中保存会  11 

５、塀のこと（構造、維持管理の方法など） 

６、押しぶちのこと（本数（写真に３本の頃があり）、竹の調達、手入れの工夫など） 

７、土居廓中で遊んだこと 

８、土居廓中の防火や防災のこと 

（防火に備えてきたこと、浸水、今までの地震のとき、など） 

 

    この時間帯には数名の方が来館。特に住まいや暮らしに関する話ということではなかったが、

今後もこういった機会を持つようにしていく。 

    【反省点】展示時間中の常時対応ができる体制でなかったため、あれこれ話は午後の時間帯と

していたが、昼の時間帯は公民館は不在でカギがかかっていたと知り、その時間帯

に公民館へおいでくださった方には誠に申し訳なくお詫びします。 

 

５ 現地講習・まちなみチェック③ 活動の手法と報告 

「廓中ぐるっとめぐりウォーキング」 

・と き：平成２５年 ２月 ９日（日）９：００ ～ １２：００ 

・ところ：土居廓中 

・出席者：８名  

 

１７００年代後半から１８００年初期ごろの土居廓中の絵図「安喜土居内外細図（安芸市立歴

史民俗資料館 蔵）」を資料に活用させていただき、廓中で暮らす方ならではの思いで廓中めぐ

りをおこなった。安芸城跡大手門の保存会石碑前に集合。保存会で歴史民俗に詳しい方に案内役

をお願いし、特に順路は決めず、行きたいところに行くスタイルで進めた。パネル展示で使用し

た昔の写真もあわせて活用し、安芸城跡大手門より出発した。 

 

場 所 その場所の思い出やあれこれ話 案内役の「ワンポイント 土居廓中」 

安芸城跡お堀 

 

 

 

 

 

 

 

・60年前、お堀は干上がっちょっ

た。生き物もいっぱい捕った。 

・水が涸れた後、レンコン、くわ

いを取ったりもした。 

・どろんこ遊びをしよった。 

・前は西にもハスがありよった。 

・このあいだは水位が下がっちょ

ったねぇ。鯉の話もあったねぇ。 

・ハスをちっと手入れせんといか

んがやないろうか。保存会でレ

ンコンを試しに採ってみたら。 

・江戸の頃は堀がぐるっとありました。 

・農地改革があり、埋め立てたことで水が入

らなくなり昭和 40 年代は夏は水が溜まっ

ていましたが冬は涸れていました。昭和 50

年代に西に水が入るようお堀を改修。 

・冬に田役があって水が入って来なくなると

きは少々干上がった状態になります。 

・鯉がハスを食べると話があって西へ鯉を入

れたが東にハスも鯉もいます。 

・ハスは間引くなりした方が良いとも聞きま

す。花も前のような咲き方ではないですね。 

安芸城跡大手門 ・昭和 40年頃の写真をみたら柱が ・江戸の頃は塀みたいな門がありました。昭
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写っちゅう。絵図も柱みたいな

扉か塀か、見比べたら面白い。 

・藤崎神社へ行く道も素朴な感じ

で、その周辺も畑や小屋があっ

たり。歴民館の下にはかつての

暮らしが残っている。 

和 40年頃の写真はコンクリートの柱です。 

・梅林はここ 30年ぐらいのこと。前は畑だっ

たところです。 

・東のお堀の水は、土塁の東側の水路より入

ってきています。 

安芸城跡土塁 ・土塁へ行ってみろう。斜面にあ

る石も昔からのものやろうか。 

・土塁を切って進入路。当時はこういうこと

をしてもよかったのでしょう・・・。 

東町かいわい～ 

安芸城跡お堀 

東側 

・お堀の東側の路地は絵図にも載

っている道ながや。 

・お堀の水がきれい。 

・絵図にある東西の水路は、狭くなっていま

すが今も流れていることがわかります。 

・今は緩いカーブの道は絵図の頃は「枡形」。 

安芸城跡大手門 

正面（土橋） 

・昭和 40年代、この辺に米蔵があ

ったでね。 

 

・土橋より南に続く道はかつては広かった。 

・米蔵跡は園芸に使っていました。農協の倉

庫でした。 

安芸城跡お堀 

西側 

 

 

 

 

・お堀の前の東西の道は主な道と

いうことやろうか。 

・ウチでは今でも「前町に行って

来る」と普通に話すことがある。 

・江戸の頃はお堀の前の道はいわば裏通り。

メインは今の土居公民館北の通りになりま

す。「町」というのは「通り」のことです。 

 元々「○町」というのはエリアを示すこと

ではないようで、通りに面した両側のこと

でした。 

 

場 所 その場所の思い出やあれこれ話 案内役の「ワンポイント 土居廓中」 

安芸城跡お堀 

西側 

 西側も「枡形」になっていて、お堀自体も

今、家があるところまであったようです。 

安芸城跡お堀 

西側 

 

 

 

 

・お堀の前の東西の道は主な道と

いうことやろうか。 

・ウチでは今でも「前町に行って

来る」と普通に話すことがある。 

・江戸の頃はお堀の前の道はいわば裏通り。

メインは今の土居公民館北の通りになりま

す。「町」というのは「通り」のことです。 

 元々「○町」というのはエリアを示すこと

ではないようで、通りに面した両側のこと

でした。西側も「枡形」になっていて、お

堀自体も今、家があるところまであったよ

うです。 

四ツ辻周辺～ 

西町、北町かいわ

・絵図をずっと見ていると形もそ

うだが、記されている文字にも

・絵図に小さな丸い表示があり、道沿いの側

溝の石です。植物の名前がいっぱい記され
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い 今につながるものが感じられ

る。この絵図はどのように使っ

たのだろう。代々、この風景を

継続していくための基となるも

のだったのだろうか。 

・廓中が見えないように西側には

高い木があった。 

・今もある風習。１月に廓中で女

性がお亡くなりになると廓中の

女性が集まる。 

・辻に豆を置く習慣がウチにはあ

るけど。 

・絵図は距離感はどんなもの？ 

・北側へ行ってみろう。安芸城跡

の西側の水路も巡ってみろう。 

・安芸城跡西側の斜面に小道が入

った絵図があるが、現状ではわ

からない。詰めより下へ降りら

れそうな場所はあるが斜面をお

りる状況だった。 

ています。 

・この絵図は次々と貼り紙をして訂正をして

いて、「保全と管理」の絵図だったことがう

かがえます。当時は数十年単位のものだっ

たかもしれませんが、世紀を超えて今に伝

わっています。すごいことと思います。 

・５０軒ほどの家で１７軒は空き家だったが

それは高知勤務だったため。中級下級では

時々変わることがあったようです。 

・廓中の両側には見えないようにモミがあっ

て木の元にはカラタチ。侵入を防ぐ目的だ

ったのでしょうか。 

・絵図は距離感はないです。 

・西木戸、東木戸は地名としてあり、それは

安芸国虎の時代のこと。安芸国虎の時代と

江戸と混同しないように。 

・忠霊塔の北側に絵図にある大竹藪の形が今

もわかりますし、安芸城跡西側にあったお

堀の形も地形よりわかります。路地も絵図

に記されていて今も歩くことができます。 

 

場 所 その場所の思い出やあれこれ話 案内役の「ワンポイント 土居廓中」 

安芸城跡北側 ・安芸城跡北側に伝説のおんちゃ

んがいた？ 

 

安芸城跡北側 

土塁 

 

 

 

・今、コンクリートでしている細

い水路のこと？土居小の学習で

児童たちと水辺の観察に来たこ

とがあった所。 

・渕があって子どものとき遊んだ。 

・渕の名残があった所を聞いてい

る。今は田んぼ。 

・地震や災害で北側より水が浸入

してきても土塁が廓中を守って

くれる機能となるなら、大事に

・田畑の中にある水路が「大竹藪」の場所。 

 

 

 

・絵図は城ノ渕と記されています。女郎が渕

とも言います。 
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しなくてはと思う。 

安芸城跡堀切り 

～詰（つめ）～ 

二の段～三の段 

～城山の南側 

・廓中チリ捨て場より堀切りから

詰へ。「たつくるぞね」 

・城山をゆっくりと散策。 

・見通し良いように森の手入れを

する時期ではと思う。手入れを

したら良い場所を選び、中切り

を基本にした方法が良いと思

う。 

・安芸城跡東側の道路は、今はバイパスだが

つながっていなかった。 

・詰には櫓があったのみ。ここは高知城のよ

うな城ではなく素朴なもの。城山にも土塁

が残る。戦で火矢を放たれて落城。 

・クスノキにまつわる話。土佐藩が薬を作っ

ていた。 

・城山の南側にある石積はここでは一番古い

もの。 

・井戸を活用したいですね。 

安芸城跡大手門 ・レンコンを試しに掘り出してみ

たいとは思う。 

 

 

この日は天気が良く、風も穏やかな日和。２時間の廓中めぐりだったが、時間がゆったりと流

れるように感じたのは、見たいところを気ままに歩いたことのほかに、昔から今に伝わる武家町

の姿がかもしだす雰囲気がそう感じさせたのではとあらためて思った。 

この日に活用した「安喜土居内外細図」はパネルにして作成することにし、２月２５日の意見

交換会で提示する。 

 

 

   
大手門と枡形 藤崎神社を見る    土塁めぐり      堀から東へ流れる水路沿いも絵図を見

ながら歩くと「そうなんだ！」 
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通りの枡形の場所 お堀の水がきれい   はじめは遠い昔の絵図と思いながらも歩くにつれ、だんだん

と内容も理解しだし、四ツ辻へ着いた頃には絵図の時代と現

代とがつながった。 

 

   
 安芸城跡西側の地形を見る      城山散策       ゆっくりとときが流れる中での廓中め

ぐりのひととき 

 

今回は安芸城跡周辺から主に北側のエリア。今後も「廓中をぐるっとめぐる」ようにしていく。 

 

６ 意見交換 活動の手法と報告 

「意見交換会」 

・と き：平成２５年 ２月２５日（日）１９：００ ～ ２０：３０ 

・ところ：土居公民館 

・出席者：４名  

 

 

 

２月２４日に京都市で開催される「景観・まちづくりシンポジウム」に保存会会長が分科会（「地

域の運営を拓くコミュニティと景観のこれから」）にゲスト出席し、その報告をすることと、本活

動の成果報告の提出が２月末なので、意見交換会は平日の夜間の時間帯になるが、シンポジウム終

了後の２５日（月）に実施した。 

■景観・まちづくりシンポジウム「私たちが担う景観・まちづくりのこれから」 

 ※開催日：平成２５年２月２４日（日）１４：００～１６：３０ 

※場 所：「ひと・まち交流館 京都」（京都市下京区） 

※主 催：公益財団法人 京都市景観・まちづくりセンター 

※内 容：①基調講演「コミュニティを育む景観・まちづくりのススメ」 
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②分科会 A「地域文化を守り伝える景観の創造」 

     〃  B「空き家から考える地域の未来と景観・まちづくり」 

〃    C「地域の運営を拓くコミュニティと景観のこれから」 

 

今回の分科会は関心のあるテーマなので保存会よりも参加できるようにし、研修してきたこと

を意見交換会で報告していただくことにした。３つの分科会に参加できるよう３名枠とし、シン

ポジウム申込は先着順で締め切ること、交通機関・宿泊の確保と予算の調整などにより個々に相

談もさせていただいていた。全世帯に１名の参加を募ったが希望者いなかったため、保存会より

の一般参加は２名。保存会会長がゲスト出席する分科会以外に出席するようにした。 

 

１）景観・まちづくりシンポジウム（2月 24日開催）報告 

■ふるさと土佐土居廓中保存会がこのシンポジウム参加になった経緯 

   公益財団法人京都市景観・まちづくりセンターでは、「景観まちづくり大学」として以下のこ

とに取り組まれ、シンポジウムは情報発信の一環で取り組まれている。 

   ・地域まちづくり活動の促進（活動支援（専門家派遣や活動助成）、等） 

   ・地域と共生する土地利用の促進（京町屋や地域共生の土地利用のネットワーク、調査） 

・情報発信、相談（まちづくり相談、京町屋なんでも相談、シンポジウム、ニュースレター等） 

 

   シンポジウムでは、今まで建物に偏ってきた傾向があったようで、風景ということで「土居廓

中」はどんなところでどのような活動をされているのかセンター内で意見があり、住まいのまち

なみコンクール受賞で平成２３年度報告した内容も参考にされ、この度、参加の打診となった。 

「地域の運営を拓くコミュニティと景観のこれから」をテーマとした分科会に保存会会長がゲ

スト出席（分科会パネリスト）となる。 

武家町を維持しているのに、どのような取り組みをされているか、きっとすごいことをされて

いると期待をしているとも聞いた。 

 

■基調講演「コミュニティを育む景観・まちづくりのススメ」 

    保存会参加者が記した抜粋メモに内容をみながら、基調講演の報告。 

講演の内容が大学生の講義向けの内容を基にしたものとのことで、日頃なじみのない言葉もあ

ったが、調査したことを数値にしたり分析したことをグラフにしたり、町並みを 360度映像を記

録できる機材を車に搭載して調査をしていることやあらたに建物を建てた場合の風景を３Dを使

って計画検討していることなどは、工学の視点より景観を見た実例を知ることができた。 

    講演の内容は、理念を主にしたものと感じ印象的なことを以下に記す。 

 

・本当は美しい景観を大切にしたい思いからなのに・・・現実は規制。 

  ・町の基本的な構成要素を動かすと、町が壊れる。 

  ・コミュニティがあるから美しい景観があったこと。 

  ・景観づくりの主導はそこに持続的に住まう住まい手が担うべき。 等 
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■分科会 A「地域文化を守り伝える景観の創造」 

【京都】修徳学区 

保存会参加者より報告。分科会の中でさらに２つにテーマを分けてそれぞれに議論をされ、 

基調講演の内容をより詳しく話す（建築協定のこと）進め方であった。 

会場で話す「文化」は平安京よりの話。平清盛や藤原家が普通に出てきたり、テーマとした  

町は織田信長に認められたりした町だったとか、背景にあるものにあらためて驚いた。 

京都では「学区」という言い方があり、小学校が統合になり小学校がなくなってもその学区  

で取り組んでいる。マンション建設で景観が崩れることへの危機感とこれからは「平成の町屋」

を目指していく内容であった。印象的なこととして以下のことを記す。 

 

・いろいろなことを決めるのに多数決をしない。 

 ・根気よく話をつづけていき、そこそこ了解してもらえるようにしていること。 

 

地元では協議会を設け、そこの承認がないと進めることができないようで、試行錯誤とも聞

く。「平成の町屋」は定着している言葉と感じた。 

 

■分科会 B「空き家から考える地域の未来と景観・まちづくり」 

保存会参加者より報告。地域の中で空き家が増えている、住人が減っている、減ってくると

コミュニティが落ちてくる、防犯上のこともほころびが出てくる、といったことからテーマと

なり、今回は京都、尾道、奈良の発表があった。 

  【京都】六原学区の試み 

京都市は空き家が多い。その割合も数値で見ると政令指定都市では１２．９％に対し京都市

は１４．１％。軒数が多いだけでなく空き家のほとんどが所有者が持ったままで全体の７１％。  

不動産で流通する割合は全体の５％で、所有者が倉庫としているものは１３％。六原学区に

住みたい人も多いが、所有者も代が変わったりして、にっちもさっちもいかないこともある。

空き家を減らすことが目的ではないが、町の魅力が減るし、地域力を高めることで地元組織を

設け取り組んでいる。地域はいろいろな専門の方たちの集まり。重要な専門家は不動産業の方。 

 

民間がボランティアでしていることなので、皆が少しずつそれぞれの専門のところをやろう

としている。 

  【尾道】尾道の空き家、再生 

尾道駅２ｋｍ圏内は歴史や文化の中心地で、山と海に挟まれた坂の町。家が密集し空き家も

多い。空き家というより廃屋状態もある。個人で１軒購入し夫婦で直して活動をはじめると、

いい空き家がないか問い合わせがあり、同じような思いを持った人がいることに知り、市民団

体を設立した。空き家にいろいろなこと（環境、アート、コミュニティ、等）をかけあわせて

取り組んでいる。空き地もある。家を取り壊しても車が入らないので家の再建にならないし駐

車場にもならないので催しで空き地再生にも取り組む。 

大学と一緒になって一週間で空き家再生の合宿をし１軒直す。壁塗りや土間づくり、瓦ふき、
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等。課題も多い。再生ならできても維持管理が伴う。元旅館といった大型建物もある。資金も

ない、腰も重い。移住者が多くなった。外国人や旅人に話していきたいと思っている。 

  【奈良】奈良きたまち 

不思議なものがいろいろな所にある地区。奈良の平城で都が京都へいっても時代の積み重ね

がある。奈良は空き家対策をしており、奈良の特徴は、その実績がある地区とない地区が歴然

としている。奈良きたまちはない。 

古典的な取り組みの枠組み（住民－行政―専門家）を見る。それで機能しているところもあ

るが、どうも違うのでは思うことがある。住民は何度も訪れる人や愛着を持っている人とつな

がるのではないか。地域の環境を考えてくれる建物もある。それをどう支援するか大事。 

地域の目指す目標は、全ての人が価値観を共有することは無理なので「なんとなく好き」を

どのような力にしていくかになるだろう。 

 

・京都では町の魅力が減らないよう、地域を高めるよう取り組んでいること。 

・尾道では市民レベルで坂の町にある負の遺産と思う人もいる家の再生に取り組んでいること。 

・奈良では奈良東大寺のすぐ隣なので一般旅行者が道を間違えて入ってくる人がほとんどで、こ

の地区の人は観光に対して拒絶反応があることを聞く。またこの地区に隣接する大学の学生が

作ったマップと住民が思うこととギャップもあるようで、奈良県内の他のところのことと思っ

たが、観光化されていなことにあこがれもあり人が住まうことも聞く。 

    

帰りの時間があり、分科会 Aと Bの参加者は午後４時３０分には分科会会場を出ることにして

いた。保存会会長はゲスト出席。時間がきても退席する訳にはいかず、また内容も盛り上がって

いた中、いつ終わるか待っていた。時間を見て帰路の判断をしたり、主催者が帰路の時間や移動

手段を確認してくださったりして対応。 

 

 

■分科会 C「地域の運営を拓くコミュニティと景観のこれから」 

   保存会会長より報告。パネリストの話について参加者と討論するスタイルでおこなわれた。 

この分科会参加者は京都の人がほとんどで自治会の人が多かった。参加された自治会の方たち

は古い建物を守っていくことが主のようだった。そういった京都が主だったこともあってか、土

居廓中は京都の風景と違い、もの珍しさの感があったように思った。 

   話で出るのは自治会のかかえる悩み。次の役職に誰もつきたがらないこと。一年で替わるとこ

ろ、同じ人が数年続けるところとあり、町なみが違っても悩みは共通することを感じた。保存会

でも同様のことと思う。保存会のような自治会をこれから作っていきたいと話す方もおられた。 

町屋のようで、やりたいと思う気持ちと反対も受けることの悩みをかかえておられていた。 

   会場より質問があったことより簡易に以下に記す。 

 

   ・そのような町なみを残していこうという人がいたのですか 

     ⇒前々からここにあるものを守っていこうということです。 

   ・生け垣の手入れを皆でいっせいにすることですか。 
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     ⇒個々でしています。 

   ・個々の方たちが手入れをされ残していくその動機づけは何ですか。 

     ⇒廓中の町なみを守っていくことは住民自体、自然とこれまでやってきたことです。 

・あたらしく住まう方もそうされますか。 

⇒そのようにされています。 

   ・そういったことができる地区、武家町ということでしょうか、すごいことです。 

 

話のまとめとして、個々のことであり個人のものですが、生け垣の手入れなど、地区全体でやっ

ていきたい思いを話した。 

 

  
基調講演の様子               分科会の様子（写真は B（基調講演と同じ場所）） 

 

 

２）意見交換 

■平成２４年度の振り返り 

    本年度に実施してきたことの報告資料をスクリーンに提示しながら報告。本年度作成したパネ

ルをあらためて展示し、今後の活用をあわせて話した。 

※現地講習・まちなみチェック 

      ①生け垣（竹２段）手入れ方法        （平成２４年９月 １日 実施） 

      ②９月に実施した場所のその後と竹の活用の取組（平成２５年１月２０日 実施） 

      ③廓中ぐるっとめぐりウォーキング      （平成２５年２月 ９日 実施） 

    ※昔から今に伝わる土居廓中の風景 パネル展示会 （平成２５年１月２６日 開催） 

    ※保存会の活動を話す場 

    ・安芸市観光大学 ・土居敬老会 ・横浜国立大学学生の聞き取り ・シンポジウム分科会 

 

    廓中ぐるっとめぐりは、行き先や順路も決めず、廓中に住まう方が行きたい所へ行ってみるス

タイルで、案内役が一方的に解説することでない、それぞれが思うことや記憶にあることを話し

ながら歩いた。来年度もまたしようと意見をいただいている。 

パネル展示は、常にどこかで展示というより期間を定めて、廓中の意向を反映できる場所を考

えてその管理者と相談し、展示していく方向が良いのではないかとなった。また地域の催し（例

えば、白蓮まつり）のときは展示するようにしてはと意見も出た。 
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  意見交換会（写真は準備のとき） 

 

   ■平成２５年度への展開 

項 目 活 動 時期、内容など 

現地講習関連 生け垣の手入れと 

七夕で交流会 

去年の意見交換会であった意見をしてみてはいか

が。７月７日（平成２５年は日曜日）に手入れの活

動をし、夜は七夕で地域の皆さんと交流会。 

廓中ぐるっとめぐり 歩くのに良い季節にまたおこなうようにしよう。２

回ぐらいはできたら良いのではないか。 

３年間の成果ま

とめ関連 

廓中について皆で 

共有できるもの 

（案：冊子づくり） 

後世に伝えることや今後の活動に生かせるよう、見

たり聞いたりしてきたことをまとめて、各世帯に届

けよう。また廓中を現在、離れていられる方たちに

お届けできることにもしたい。 

パネル作成、展示 追加したらよい写真がある場合も考えておいたら

どうだろう。展示会も企画していこう。 

   

【反省点】人数は多くはなかったが出席者は

時間を過ぎてもいろいろと話し合

った。意見交換会は２月下旬の夜

の時間帯に実施。寒い時期に活動

することが集中しないように、年

間計画を早めに決めて案内するよ

うにしたい。 

  

 

④調査検討経費の使途 

科 目 項 目 

事務用品費 コピー用紙（A3、A4） 

収納バッグ 

印字ｶｰﾄﾘｯｼﾞ、A3 ﾌｧｲﾙ、ｺﾙｸﾎﾞｰﾄﾞ 

トナー代 

収納ケース 

ｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ 

簡易ﾌｧｲﾙ、綴じﾌｧｲﾙ 
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フラッシュメモリ 

コピー用紙（A4） 

ﾒﾓﾘｹｰｽ、ｸﾘｱﾎﾟｹｯﾄ 

CD-R、ｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ、印字ｶｰﾄﾘｯｼﾞ 

事務用品 

活動費 ちり袋 

資料コピー代 

脚立（１．８ｍ） 

園芸用電気粉砕機 

脚立（２．０ｍ） 

ちり袋 

パネル展示会案内チラシ印刷費 

パネル作成費（７組） 

資料コピー代 

パネル作成費（１組） 

活動費（救急用具） 

活動費（報告作成等の経費） 

 

通信運搬費 ﾗﾍﾞﾙｼｰﾄ 

封筒（A4三つ折り） 

郵便代（80円 1通） 

封筒（A4） 

傷害保険費 9/１現地講習保険代 

1/20現地講習保険代 

2/9現地活動保険代 

1/20現地講習保険代 

報償費 9/1現地講習謝金 

2/9現地活動謝金（撮影、編集） 

 

委託費 パネル原稿作成委託費 

活動計画作成委託費 

 

研修費 阪神往復フリー切符 

阪神往復に伴う鉄道運賃 

高知大阪 1泊往復フライト 

大阪京都往復に伴う鉄道運賃 

駅と会場往復乗車料金 

大阪京都 1泊の伴う駐車料金 
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旅費謝金費 総会旅費（高知東京 1泊往復ﾌﾗｲﾄ） 

謝金 

 

   

⑤平成２４年度成果と次年度への展開（成果と残された課題） 

   本年度の方針として位置づけていた「住まいに関すること」「町並みを構成するもの」の把握と

町並みについて「共有できるもの」は、風景写真のパネル作成とその展示を通して、その一歩を示

すことができたと考える。 

   展示会とあわせて住まいに関することの話をうかがいたく場を設け、このことは成果に結びつく

具体的なところまではいかなかったが、展示会を今後も継続し、語り合う場を設け、風景の変遷や

維持管理に直接関連しなくてもいろいろなことを教えていただきたい。 

   「安芸城跡を中心にした地区全体を視野に入れ」「継続したら良いこと」については、廓中をぐ

るっとめぐり、住まう方たちならではの思いで気ままに歩く活動を新たに取り入れたことで、その

意図は示すことができたと考える。このことも今後も継続し、足元に刻まれている風景の記憶を知

り、今後に生かしていきたい。 

   「実践の場を多く持ち」は、必ずしも多く持つことにはならなかったと判断するが、昔の風景写

真にも写っている２段式の生け垣がある場所で、どうしてそのような形なのかやその刈り方を知る

ことができ、また同じ場所で時期を変えてすることにより、伸び具合なども共有できることにもな

った。粉砕機を新たに使ったことで、性能の範囲内になるが、日頃の生け垣維持管理で発生する刈

った竹や木の枝の新たな活用に結び付けたい。 

 

   生け垣の取り組みをしているが、生け垣のない方もおられると思うので、地区全体の共通するこ

とで生け垣の維持管理にもつながることをしていく必要もあるかと思い、それは残された課題であ

ろう。 

野外活動では「蜂に注意」の話をするが、日常の暮らしでも、生け垣の手入れでも、大人も子ど

も注意するのは同じことである。身近にどのような蜂がいてその特性や対策などを知り、遭遇した

時の対応を学ぶ機会があると、地区全体に共通する要素にもなり、きっかけになるのではと思うと

ころである。 

   地域の学校への協力や呼びかけができたらと考えていたが、本会より呼びかけは具体的なことに

はならなかった。受賞を契機にこの２年間で取り組んできたことを基に企画を練り、学校側に提示

できる内容を整理して、学校側の意向をうかがい、可能なら実践内容を調整していくことに取り組

んでいきたい。 

 

２ 「武家町」としての思いと目指すもの（近い将来、取り組む課題） 

   受賞時の期待されていることに、この国の歴史地区には共通する悩みがつきまとうことが述べら

れている。 

「高齢化による維持管理が困難になりつつある」ことへは、この２年間の活動で、将来の支えあ

う地域づくりの基礎となるよう思いもある。 
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私たちは先人や諸先輩方が時代を超えて受け継ぎ守ってこられた武家町をいつまでも守ってい

き後世に伝えたいと願い、今まで自然とおこなってきた。 

今後も心穏やかに日々の暮らしの中で、奇をてらうことなく地道に取り組む次第である。 

    

■終りに 

 廓中ぐるっとめぐりウォーキングで、安芸城跡のお堀でハスの話をしていたとき、試しにレンコン

を掘ってみてはの話もあった。レンコンは丸いレンコンと長いレンコンがあり、産地によって好まれ

るレンコンの品種が異なっていると聞く。また浅い根のレンコン、深い根のレンコンがあるようで、

試しに掘ってみることが可能なら、お堀の環境条件を把握し、どういった方法が良いかを検討する必

要があろう。そしてどんな形のレンコンが出てくるかで、安芸城跡のお堀にある白蓮の種類がわかる

までいかなくても、特徴がわかるかもしれない。 

徳島県鳴門市はレンコンの産地。徳島県の農業支援センターにレンコン担当の職員がおられると聞

く。城跡のお堀とレンコン田んぼは条件も目的も違うが、ハスの維持管理に何かヒントになることが

あるかもしれないと思ったことだった。 

また全国には安芸城跡のように「城跡・お堀・白い花が咲くハス」の３つがそろうところがあると

聞いたこともある。 

安芸城跡のお堀の白蓮を今後も受け継ぐことに生かしていくよう、そういったところもたずねて取

り組みの状況があればうかがってみたいものである。 
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