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1 はじめに 

 

知立市は鎌倉街道や東海道が通る交通の要衝として発展し、この地に東海道五十三次の宿「池(ち)

鯉(りゅ)鮒(う)宿」がおかれると、街道沿いは旅籠屋や商売屋等が連なり大変にぎわった。宿の町並

みは街道に沿って形成され、「うなぎの寝床」と呼ばれる縦に長い特徴的な地割が現在も残されてい

る。また、東海道の名社「知立神社」は国指定重要文化財「多宝塔」を有し、神社の祭礼において奉

納上演される「知立の山車文楽とからくり」はユネスコ無形文化遺産に登録され、市民の文化的誇り

となっている。 

しかし、宿の趣を残す歴史的景観は時代の流れとともに失われつつあり、併せて空き家店舗が増え

るなど地域の活気も失われている。そこで、知立市は平成 29年度に「歴史文化基本構想」を策定し、

市内に現存する文化財等の歴史的価値認識とその保存活用にむけた方針づくりを行った。構想では、

知立神社地区、池鯉鮒宿跡地区、歌枕八橋かきつばた地区、知立松並木地区の４つの地区を重点地区

として位置づけ、歴史文化遺産の保存を前提としたうえで、地区の特徴を活かした観光等の活用を考

慮すべきとしている。中でも、池鯉鮒宿跡地区と知立神社地区は市の玄関口である知立駅と隣接して

おり、特に地域創生や観光面で歴史文化を活用した都市の魅力向上が期待されている。 

本報告書は、池鯉鮒宿の景観や文化の歴史的価値を市民ワークショップによって共有し、その際に

出された意見を踏まえ、宿の歴史文化保存活用にあたっての考え方をとりまとめたものである。すぐ

には実施できないことも含まれているが、宿の魅力や文化的価値を市民とともに共有し、その価値を

高めながら、歴史文化の保存活用を推進していきたいと考える。また、市職員間にも歴史文化の保存

活用に関する意識づけを行い、今後の市政の展開にもこの考え方を活かしていきたい。 

 

 

第 6次知立市総合計画 
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2 池鯉鮒宿の歴史文化の魅力 

 

（1）池鯉鮒宿とは 

徳川家康が 1601（慶長 6）年に東海道の伝馬制度を整備した際、宿に指定された。なお、池鯉鮒が

宿の指定を受けるについては、関ヶ原合戦後、家康の命によって東海道を巡視した彦坂小刑部・大久

保十兵衛等が、以下のような事情を考慮したのではないかと思われる。 

・地形上、鎌倉街道よりも池鯉鮒を通る道の方が平坦地に恵まれ、距離も多少短縮される。 

・池鯉鮒通過の道は、鳴海から岡崎に至る通路として利用者が増えていた。 

・近傍 20余村の氏子が信仰する格式の高い知立神社の鎮座していること。 

知立神社への参道口辺りの西見付から慈眼寺付近の東見付までの 12 町 35 間（1,373ｍ）が江戸時

代の宿の範囲で、1785（天明 5）年の人口は 1,704 人、家屋数は 251 軒の規模で、本陣と脇本陣、28

軒の旅籠屋、16軒の茶店などで構成されていた。東海道の宿場の平均が、町並み約 18町、人口約 4,000

人であり、池鯉鮒宿は比較的小規模な宿場町であったといえる。 

池鯉鮒宿の一風景に代表されるのは馬市である。歌川広重の「東海道五十三次」（保永堂版）をはじ

めとして、同宿を描く浮世絵に多く登場する。馬市の始まりについては明らかではないが、1660（万

治 3）年頃成立の「東海道名所記」に記されているため、十七世紀後半にはさかのぼることができる。

開催時期については、江戸時代中頃は毎年 4月 3日の知立神社祭礼の後 4月 5日頃より 5月 5日まで

の 30日間であったが、年代を経るとともに次第に開催日が遅くなり、期間が短くなる。また、木綿市

も有名で、「東海道名所図会」には、宿の名産として江戸では「池付白」という銘柄で、大変評判がよ

かったことが記されている。 

 

東海道五十三次 池鯉鮒 首夏馬市  
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■池鯉鮒宿周辺の歴史文化遺産 

知立古城跡（御殿跡）       （市指定） 知立松並木           （市指定） 

   

馬市の跡（慈眼寺）         （市指定） 本陣跡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問屋場跡 知立神社 多宝塔        （国指定） 

 
 

 

 

知立神社社家永見氏の居城で、後の桶狭間合戦

で織田軍により落城。その後、刈谷城主水野忠

重が御屋形を建て、将軍の上洛などで休憩所と

された。元禄から宝永年中の地震により倒壊。 

宿の東側の並木で、かつては並木八丁と呼ばれ、 

現在はその一部約 500mの間に松並木が残る。 

この付近で江戸時代から明治時代まで馬市が開 

かれていたことが知られている。 

松並木付近で開かれていた馬市が明治に慈眼寺

境内に移り、昭和の初期までは馬や牛、鯖等も

売られ賑わったが、戦時中に中止された。 

池鯉鮒宿の本陣職を務めた永田家の宿帳（県指

定文化財）が残る。現在は本陣敷地跡南側に石

碑が建てられている。 

問屋場は江戸時代前半まで本町にあり、後に中

町へ移った。昭和 46年（1971）に取り壊され、

現在はその跡に石碑が建てられている。 

1509（永正 6）年再建。明治の廃仏毀釈の折には、

本尊と仏壇を撤去し、神社の文庫に改めること

によって破却の難を逃れた貴重な建造物。 
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知立神社 本殿他         （国登録） 知立神社 茶室         （国登録） 

 
文献の初見は 851(仁寿元)年。本殿、幣殿、拝殿、

祭文殿及び廻廊、摂社親母神社が登録有形文化財

に登録されている。 

明治期に建てられたものを 1968（昭和 43）年に現

在地に移築。土檀の上に建てられ、北側と西側に

縁側を配置し、庭を眺めることができる。 

知立神社 養正館 芭蕉の句碑 

1885（明治 18）年に明治用水土功会事務所として

建てられ、その後学校として利用されたものを移

築し、集会などに利用。 

池鯉鮒の蕉
門、井村祖風
などが芭蕉
100年忌を祈
念し建立。 

「不断立た

つ池鯉鮒の

宿の木綿

市」 

総持寺跡の大銀杏 山車蔵 

惣持寺は近

世初頭に再

建された神

宮寺で明治

の廃仏毀釈

で廃寺とな

り、境内に

あったこの

銀杏のみが

残された。

樹齢約 250

年。 

毎年 5月 2、3日に開催される知立まつりの山車

蔵。5 棟あり、うち本町の山車蔵は旧東海道沿い

にある。 
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池鯉鮒街道絵図 

 

 
文化遺産位置図 
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（2）池鯉鮒宿の魅力 

市民ワークショップでは、知立市の歴史文化の魅力として、池鯉鮒宿周辺で魅力を感じる場所や名

物、食、人物、エピソードなど池鯉鮒宿周辺に関わる情報を出し合った。以下に整理するように、知

立神社や東海道沿いに残る歴史的な建造物、史跡や食・店舗などがあげられた。 

○ワークショップでだされた魅力を感じる場所 

知立神社 歴史／建造物／多宝塔／由緒があり格式の高い神社/知立まつり 

建造物 都築屋菓子舗／岐阜屋／山城屋～八百勘あたりの町並み／山車蔵（本町・西町） 

史跡 古城跡／本陣跡／馬市／芭蕉の句碑 

松並木 江戸時代の名残／一年中青々としている／写真映えがする景観 

食・店 小松屋あんまき／藤田屋大あんまき／都築屋まんじゅう／恵比寿屋陶器店 

39カフェと公園 

恵比寿屋陶器店については、市民ワークショップで見学させていただくとともに、お話も伺い、以

下のような感想がだされた。 

・趣のある店構えでよかった。 

・古い家の雰囲気を活かすライティングがすてき。 

・歴史ある建物も照明等の工夫で今風のインスタ映えするようなスポットにできると感じました。 

・たくさんごちゃっと品物が置かれている感じがとても好き。 

・雰囲気がとても良く、店主さんのお話や陶器店になる際のお話も聞けてよかった。 

この店のある敷地は、江戸時代は御殿があったところで、明治以降に陶磁器販売の商売をはじめた。

建物はその時に建てられたもので築 100年。現在は 3代目。6、7年前までは、店先に陶器があふれて

いたが、娘さんによりレイアウトを一新。気軽に立ち寄ることのできる雰囲気としたことから、街道

歩きの人も多く立ち寄る店となっている。 

 

（3）旧東海道沿いに残る貴重な町家 

旧東海道沿いについては、建物の建て替えが進んでおり、宿場町の雰囲気が感じられなくなってい

る。そのような中で、旧東海道沿いに江戸時代末期の建物が残されているのが「荒川邸」である。塗

籠漆喰、虫籠窓、下見板張り、木格子が残る 2 階建の建物で、2 階は軒が低く、座敷の奥側から梯子

で上がる形式である。通り庭があり、奥には大戸（跳ね上げ式）が残っている。表にも大戸があった

が、その大戸は資料館に保存されている。 

市民ワークショップで見学させていただくとともに、お話も伺い、以下のような感想がだされた。 

・商家の雰囲気がよく分かるよい邸だと思った。 

・宿場町の趣を感じられる構造を見れてよかった。 

・半田や犬山にありそうな家で魅力を感じた。 

・外観だけでは分からない。内観の良さを知ることができてよかった。 

・歴史を感じられる建物で、無くなってしまうのは。 

旧東海道沿いに残る貴重な建物であるが、所有者の世代交代による取り壊しが危惧される。 
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■恵比寿屋陶器店 
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3 歴史文化の保存活用にむけて 

 

近年、各地で歴史文化を活かした様々な取り組みが展開され、多くの観光客を集めたり、地域住民

が主体的にその取り組みに参加することで、地域の活性化が図られているところも多い。これらの事

例も参考にしながら、市民ワークショップでの意見も踏まえ、歴史文化の保存活用にむけての考え方

を整理する。 

 

（1）歴史文化の保存活用事例 

ここでは宿場町での取組事例として、まず町並みとしての保存活用事例として名古屋市有松地区

での事例を整理するとともに、建物の保存活用事例として 4つのタイプ別に参考となる近隣での取

組事例を整理する。 

ア．町並みとしての保存活用事例 

■有松地区（東海道）-名古屋市緑区 

・有松は、慶長 13年（1608）に東海道の鳴海宿と池鯉鮒宿の間に開かれ、東海道を往来する旅人の

土産物として考案された有松絞とともに発達したまち。 

・「全国町並みゼミ」の第 1回大会は有松で開催。「町並み保存発祥の地」ともいわれており、住民

組織の「有松まちづくりの会」は 50年近くの歴史を有する。名古屋市では昭和 58年に要綱によ

る地区指定（有松を含め 4地区）を行い、修理・修景事業を開始。絞会館や山車会館なども開館

し、町並み保存がスタートとした。しかし、要綱による保存では規制が緩く、貴重な町家が壊さ

れるということが起こる。地域住民がそれを食い止め、市も歴史を生かしたまちづくりに力をい

れるようになり、平成 28年には「重要伝統的建造物群保存地区」に選定された。 

○取組内容 

・道路の美装化・無電柱化 

・町並みガイドライン及び修理・修景等にかかる補助金 

・町家の保存活用 
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イ．建物の保存活用事例 

■公共による保存活用事例：大橋屋（東海道赤坂宿）-豊川市 

・江戸時代に旅籠屋として使われた建物。昭和 52年に

市指定文化財に指定。 

・旅館として営業を続けていたが、平成 27年 3月に廃

業し、所有者より市が建物の寄付を受けたことを契機

に、平成 29・30年度で江戸時代の旅籠建物の姿を再

現することを基本とした保存修理工事を実施。平成 31

年 4月より公開。ボランティアによる建物ガイドを実

施。 

 

■公共による保存活用事例（運営事業者募集）：旧森川善章家住宅（中山道大湫宿）-瑞浪市 

・大湫宿には 4件の登録有形文化財があり、うち 2件か

ら寄付を受け、1件目は観光案内所として公開（H29.1

～）。 

・2件目については、平成 29年度に民間事業者から活用

事業者を募集、3件（東京、名古屋、瑞浪）の応募が

あり、その中から活用事業者を決定。令和 2年度に市

が改修を行い、その後活用事業者が工事を行い、令和

3年度に「古民家カフェ」をオープン予定。 

 

■市民団体による保存活用事例：旧湊屋（美濃路起宿）-一宮市 

・所有者が引越しで空き家となった建物を残すため、大

学研究室に相談。調査の結果、歴史的価値が高いと認

められ、登録有形文化財に登録された。 

・大学と行政が活用について検討する中で、まちづくり

会社に委託し、そのもとに市民団体を創り、管理運営

にあたることになった。平成 21年 9月市民団体「湊

屋倶楽部」設立。市民団体が茶屋＆イベントスペース

として活用し、管理運営を行っている。 

 

■民間（個人）による保存活用事例：天満屋（中山道中津川宿）-中津川市 

・一般社団法人ヒガシミノ団地の代表理事の松下氏が、

自分やりたいことを行うために一般社団法人を立ち上

げ、まず、落合宿で空き家を DIYで改修しイベント開

催や自主運営のカフェを開始（現在は休止）。 

・第 2弾として中津川宿の中でも一番古い建物である天

満屋を改修。空き家勉強会や改修 WSなど多くの市民

の参加で実現。ゲストハウス＆カフェ＆レンタルリビ

ング＆学生の居場所として活用。 
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（2）池鯉鮒宿における歴史文化の保存活用にむけて 

池鯉鮒宿は東海道の宿場町という歴史を有しているが、現状ではその雰囲気を感じることができる

場所は少なく、建物の建て替えなどにより、このままでは宿場町の面影がなくなってしまう可能性を

有している。それらの課題として、地域の歴史文化に対する認識のばらつきや、情報発信が不十分で

歴史的価値が共有されていないことがあげられる。本報告書では、これらの課題解決に向け、 

知立市の個性といえるこの歴史文化を活かし、市民がまちに誇りを持ち、魅力あるまちづくりに

主体的に関わることによって、地域の活性化を図る 

ことをねらいとして、以下の 3つの方向性を提案する。 

また、今後の課題解決に向けた具体的な方策例を、ワークショップで参加者により出された意見を

参考に記載する。 

 

 

提案 1 歴史文化に対する価値の共有 

歴史文化の保存活用は、まず市民でその価値を共有し、大切さに気付くことが必要である。さらに   

歴史文化に対する興味関心を引き出すことで、保存活用に対する支援者が増えることが期待でき、支 

援の輪が広がり、保存活用に関して国の補助金や企業から協賛を得るという仕組みが構築されること   

も想定される。本報告書では、これらの契機となるような方策例を記載する。 

 

【方策例】 

ウォーキング 
宿の魅力発信を狙い、周辺地域や鉄道などと連携し、旧東海道を歩いて楽

しむウォーキングイベントを開催する。 

歴史・文化に触れ

あう体験イベント 

宿の歴史や文化に触れあうことを狙い、山車文楽やからくりなど宿の歴史

とつながりの深いもので体験型イベントを開催する。 

町並み発見ワーク

ショップ 

カフェなどの周辺店舗と協力し、宿の町並みの特徴やその歴史を知る町の

魅力発見ワークショップを実施する。 

子育て世代向けイ

ベント 

年齢の低い子どもたちにも宿の歴史や文化と触れ合ってもらい、郷土に愛

着をもってもらうことを狙いにした、子育て世代向けワークショップの開

催。 

周辺店舗との連携

イベント 

宿で食べられていたご飯を再現し飲食店で提供したり、学生などと共同で

開発したりするなど、周辺店舗等と連携したイベントを実施する。 
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提案 2：歴史を感じることのできる周辺環境の向上 

旧東海道を中心に歴史文化遺産と、その周辺環境が一体となった雰囲気を感じることができるまち   

づくりを目指す。各種行政の新規・既存計画や事業との調整を図り、必要に応じて、歴史文化保存活  

用に向けた仕組みや支援策を構築する。本報告書では、歴史を感じることができる周辺環境整備に向   

けた具体的な方策例を記載する。 

 

【方策例】 

周辺施設利用機会

向上に向けた方策 

宿と関連した山車蔵について、見学や活用方法を検討する。観光交流セン

ターでは人が集うイベントやその仕組みなどの構築を検討する。 

宿の町並みの魅力

向上に向けた方策 

宿の雰囲気を感じることができる町並み景観づくりのため、周辺住民との

意見交換や他市事例見学を実施するなど、地域でその気運づくりを行う。 

道路の美観整備や、宿に関連した統一感のある意匠のマンホール設置、建

物のルールづくりなどを例に行政間で連携し方策を検討する。 

周辺案内環境の充

実に向けた方策 

古地図を活用した看板設置や、江戸時代の屋号の表示など歴史を感じさせ

る案内環境を充実させる。 

知立の歴史文化がわかるイラストやＡＲでの復元、アプリの導入等を検討

する。 

 

 

提案 3 歴史的な建造物の保存活用と情報発信 

歴史的な建造物の保存と活用にあたっては、所有者と行政の連携が不可欠であるとともに、民間の

団体や組織との連携も望まれるところである。しかし、当市の現状は市内の歴史的建造物の調査研究

が不十分であり、またその情報発信も不十分である。そのため、貴重な歴史的建造物を残し、活用し

ていくためにも、行政で調査研究を進めていきその情報を発信する必要がある。そして、建造物の所

有者にその歴史的価値を認識してもらうとともに、その活用を働きかける必要がある。本報告書では

その方策例を記載する。 

 

【方策例】 

歴史的建造物の公

開 

所有者の協力を得て歴史のある建物の公開を行い、建築の専門家にその建

物や魅力を解説してもらう。また、一般の方にもわかりやすい工夫をした

刊行誌等を発行してその情報発信に努める。 

建物保存活用ワー

クショップ 

活用の候補となる建物選定し、その活用方法を考えるワークショップを開

催する。 

古民家の利用提案 古民家の再生に向け、その情報発信を積極的に行い、古民家カフェやドミ

トリー、シェアオフィスなど利用提案を行う。また提案にあたってはＳＮ

Ｓやインターネットを活用し、広く公募することも検討する。 

建物の調査記録保

存 

旧東海道の建築物で、築 50 年を経過した建物について台帳整理を行い、

段階的に調査記録保存を実施し、報告書等で情報発信をする。また、旧東

海道の町並みについては、写真による記録保存を積極的に行う。 
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4 歴史的建造物の保存活用への提案 

 

市民ワークショップでは歴史的建造物の保存活用について、実際に知立神社に残る２か所の歴史的建

造物を取り上げて、現地見学を実施した上で保存活用方法を検討した。今回は２か所と限られた場所で

あったが、このようなワークショップを引き続き実施し、所有者の理解のもと、イベント等で保存活用

の輪を広げていきたい。 

 

（1）茶室 

ア 概要 

・明治期に建てられたものを昭和 43年に現在地に移築。 

・三尺ほど高めた土檀の上に建てられ、北側と西側に縁側を配置し、庭を眺めることができる。4 畳

半の本席と 3畳半の水屋がある。知立公園花しょうぶまつりではお茶会会場として利用されている。 

・造形の規範となっているものとして、平成 26年に国登録有形文化財に登録。 
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イ 市民の声 

・明るく光が取り込まれているからか、とても居心地がよかった。 

・ガラス張りの窓がある建物も素敵で、そこから見る景色もよかった。 

・茶室の空間が落ち着く雰囲気であった。 

・眺望がすばらしく、床柱の支えにナンテン材使用がめずらしい。 

・ガラス張りですし景色もよいので、もっと活かせると思いました。 

・入口のネコの足跡がよかった。花しょうぶまつり以外でも利用できるとよいと思った。 

 

ウ 活用提案 

茶室は、外の庭園（花しょうぶ園）に面しており、庭の景色と調和し心地のよい空間である。5月、

6 月は「花しょうぶまつり」の時期に実際に茶室として利用されているが、時期が限定された利用に

とどまっている。活用主体や、保存と活用の調和などの諸課題はあるものの、所有者の理解を得た上

で活用を進めていき、建物の価値を市民と共有する。 

【考えられる活用方策】 

①お茶会 

  ②その他イベント利用：宿に関する句会、香道、かるた、囲碁、将棋など各種文化振興 

  ③貸しスペース：知立神社や宿と縁のある人物になりきるコスプレ写真撮影会 

  ④食事スペース：数組限定で宿の町並みを巡り、食事を楽しむスペースとしての活用 

 

エ 実現にむけた提案 

最初に、この建物の魅力を知ってもらうための試行的なイベントを実施する。例として、お茶会と    

合わせて、宿の歴史を紹介する座談会や町並み見学ツアーを開催する。アンケートとして今後この場  

所で開催してはどうかと思うイベント等を聞き取り、次回以降につなげていく仕組みも考えられる。 

また、イベント参加者や地域住民、企業の協力を得て、事務局として企画や運営に関わって活用主体 

となる団体を組織することも長期的な目標として提案する。 
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（2）養正館 

ア 概要 

・元は明治 18年に西町の碧海郡役所の隣に、明治用水土功会事務所として建てられたもので、大正 3

年に安城へ新築移転した後は学校として使用、昭和 6 年に廃校となり、昭和 10 年に現在地に移築

された。移築後は養正館として集会などに使用。現在もお祭りの準備などに活用されている。 

・2階は L字型平面の無柱（当初）の大空間で、3面に窓が設けられ明るい。2階への階段は L型であ

がっていくユニークな形である。 

・外観に洋風を意識しながらも和小屋を用いていることなどから、和風の建築意匠を残した洋風建築

であったとみられる。 

・明治 23年に陸海軍連合大演習が行われた際に明治天皇が休憩された。 
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イ 市民の声 

・せっかく広いスペースがあるので、何か活用できるとよいと思う。 

・天井のべニア張りに隠された梁がとても立派だったので、べニアを剥がすとよい。 

・窓からの光の入り方が素敵だった。 

・明治天皇が来られたことは知りませんでした。歴史をもっと活かせると思います。 

・茶室と併せてイベントの企画をする等、実現できる案がありそう。 

・建物があるのは知っていたが歴史とか知らなかったので、今後 PRできるとよいと思った。 

 

ウ 活用提案 

2 階の広いスペースは明るく、建築的にも興味深い空間であり、この空間の特徴を生かした活用が

望まれる。ここでは、その特徴を生かした活用方法について提案する。一方で、老朽化や耐震上の問

題から継続的な活用にあたっては改修が必要となり、その費用の捻出方法が長期的な課題であり、活

用と保存の両立を考えていかなくてはいけない。 

【考えられる活用方策】 

  ①アートスペース：若手アーティストの作業場兼作品展示 

  ②市民の作品展示の場：写真、絵画、彫刻 

  ③昭和ロマン館：昭和のものを保存・展示 

  ④歴史関係展示空間：神社関係資料の展示、昔の様子のジオラマ 

  ⑤研修所・会議室 

  ⑥子どもの野外学習の場 

  ⑦行政機関：観光交流施設 

 

エ 実現にむけた提案 

茶室と同様に、この建物の魅力を知ってもらうため試行的なイベントを実施する。例として、若手

アーティストを支援するイベントや、宿と関連して木綿屋や紺屋から着想を得て染付体験ワークショ

ップなどの市民を交えた体験型イベントの実施も考えられる。こちらも、最後に参加者に感想や建物

の活用について意見を聞く場を設け、企画をバージョンアップしていく。 

  最初は、茶室と養正館の 2か所を対象に建物見学と活用についての意見交換を行うワークショップ

を開催し、そこで建物で実施する試行的なイベントについて検討し、実行委員会を募って委員会主導

で企画を実施して進めていくことも考えられる。 

  最近では、歴史的な建物の保存活用に関心をもつ人が多くいる。SNS の発信により、建物の掃除や

修理（壁塗りなど）のワークショップ参加者が多く集まる例も多い。また、将来的にはクラウドファ

ンディングを活用した建物修理の事例も多くある。養正館は、老朽化や耐震上の観点から保存に向け

た大きな課題があるが、建物の価値を知ってもらうイベントがきっかけとなり、このような支援の輪

が広がることを期待する。 
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■歴史文化保存活用職員プロジェクト委員会 
〇委員名簿 

担当課 係 委員氏名 備  考 

協働推進課 協働人権係 永田 亮佑 市民協働 

企画政策課 政策係 山本 和弘 地方創生 

経済課 商工観光係 奥村 真由子 観光振興 

土木課 河川工務係 近藤 駿光 道路整備 

建築課 建築係 富岡 祥太 空家対策等、会長 

都市計画課 都市企画係 藤本 佳織 都市景観 

まちづくり課 まちづくり推進係 守谷 紗貴 まちづくり推進 市街地開発 

都市開発課 鉄道高架係 庭田 亮祐 駅前再開発 

〇開催概要 

 開催日時 内  容 

第 1回 令和 2年 7月 7日 

13:30～15:30 

1 歴史文化保存活用ワークショップについて 

2 池鯉鮒宿の歴史的景観について 

第 2回 令和 2年 9月 3日 

13:30～15:30 

1 池鯉鮒宿再発見・アイデア等の報告 

2 建造物（松島屋）調査の報告 

3 歴史文化保存活用ワークショップ開催要領について 

第 3回 令和 2年 11月 27日 1 第 1回歴史文化保存活用ワークショップの振り返り 

2 各グループの意見交換内容の確認 

3 第 2回歴史文化保存活用ワークショップの進め方について 

第 4回 令和 3年 2月 18日 

10:00～12:00 

1 第 2回歴史文化保存活用ワークショップの振り返り 

2 各グループの意見交換内容の確認 

3 提言書の内容について 

第 5回 令和 3年 3月 12日 

9:30～11:30 

1 第 1回歴史文化保存活用ワークショップの記録内容確認 

2 提言書の内容について 

 

■市民ワークショップの概要 

 開催日時・場所 内  容 参加者 

第 1回 令和 2年 10月 25日 

13:30～16:00 

知立市図書館 

視聴覚室 

 

1 あいさつ（WSの趣旨など） 

2 講義 

1）「池鯉鮒宿の歴史や文化について」 

2）「事例紹介～宿場町での保存活用の取り組み～」 

3 意見交換（グループ別討議） 

1）自己紹介 

2）意見交換①「知立市の歴史文化の魅力」 

3）意見交換②「歴史文化の保存・活用のあり方」 

4 発表 

5 おわりに 

市民 12名 

職員 8名 

第 2回 令和 2年 12月 6日 

13:30～16:30 

リリオコンサートホ

ール会議室 

1 あいさつ 

2 現地見学 

1）荒川邸 

2）恵比寿屋陶器店 

3）知立神社 茶室 

4）知立神社 養正館 

3 グループ別討議 

4 発表意見交換（グループ別討議） 

5 専門家のコメント 

6 おわりに 

市民 10名 

職員 8名 

 


