




人と自然 人と人がつながる 

ガーデンミュージアムをめざして 

私たちは今、どこにもない、草津市にしかない、そして世界に発信したい、魅力一杯のまちづ

くりの舞台開きを前にしています。 

その舞台装置である草津川跡地は、営々とこの地に先人たちが培ってきた彩り豊かな歴史の土

台、そこに自然が力を貸して、形づくられています。今に生きる者は、そんなステージをわがま

ちの価値をしっかりと高める場として活用し、引き継いでいくという使命をもっています。そし

て未来に生きる次世代が、永々とこのまちに誇りをもって暮し、豊かさへのチャンスを広げてい

けるための確かなシナリオを残したいものです。 

そんな使命を果たすには、草津川が私たちに教えてくれたもの・・・人と自然の力が相まみえ

ることで歴史をつくり、創造できる都市環境・・・という点に着眼し、「歴史をつくる、人と自然

の合作」を基本の理念にすえることが、出発点になってよいと考えます。 

さらに、草津市ならではの、またより普遍性をもつ価値を創り出すには、未来をみつめる現代

人として最大限の知恵と力の発揮が求められるでしょう。そんな構えを大切に、長い時間をかけ

て英知を集めました。そこで一つの明るいビジョンが見えてきたのです。 

まちと田園、そして琵琶湖を結ぶかけがえのない宝の空間を、自然と人が、時と共に生き、安

全・安心の場ともなる、成長する空間＝ガーデンとして見つめることにしました。 

そこは、きっと「時の流れを見つめる場を提供し、心身が癒され、生きる力が得られる場」に

できるはずだ、と目標を定めたいのです。 

人と自然、人と人がつながる「ガーデンミュージアム」がその未来像です。 

このビジョンは、ある日突然完成品としてでき上がるのではなく、明日からでも、一歩一歩、

みんながその目標にむかって、共に行動する道のりの延長線上にあると考えます。 

その道を共に歩むことが、わがまちに希望を広げていくことでもあるはずです。 

ここに提案する未来像と合わせて、そんな楽しみを共にすることを呼びかけます。 

 

 

 



 



草津川跡地利用基本計画の全体構成のあらまし

琵琶湖と市街地を結ぶ緑軸

計画の理念「歴史をつくる、人と自然の合作」

空間目標「時の流れを見つめる場を提供し、心身が癒され　生きる力が得られる場」

空間像 人と自然 人と人がつながる ガーデンミュージアムをめざして

ガーデンミュージアムの実現を支えるトータルデザイン

ガーデンミュージアムの考え方、各区間整備の考え方

第7章　今後の取り組み

「どこにもない　魅力まちづくりの舞台開き」
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●郷土の歴史資源

●地域の骨格スペース

歴史・文化・資源を活かし
未来に継承

新しいまちづくりによる
都市の特徴づくり

市街地の活性化をはじめとした
都市再生

草津市の都市価値を高め、未来に新しいチャンスを広げる

●都市機能の連携・集約

●コミュニティの醸成

■歴史性の継承
■自然との共生
■人間性の尊重

■「自然風を基調とする」
   植栽計画
■「集客と自立運営へ」
   にぎわい空間計画
■「歴史と景観を演出する」
   シンボ ル空間計画
■「安全と快適を追求する」
   動線計画
■「災害に備え、循環型を目指す」
　 防災・都市環境計画

■事業の仕組み
・安定的・発展的な事業運営
・草津川跡地のエリアマネジメントの仕組み
・（仮称）エリアマネジメント会議の役割
・エリアマネジメントによる波及効果
・草津川跡地に望まれる「まちづくり会社」の役割

■事業化計画
・概算事業費と維持管理費
・整備優先度の考え方

■「農と人の共生」   を目指す区間②

■「森と人の交流」   を目指す区間③

■「環境と人の共生」を目指す区間④

■「人と人の交流」   を目指す区間⑤

■「時と人の出会い」を目指す区間⑥

■公共空間づくりへの市民  
　 参加
■市民が主役となる行動
　 計画
■市民と行政の協働による
　 仕組み

■日常の行動が活かせる
　 防災コミュニティづくり
■周辺地域防災施設との
　 ネットワーク化
■自然力を活かす都市
　 活力・都市環境づくり

空間特性から考える
景観デザイン

利用する人の立場から考える
コミュニティデザイン

未来を見すえて考える
防災・都市環境デザイン
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