
1 

 

史跡芦浦観音寺跡保存活用計画（案）【概要版】     平成 31年 3月策定 

１．保存活用計画策定の経緯と目的 

 （１）計画策定の経緯 

観音寺は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけて、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康等が進

めた天下統一に深く関与した天台寺院であり、境内には当時の様子を偲ぶ堀や土塁等の遺構が

現在も良好な状態で保存されている。昭和 59 年度には、堀を含む境内全体が「芦浦観音寺館

跡」として、滋賀県指定史跡に指定された。その後、本寺に残る「芦浦観音寺境内絵図」や各

種調査の結果、現在の観音寺境内の西側にも堀に囲まれた旧境内地が所在することが判明し、

かつての観音寺が広大な面積と寺観を有していたことが明らかとなった。観音寺ならびに旧境

内地を含む周辺地は、豊臣・徳川両氏の天下統一との関わり、琵琶湖湖上交通全体を監理する

船奉行としての活動を示し、我が国の中世から近世の歴史を考える上で重要であることから、

平成 16年(2004)9月 30日付けで国指定史跡に指定された。 

平成 17年(2005)6月 17日付けで管理団体の指定を受けた草津市では、平成 30年度より史跡

の適正な保存活用等を図り次世代へ継承するため、「史跡芦浦観音寺跡保存活用計画」策定する

に至った。 

（２）計画策定の目的 

本計画は、史跡芦浦観音寺跡の管理団体である草津市が、史跡の適正な保存・活用等を図り、

次世代へと確実に継承することを目的として策定するものである。本計画は、史跡芦浦観音寺

跡の本質的価値と構成要素を明確化し、それらを保存活用するための基本方針、方法、現状変

更等の取扱い基準等を示したものであり、行政上の指針として位置づけられるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．史跡の本質的価値 

 （１）史跡の地区区分 

保存活用計画の策定にあたっては、多くの所有者なら

びに多様な土地の利用形態、史跡の歴史的な内容および

全体構成を考慮した地区割りを行い、本史跡を境内地

区・西地区・北地区の 3地区に分けて捉える。 

 

 

 

 

［図 1］観音寺境内絵図(部分) 

史跡指定地 

［図 3］地区割り図 

［図 2］史跡指定範囲図 

【審３－３】 
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（２）史跡の本質的価値 

〇本質的価値を構成する諸要素 

   Ⅰ種：安土桃山時代から江戸時代にかけて、豊臣・徳川の近江国支配に深く関わりを持ち、特に

湖上交通を管掌する船奉行を務めたことを表す重要な要素 

  Ⅱ種：古代から現代に至るまで寺の歴史的景観を形成する上で重要な要素 

〇本質的価値を構成する要素以外の要素 

①史跡の保存管理・活用に必要な要素 

本史跡の本質的価値からは外れるが、史跡の適切な保存管理・活用を進めていく上で必要な

要素 

②所有者等の生活に資する要素 

本史跡の本質的価値からは外れ、史跡の保存管理や活用を進めていく上で、所有者や地域の

生活や防災など、地域との関わりの中で必要となる要素 

（３）史跡の構成要素 

［表 1］構成要素の分類 

地区名 分類 種別 主な構成要素 

境
内
地
区 

本質的価値
を構成する
要素 

Ⅰ種 

建造物 
観音寺阿弥陀堂(重要文化財)・観音寺書院(重要文化財)・表門(長屋門)・
倉・土蔵・納豆倉・裏門・聖天堂 

構造物 
堀・土塁・石垣(堀および境内)・石橋(入口・裏)・参道・井戸・稲荷神社(基
壇、祠含)・Ⅰ種に関わる高塀・高塀門 

遺構 
阿弥陀堂旧地遺構(雨落溝・礎石)・高塀遺構(基礎石)・中門遺構・堀跡・遣
水遺構・雪隠跡(納豆倉前および書院前)・聖天堂旧地遺構等地下遺構(礎
石)・境内絵図に描かれ存在していた建物遺構・三王鎮守跡 

Ⅱ種 

建造物 本堂および庫裏(政所) 

構造物 
観音寺歴代住職墓地・Ⅱ種に関わる高塀・境内通路踏石・庭園の立石等・石
祠・五輪塔や手水鉢等の石造物 

遺構 Ⅱ種の本質的価値に関わる地下遺構 

植栽 庭園の樹木および竹藪 

本質的価値
以外の要素 

史跡の管理・活用に必要
な要素 

建造物 トイレ 

構造物 
堀の仮設護岸・堀の安全柵・防災、防犯設備 
文化財説明板・その他説明板(環境課設置) 

遺構 本質的価値に関わらない地下遺構 

植栽 庭園および竹藪内の雑木 

所有者等の生活に資する
要素 

構造物 
芳名板・下水道ポンプ施設・電柱・水道 
マンホール・カーブミラー 

 
 
 

西
地
区 

本質的価値を構成する要素 遺構 本質的価値に関わる地下遺構 

本質的価値
以外の要素 

史跡の管理・活用に必要
な要素 

遺構 本質的価値に関わらない地下遺構 

所有者等の生活に資する
要素 

建造物 農業用倉庫・ポンプ室・電柱 

構造物 カーブミラー 

 
 
 

北
地
区 

本質的価値を構成する要素 遺構 堺川と堀をつなぐ水路遺構・本質的価値に関わる地下遺構 

本質的価値
以外の要素 

史跡の管理・活用に必要
な要素 

構造物 樋門・流出水路(コンクリート橋、仮設護岸、安全柵含)・里道 

遺構 本質的価値に関わらない地下遺構 

所有者等の生活等に資す
る要素 

構造物 野小屋・電柱 

植栽 竹林 

史跡の周辺環境を構成する要素 

建造物 

東側は農家住宅、農作業小屋などの低層建物が広がる。 
西側は農家住宅、農作業小屋などの低層建物が広がる。 
南側は安国寺の堂宇が所在する。 
北側は、土木業者のプレハブ作業場や住宅地が広がる。 

構造物 
東側に市道芦浦 17 号線が所在する。 
西側に市道芦浦 18 号線が所在する。 
南側に市道芦浦中央線が所在する。 

遺跡 

東側には上東遺跡が所在する。 
西側に芦浦遺跡が所在する。 
南側に安国寺跡が所在する。 
北側に欲賀西遺跡(守山市)が所在する。 

植栽 
東側には住宅の庭樹等が所在する。 
西側には住宅の庭樹等が所在する。 
南側に安国寺境内の樹林が所在する。 

史跡と関係する要素 

建造物 志那神社本殿等の文化財建造物等 
構造物 志那閘門跡、文化財説明板 

遺跡 花摘寺跡などの古代寺院跡 

植栽 志那三郷のフジなどの地域を代表する名木 

その他 

草津のサンヤレ踊りなどの民俗芸能 
重文木造薬師如来立像(宝光寺)などの仏像や神像および地域の寺社 
県立琵琶湖博物館・市立水生植物公園みずの森等の学習研究拠点施設 
地域活動の拠点施設であるまちづくりセンター 
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３．大綱・基本方針 

（１）大綱 

1．本史跡の本質的価値を保全し、未来へ継承していく。 

2．本史跡の本質的価値を多くの人々に知ってもらえるよう取り組む。 

3．本史跡を市民と共に保存・活用していく。 

 

（２）史跡芦浦観音寺跡の望ましい将来像 

①本市を代表する歴史的重要な史跡 

   本史跡は湖上交通の掌握に関わる重要な遺跡である。主要街道が合流・分岐する本市に設

けられた草津宿本陣、湖上交通の掌握の機能をもった観音寺。この両方が残ることは陸上・

湖上交通が交差する重要地として本市が機能してきたことを表す重要な史跡である。この本

史跡が持つ固有の歴史的価値を保全し、正しく後世に伝える取組を目指す。 

②市民より愛される史跡 

本史跡内に残る建造物や構造物はもとより、寺には、これまで辿ってきた歴史を物語る多

くの仏像や古文書、絵画などの文化財が伝わってきている。これらの文化財を適切に保存・

継承し、市民等に普及啓発することで人々より愛される史跡を目指す。 

③学びと安らぎの拠点 

本史跡を形作る要素の一つである船奉行に象徴される水環境や史跡が所在する常盤地区

の緑あふれる環境を活かし、本史跡が水と緑あふれる学習拠点・憩いの場として広く市民か

ら活用されるよう目指す。 

 

（３）史跡芦浦観音寺跡の基本方針 

①保存管理について 

史跡の本質的価値を次世代へと継承できるよう、本市の歴史的シンボルとして、史跡を構

成する諸要素を適切に保存管理する。 

 ・本史跡の実態解明に資する調査研究を継続的に進める。 

 ・史跡の価値を損傷することのないよう保存管理を適正に行う。 

②活用について 

市民等が史跡の歴史的価値を十分理解し、親しみ易い史跡を目指し、適切な活用を図る。 

・本史跡の歴史的、文化財的な価値を市民等に分かりやすく発信する。 

・史跡の歴史的価値の保存を図りながら。水と緑あふれる学習拠点や憩いの場としての活 

用を図る。 

③整備について 

史跡の本質的価値を次世代へ継承できるよう史跡を構成する諸要素を適切に整備する。 

・保存管理および活用を確実に推進していくための整備を計画的に実施する。 

④運営体制について 

史跡の保存管理・整備・活用が適切に進められるよう、市民等を交えた運営体制の検討に

努める。 

・日常の維持管理、公開、保存管理、活用、整備、調査研究等を着実に推進するための運 

営体制の整備を行う。 

・市民等との協働により保存活用に務める。 
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４．保存管理の方向性 

史跡を適正に保存管理していくためには保存活用計画を策

定し、現状変更取り扱い基準に基づく対応を図るとともに、指

定地内の施設等の管理を適切に行う。西・北地区については良

好な現状を維持していることから農地として現状の土地利用

を継続する。調査等を継続的に行い寺の歴史を解明していく。 

 

５．活用の方向性 

史跡芦浦観音寺跡の活用は船奉行として天下統一の一翼を

担った観音寺の歴史や文化について、来観者が学ぶことができ

るよう公開期間の拡大や、学校教育、生涯学習に対応できる活

用の検討を行う。また、西地区・北地区においては現状保存を

原則とし、現状の景観を活かした活用を行い、将来的に遺構等

の復元整備を含め活用について検討を行う。 

また、日本遺産や周辺の歴史的資産等、関連する他都市と連

携した取組により、幅広く事業の展開を図り、本史跡の理解を

深め、親しみをもつことができるよう、本史跡に関連した普及

啓発事業等の開催を行う。 

 

６．整備の方向性 

史跡の本来の構造や機能が十分に理解できるような適正な 

保存管理を進め、史跡内の構成要素の整備を進めていく必要が

ある。現在の寺の姿を維持しながら、活用に必要な要素につい

て所有者と協議調整を図りながら整備を行う。現状の景観を

重視し、現状は大きく変えず、寺の歴史を理解することがで

きる整備を行う。 

 

７．運営・体制の整備 

今後、適性且つ円滑に保存管理ならびに整備活用を図っていくためには、管理団体である草津市

が主体となって史跡の保存管理等に取り組むこと、そして適切な管理・運営方式の下で取り組む。 

 

 

 

 

地区名 分類 種別 主な構成要素 

境
内
地
区 

本質的価値を
構成する要素 

Ⅰ種 

建造物 
観音寺阿弥陀堂(重要文化財)・観音寺書院(重要文化財)・表門(長屋門)・倉・土
蔵・納豆倉・裏門・聖天堂 

構造物 
堀・土塁・石垣(堀および境内)・石橋(入口・裏)・参道・井戸・稲荷神社(基壇、祠
含)・Ⅰ種に関わる高塀・高塀門 

遺構 
阿弥陀堂旧地遺構(雨落溝・礎石)・高塀遺構(基礎石)・中門遺構・堀跡・遣水遺
構・雪隠跡(納豆倉前および書院前)・聖天堂旧地遺構等地下遺構(礎石)・境内絵図
に描かれ存在していた建物遺構・三王鎮守跡 

Ⅱ種 

建造物 本堂および庫裏(政所) 

構造物 
観音寺歴代住職墓地・Ⅱ種に関わる高塀・境内通路踏石・庭園の立石等・石祠・五
輪塔や手水鉢等の石造物 

遺構 Ⅱ種の本質的価値に関わる地下遺構 

植栽 庭園の樹木および竹藪 

本質的価値以 建造物 トイレ 

[図４] 管理・運営体制組織図 

[写真 1]境内地区(阿弥陀堂周辺)現況 

[写真 2]西地区現況(指定地を南西より

望む) 

[写真 3]北地区現況(指定地を北西より

望む) 
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外の要素 

史跡の管理・活用に必要な
要素 

構造物 
堀の仮設護岸・堀の安全柵・防災、防犯設備 
文化財説明板・その他説明板(環境課設置) 

遺構 本質的価値に関わらない地下遺構 

植栽 庭園および竹藪内の雑木 

所有者等の生活に資する要
素 

構造物 
芳名板・下水道ポンプ施設・電柱・水道 
マンホール・カーブミラー 

西
地
区 

本質的価値を構成する要素 遺構 本質的価値に関わる地下遺構 

本質的価値以
外の要素 

史跡の管理・活用に必要な
要素 

遺構 本質的価値に関わらない地下遺構 

所有者等の生活に資する要
素 

建造物 農業用倉庫・ポンプ室・電柱 

構造物 カーブミラー 

北
地
区 

本質的価値を構成する要素 遺構 堺川と堀をつなぐ水路遺構・本質的価値に関わる地下遺構 

本質的価値以
外の要素 

史跡の管理・活用に必要な
要素 

構造物 樋門・流出水路(コンクリート橋、仮設護岸、安全柵含)・里道 

遺構 本質的価値に関わらない地下遺構 

所有者等の生活等に資する
要素 

構造物 野小屋・電柱 

植栽 竹林 

史跡の周辺環境を構成する要素 

建造物 

東側は農家住宅、農作業小屋などの低層建物が広がる。 
西側は農家住宅、農作業小屋などの低層建物が広がる。 
南側は安国寺の堂宇が所在する。 
北側は、土木業者のプレハブ作業場や住宅地が広がる。 

構造物 
東側に市道芦浦 17 号線が所在する。 
西側に市道芦浦 18 号線が所在する。 
南側に市道芦浦中央線が所在する。 

遺跡 

東側には上東遺跡が所在する。 
西側に芦浦遺跡が所在する。 
南側に安国寺跡が所在する。 
北側に欲賀西遺跡(守山市)が所在する。 

植栽 
東側には住宅の庭樹等が所在する。 
西側には住宅の庭樹等が所在する。 
南側に安国寺境内の樹林が所在する。 

史跡と関係する要素 

建造物 志那神社本殿等の文化財建造物等 
構造物 志那閘門跡、文化財説明板 

遺跡 花摘寺跡などの古代寺院跡 

植栽 志那三郷のフジなどの地域を代表する名木 

その他 

草津のサンヤレ踊りなどの民俗芸能 
重文木造薬師如来立像(宝光寺)などの仏像や神像および地域の寺社 
県立琵琶湖博物館・市立水生植物公園みずの森等の学習研究拠点施設 
地域活動の拠点施設であるまちづくりセンター 


