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Abstract In recent years, attention is being given to community design that makes the most of the water 
environment of towns and cities on rivers, canals, moats, waterways, lakes and seas, and the development and 
revitalization of these waterside spaces. Across the country, various projects to harness the distinctive characteristics 
of these areas have been promoted vigorously. Examples of such projects include waterfront community design in 
water-abundant districts such as the valleys of large rivers, and waterfront areas of lakes and sea shores, and 
community design for cities on water that utilizes the rivers, canals and moats in urban districts.  

In this paper, the author will treat examples of cities in which community design is taking place that makes the 
most of their regional characteristics as waterfront areas and their history and traditions related to water, with the 
aim of grasping their distinctive characteristics. 
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１．研究の視点と目的 

近年，河川や運河，堀，水路，湖沼や海洋などの水環境を

活かしたまちづくりやこれらの水辺空間の整備，再生が注目

されるようになり，全国各地においてそれぞれの地域の水に

関する地域特性にもとづく様々な取り組みが積極的に推進さ

れるようになった。このような取り組みの代表例として，大

河川の流域，湖沼や海洋の周辺地域などの水の豊富な地域に

おける水郷まちづくりや，都市地域における都市河川や運河，

堀を利用した水都のまちづくりが挙げられる。 

また諸外国においても，中国の江南地方は長江（揚子江）

の河口付近の南の広大な沖積平野の水郷地域，イタリアのヴ

ェニス（ヴェネツィア）はアドリア海と運河の水都として有

名である。これらの地域では，豊富な水資源や地域の歴史･

伝統を活かしたまちづくりが従来から行われており，観光資

源としての水辺空間や景観も重要視されている。 

そしてわが国では，特に水の豊富な地域を前述のように「水

郷」と呼び，水辺空間や水辺景観を利用したまちづくりに加

え，その地域特有の歴史的まちなみ保存事業も合わせて推進

する事例がみられるようになった。そこで本研究では，以上

で述べた視点から，特に水郷としての地域特性と水に関連し

た歴史・伝統を活かしたまちづくりとを合わせて行っている

事例を取り上げ，その特性について把握することを目的とす

る。 
 
２．研究の枠組みと方法 
本研究ではまず第３章において，文献調査及びインターネ

ットを利用した調査の結果をもとに，水郷・水都のまちづく

りに関する全国的な動向について整理する。第４章では第３

章の成果をもとに本研究の対象事例を選定し，その概要につ

いて示す。第５章では第３章と同様な文献調査及びインター

ネットを利用した調査に加え，2001年―2004年の約４年間に

行った現地調査の結果を踏まえて対象事例の特性を把握する。

最後に第６章では，本研究の結論と今後の研究課題を示す。 

３．水郷・水都のまちづくりに関する全国的動向 
３－１. 「水郷・水都全国会議」 

３－１－１．全国の水郷・水都 

わが国では，水郷・水都のまちづくりを行う諸団体により，

表１に示すように年1回程度の頻度で水辺環境と密接な関わ 

 

表１ 水郷・水都全国会議の概要（1985年―2004年） 

回 開催地 開催日 大会テーマ

1 松江市 1985年5月
水と暮らし－人と湖との共存を求
めて－
水文化の再生をめざして
－アオコ河童からの提言－

3 富士市 1987年10月 水と人間の共生について
4 中村市 1988年6月 水環境と地域の再生

水循環の回復と地域の活性化
－柳川掘割から水を考える－

6 小山市 1990年8月 水と森林
7 高槻市 1991年8月 水と共に生きる都市

8 新潟市 1992年8月
水－流れが交わり、文化が生まれ
る－

臨時 桑名市 1993年6月
長良川－いま、河口堰の在り方を
問う－
序章・自由水権運動
－水はめぐり、時がめぐり、人がめ
ぐりあう－

10 釧路市 1994年9月 水環境のワイズユース
11 横浜市 1995年7月 都市河川新時代
12 徳島市 1996年8月 川と日本
13 米子市 1997年10月 水と人との共生
14 気仙沼市 1998年11月 森は海の恋人
15 宮古島 1999年10月 水はめぐる－天、地、海、生命－

16 隅田川 2000年11月
創ろう活かそう！私たちの川と
まち
流れる水は生きている！
－21世紀の公共事業のあり方を
問う！－
川は川らしく、湖は湖らしく
－市民の権利と役割 －

19 鶴岡市 2003年9月 おいしい水を守るには？
20 浜松市 2004年11月 未来へ残そう、美しい水環境

18 大町市 2002年11月

17 高野山 2001年10月

2 土浦市 1986年9月

9 八王子市 1993年8月

5 柳川市 1989年5月

 

 水郷・水都全国会議ホームページ注1）をもとに作成
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りを持つ地域を開催地として，「水郷・水都全国会議」が開催

されてきた。この会議は，1984年に琵琶湖・大津市で開催さ

れた第１回世界湖沼会議に参加した市民の交流が契機となっ

て開催されるようになった。この会議の目的は「全国各地で

水環境に関わり活動する市民・団体等を基盤として，お互い

の交流を通して全国的なネットワークを形成し，各地の課題

と共通の課題の解決策を探り，新たな目標を共有し，未来に

つながる水郷水都の水文化をはぐくむこと」である。 

この会議への参加団体が活動対象とする「水郷・水都」に

ついて，表１をもとにさらにみていく。水郷・水都としては，

四万十川，利根川などのわが国の代表的な大河川の流域だけ

ではなく，宍道湖・中海，琵琶湖，浜名湖，霞ヶ浦・北浦な

どの湖沼地域や，河川や湖沼の周辺に立地する都市（水都）

が挙げられる。これらの地域のうち特に四万十川流域では，

高知県の四万十川流域住民ネットワーキングにより，清流四

万十川総合プラン21（1996年）という河川流域単位でのロー

カルアジェンダ21が策定されていた1）。また琵琶湖地域では，

市民・住民，事業者，行政のパートナーシップによる流域管

理を大きな目標として掲げたマザーレイク21計画（琵琶湖総

合保全整備計画）が2000年から実施されている2）。 

 

３－１－２．水郷・水都全国会議のテーマ 

表1に示したように第１回大会は，宍道湖・中海の干拓問

題を焦点として湖畔の松江市(島根県)で開催され，特に｢親水

権」の確立が提起されていた。この第１回大会以降，2004年

11 月の第20 回浜松大会に至るまで，全国各地において各地

域での水環境問題を焦点に取り上げながら，市民，市民団体，

研究者，企業，行政など，幅広い人びとが参加し，交流を重

ねている。 

また 1993 年６月の桑名市における臨時大会では長良川河

口堰問題，1996 年８月の第12 回徳島大会の第１分科会「川

と市民」では吉野川の「第十堰改築事業」など，水環境や公

共事業に関する地域紛争についても様々な立場の参加者によ

る多様な角度からの議論が行われていた。さらに2001 年 10

月の第17回高野山大会においても，河川等と関連した公共事

業のあり方がテーマとして取り上げられていた。 

このように水郷・水都全国大会では，宍道湖・中海の干拓

問題をテーマとした第１回の松江大会以来，水環境問題一般

だけではなく，水辺域における公共事業に関わる地域紛争が

テーマとして取り上げられていることも特徴である。 

 

３－２．「水の郷百選」 

さらに旧国土庁は，1995年に水環境の保全や水を活かした

まちづくりに優れた成果をあげている全国107地域を「水の

郷百選」として認定した注2）。表２は，水の郷百選に認定され

た地域を都道府県別に整理したものである。表２に示した水

の郷として認定されている全国の市区町村では，「全国水の郷

連絡協議会」を組織している。そして水をめぐる地域間交流

の促進や水環境，水文化等に対する意識のさらなる高揚を目

的として，1995年以降は毎年代表一地域を選び，その地域に

おいて「全国水の郷サミット」を開催している。 

なお水の郷百選における水環境保全の主な対象は，以下の

５つに大別されている。水環境保全の対象のうちでも，河川

が52地域，湧水・地下水が26地域と特に多いことがわかる。 

 

・河川  52地域  

・湧水・地下水  26地域  

・湖 ７地域   

・森林 ７地域   

・水田 ７地域  

・その他 クリーク，ため池等を保全対象としている地域 

 

表２ 「水の郷百選」の対象地域 
都道府県 対象の市町村
北海道 喜茂別町、京極町、美深町、大樹町
青森県 鶴田町、十和田湖町
岩手県 盛岡市、胆沢町、岩泉町
宮城県 石巻市、七ヶ宿町
秋田県 森吉町、六郷町
山形県 長井市、西川町、遊佐町、八幡町
福島県 郡山市、只見町、西郷村
茨城県 土浦市、大子町
栃木県 茂木町、烏山町
群馬県 前橋市、甘楽町
埼玉県 加須市、寄居町、北川辺町
千葉県 佐原市、小見川町
東京都 墨田区、日野市
神奈川県 南足柄市、清川村
新潟県 豊栄市、小出町、津南町
富山県 黒部市、砺波市、入善町、庄川町
石川県 小松市、輪島市、美川町
福井県 大野市、上中町
山梨県 小菅村
長野県 箕輪町、木曽福島町、安曇野（明科町,豊科町,穂高町）
岐阜県 大垣市、海津町、八幡町、馬瀬村
静岡県 三島市、天竜市、かわね郷（川根町,中川根町,本川根町）
愛知県 旭町
三重県 長島町
滋賀県 近江八幡市、甲良町、米原町、マキノ町
京都府 美山町
大阪府 大阪狭山市
兵庫県 豊岡市、上郡町、千種町
奈良県 天川村
和歌山県 美山村
鳥取県 淀江町
島根県 松江市、桜江町、津和野町
岡山県 岡山市、加茂町
広島県 広島市、東広島市
山口県 山口市、萩市
徳島県 徳島市
香川県 満濃町
愛媛県 西条市

高知県
中村市、高知県嶺北地域（本山町,大豊町,土佐町,大川村,
本川村）、梼原町、十和村

福岡県 柳川市、甘木市
佐賀県 佐賀市、富士町、神埼町
長崎県 島原市
熊本県 熊本市、白水村、嘉島町、矢部町
大分県 日田市、竹田市、三重町、山国町
宮崎県 延岡市、綾町
鹿児島県 開聞町、川辺町
沖縄県 玉城村  
 国土交通省ホームページ注2）をもとに作成 
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また「水の郷百選」における水を活かした取り組み事例は， 
おおよそ以下の６つのタイプに分けられている。 

 
・歴史ある運河，用水，ため池，湧水，棚田等を積極的に保 
全・利用するなど，水にかかわる生活・文化が地域に根づ 
いているもの  

・地元に適応した利水や治水システムのみられるもの  
・行政と住民の協力により快適な水環境の形成に取り組んで 
いるもの  

・歴史ある水にかかわる民俗芸能や祭りを継承しているもの  
・水にかかわるイベントを積極的に開催しているもの  
・水を活かした特産品による地域おこしに積極的に取り組ん 
でいるもの  

 
３－３．その他の水都のまちづくり 
本章でこれまでに取り上げた水郷・水都のまちづくりの事

例以外にも，水都のまちづくりとしては，北九州市，広島市，

京都市，大阪市，名古屋市，東京都江東区などが代表的な事

例である。また水都としてのまちづくりには，水環境の保全・

改善，水辺空間や景観の再生だけではなく，水をテーマとし

た都市観光も目的の一つに加わっている。 

北九州市では既に1987年から紫川マイタウン・マイリバー

整備事業が行われており，紫川河畔は小倉城の周辺地域と合

わせて市民や観光客の新しい回遊エリアとなっている。広島

市では「水の都ひろしま」を都市再生モデルとし，清流太田

川をはじめとする河川や瀬戸内海の水質保全と水辺の都市景

観整備を行っている。また名古屋市では，市中心部の名古屋

城周辺を中心として堀川総合整備が行われている。 

大阪市では，都市再生プログラムとして「水の都大阪」の

再生が行われており，主に市中心部において堀や河川を利用

した「水の回廊づくり」が行われている。一方京都市では，

近年地下に琵琶湖に匹敵する水量を貯えた「千年の水脈」を

持つ水の都・京都としての歴史が注目されるようになってお

り，豊富な地下水・河川水などの水資源を活かした歴史や伝

統工芸などの価値が再認識されるようになった。これらの事

例に対して東京都江東区では，NPO法人江東区水辺に親しむ

会が中心となって，水辺空間の整備だけではなく，防災対策

も考慮した水と緑のネットワーク再生事業が行われている。 
 

４．研究対象事例の選定 

４－１.研究対象事例 

本研究では前章において列挙した水郷・水都のまちづくり

の事例のうち，特に大都市地域以外の地域における水郷まち

づくりを対象とする。そのうちでも特に水郷としての地域特

性と水に関連した歴史・伝統を活かしたまちづくりを合わせ

て行っている事例として，図１に位置を示した福岡県柳川市，

滋賀県近江八幡市，千葉県佐原市，茨城県潮来市の４市を取

り上げる。前章で示した表１，２でも明らかなように，柳川

市は第５回水郷・水都全国会議（1989年５月）の開催地であ

り，柳川市，近江八幡市，佐原市は「水の郷百選」にも認定

されている。 
これら４市はいずれも大都市圏の近郊地域に位置している

ものの，全て10万人未満の人口の中小規模の地方都市である。

なおこれら４市のうち，佐原市と潮来市は，千葉県と茨城県

に分かれているものの，利根川を挟んで隣接している。また

これら２市は合わせて水郷地帯と呼ばれており，地域一体性

が強い地域である。そのため次章では，これら２市を合わせ

てみていくことにする。 

表３は，文献調査，４市の開設しているホームページ注3）～

注 6）をもとにしたインターネットによる調査や現地調査を踏

まえ，これら４市の特性をそれぞれ整理したものである。表

３に示されているようにこれら４市には，水郷や歴史・伝統

を活かしたまちづくりという共通点はあるものの，まちとし

ての成立起源，水環境・水辺空間，歴史的景観，市民活動な

どには大きな相違点がみられることがわかる。次章ではこれ

らの相違点に焦点を当てて，それぞれの地域における水郷ま

ちづくりの特性を把握する。 
 

４－２．「水郷」の名称に関する地域間紛争 

本研究の研究対象事例のうち，特に近江八幡市と千葉県佐

原市，茨城県潮来の３つの自治体の間において，「水郷」の文

字の商標登録をめぐる問題が生じている注7）。この発端は，近

江八幡市が表２に示した「水の郷百選」として国土交通省の

認定を受けたことを契機として，「水郷」の文字をあしらった

図柄の商標登録を二度にわたり特許庁に出願したことである。

このような近江八幡市の動きに対して，関東地方の代表的な

水郷地域である佐原市と潮来市は，類似の図柄を既に使って

いるなどとする連名の意見書を特許庁に提出した。 

このことに対して特許庁は，「水郷は普遍的な言葉」などと

して二度とも申請を却下したが，近江八幡市は図柄を修正し

て再挑戦する予定である。このように近江八幡市では，米や

野菜，果物などの地元の農産物に対して「水郷」農産物ブラ

ンドの使用を行うことを目的とし，「水郷」の文字の商標登録

を希望している。しかし柳川市も近江八幡市の申請に対して，  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 対象事例の位置 
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「水郷はあくまでイメージを優先させた言葉。水郷と呼ばれ

る美しい街が増えるのはいいことだが，自分の街だけ特別視

させるような行為は理解できない」（市広報課）というコメン

トを述べている注7）。 
 

５．研究対象事例の特性把握 

さらに表３に示した４つの項目を中心として，４つの研究

対象事例の比較を行うことによりそれぞれの特性を把握する。

また写真１～４は，各事例における特徴的な景観を示したも

のである。写真１，４，５のように柳川市，佐原市，潮来市

では水辺空間と一体となって歴史的景観が整備されている。

しかし写真２，３に示されているように，近江八幡市では水

辺域でも商家群を中心とした歴史的まちなみが保存されてい

るが，市中心部でも近江商人の商家のまちなみがさらに広範

囲にわたって整備されている点が異なっている。 

 

５－１．まちの成立起源 

まちの成立起源をみると，柳川市と近江八幡市が16世紀の

戦国時代に城下町として成立しており，柳川市は江戸時代に

は柳川藩（立花家）の12万石の城下町としてこのような歴史

がそのまま引き継がれた。しかし近江八幡市は，豊臣秀吉の

甥・秀次による近江20万石の城下町としての起源を持つが，

戦国時代末期に八幡城が廃城されたため，江戸時代には近江

商人発祥の地としての商都となった。なお現在のわが国の代

表的な商社のうちのいくつかも，近江商人を元祖としている。 
これら２市に対して，佐原市や潮来市は河川水運交通の要

所としての起源を持っている。特に佐原市は，利根川支流の

小野川の河港としての地理的条件を基盤とした商都，在郷町

として栄え，江戸時代には東北諸藩と江戸を結ぶ交通の要所

地点に位置していることから「北総の小江戸」と呼ばれてい

た。 
 

 

 

福岡県 滋賀県 千葉県 茨城県
柳川市 近江八幡市 佐原市 潮来市

人口（人） 41,783 68,777 47,751 31,530
人口密度（人/km2） 1,122 893.6 398.3 461.3

城下町（16世紀～） 城下町（16世紀～） 在郷町 水陸交通の要所
近江商人の商都（江戸時代） 河港の商都

北総の小江戸（江戸時代）
掘割 八幡堀 小野川（利根川の支流） 常陸利根川
有明海 琵琶湖 北浦
堀端の柳並木とドンコ舟の
風景

琵琶湖八景
（水郷地帯とヨシ原）

加藤洲十二橋 前川十二橋や利根川下流の
水郷地帯

御花・松濤園 中心部及び八幡堀沿いの
商家群のまちなみ

小野川沿いや香取街道の
商家のまちなみ

ろ舟の嫁入り舟

（重要伝統的建造物群保存
地区）

（重要伝統的建造物群保存
地区）

新潮来八景

Ｗ・Ｍ・ヴォーリズの建築物

市民活動
柳川ボランティアガイド 観光ボランティアガイド 小野川と佐原の町並みを

考える会
水郷いたこ大使 

北原白秋の生誕地 水郷ブランドの農作物 伊能忠敬の生誕地 白鳥渡来地
（地図のまち） あやめまつり

その他の特性

都市

歴史的景観

水環境・水辺空間

まちの成立起源

 
 

５－２．水環境・水辺環境 

これら４市では，水環境や水辺空間が観光資源として重要 

な役割を果たしている点において共通性が認められる。柳川

市と近江八幡市は，前述のように城下町として最初に成立し

たため，城周辺にめぐらされた堀が現存していることを特徴

としている。柳川市では市中心部の堀における川下り，近江

八幡市では八幡堀と琵琶湖へつながる水路を利用した水郷め

ぐりがそれぞれ小船で行われ，これらは２市の観光産業の目

玉となっている。これら２市のうち図２は柳川市の観光マッ

プを示したものであるが，この図から市中心部を縫うように

堀が張り巡らされており，堀と市中心部に分布する観光名所

を結んだ観光ルートが形成されていることがわかる。また柳

川市は有明海，近江八幡市は琵琶湖に面しており，それぞれ

近海漁業・養殖漁業，内水面漁業とも関連が深い。 

一方佐原市と潮来市は，ともに水運交通の要所としての歴

史をもっており，まちの発展の歴史には利根川及びその支流

との関連性がたいへん強い。そしてこれら２市においては，

利根川を辿って霞ヶ浦・北浦にまで通ずる水路が街中に縦横

に張り巡らされており，このような水路による独特の水辺景

観が形成されている。現在でもこのような水路には，佐原市

では加藤洲十二橋，潮来市では前川十二橋と呼ばれるように，

ひと一人がやっと通れるような小さな橋々が架けられており，

現在では小船でこれらの水路や橋をめぐる観光コースが設け

られている。 

 

５－３．歴史的景観 

歴史的景観に着目すると，柳川市と近江八幡市は堀や水路

を中心とした水辺空間という共通点がある。しかし柳川市で

は，立花家の遊息場所として建設された御花・松濤園の周辺

の歴史的まちなみ保存が中心となっている。これに対して近

江八幡市では，水郷地帯とヨシ原の自然環境により形成され

た琵琶湖八景，近江商人の商家群の並ぶまちなみ，明治時代 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表３ 水郷まちづくりの事例の特性 

人口及び人口密度のデータは、柳川市，近江八幡市，佐原市・潮来市のホームページ注3）～注6）より引用 
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のＷ・Ｍ・ヴォーリズ設計の建築物など歴史的景観自体が多

岐にわたっており，それぞれが市内各所に散在している。 
また佐原市と潮来市では，利根川や水路による水郷地帯の

景観という共通点がある。さらにこれに加えて，佐原市では

小野川や香取街道沿いなどの商家群，潮来市では水郷地帯の

自然的景観と歴史･伝統的な名所・旧蹟を組み合わせた新潮来

八景がある。 
なおこれら４市のうち，近江八幡市と佐原市では，商家群

が多く保存されている地区が「重要伝統的建造物群保存地区」

に指定されている。図３は佐原市の開設したホームページの 

 

 

図２ 柳川市の観光マップ 

柳川市ホームページ注3）より引用 

 

 

図３ 佐原市の重要伝統的建造物群保存地区の紹介 

佐原市ホームページ注5）より引用 

うち，重要伝統的建造物群保存地区について紹介したもので

ある。図３の重要伝統的建造物群保存地区の紹介方法からも

推測できるように，佐原市ではこのような歴史的景観が大き

な観光資源ともなっているといえる。 

 

５－４．市民活動 

柳川市，近江八幡市，佐原市では，地元住民有志による観

光ボランティアガイドが行われている。これら３市なかでも

佐原市では，「小野川と佐原の町並みを考える会」（1991年成

立，会員現在45名）が設立され，観光ボランティアガイドを

行うだけではなく，図３に示した重要伝統的建造物群保存地

区における歴史的まちなみ保存活動を中心として様々なまち 

づくり活動を行っている。潮来市では，これらの３市とは異

なり，地元出身のスポーツ選手や著名人を「水郷いたこ大使」

に任命し，潮来市の広報活動を行っている。 

 

５－５．その他の特性 

以上で挙げた４点以外に，地元出身の著名人にちなんだ建 

 

 

写真１ 柳川市・有明海につながる掘割（2001年12月） 

 

 

写真２ 近江八幡市・八幡堀沿いの商家群（2003年８月） 
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写真３ 近江八幡市・中心部の近江商人の商家群 

（2003年８月） 

 

 

写真４ 佐原市・小野川と伊能忠敬旧宅（2002年２月） 

 

 

写真５ 潮来市・十二橋めぐりの船着場（2002年２月） 

 

造物等を観光資源の一つとしているのが，柳川市と佐原市で

ある。柳川市は歌人・北原白秋の生誕地であり，生家の保存

や記念館の建設だけではなく，北原白秋にちなんだ祭りやイ

ベントを実施している。佐原市は，江戸時代の豪商・地図学

者の伊能忠敬の活躍したまちであり，写真４に示すように重

要伝統的建造物群保存地区に伊能忠敬旧宅を保存し，小野川

を挟んだ対岸に記念館を建設している。そして現在では，伊

能忠敬にちなむ「地図のまち佐原」として，佐原市のホーム

ページでは地図を利用した観光名所案内が行われている。 

また前章において紹介したように，近江八幡市では農業振

興を推進するために，農産物に「水郷ブランド」を冠する動

きがみられる。潮来市では，白鳥の飛来地，あやめまつりな

ど水郷地帯との関連が深い要素が観光資源となっている。 

 

６．結論と今後の研究課題 

本研究では，まず水郷・水都のまちづくりに関する全国的

な動向について整理したうえで，特に水郷としての地域特性

と水に関連した歴史・伝統を活かしたまちづくりを合わせて

行っている４つの事例を取り上げ，その特性を把握すること

を目的とした。今後の研究課題としては，水郷まちづくりが

地域活性化や地域振興にとって有益であったのか波及効果を

検証することが挙げられる。 

 

補注 

1）水郷水都全国大会（2005.2.10更新）水郷水都全国会議活 

動 ＜http://www.sui-sui.sakura.ne.jp/activities. 

htm＞ 2005.2.15参照 

2）国土交通省（2004.5.17更新）国土交通省水の郷百選  

＜http://www.mlit.go.jp/tochimizushigen/mizsei/ 

mizusato/mizunosatohyakusen/index.htm＞ 2005.2.15 

参照 

3）柳川市（2005.2.5更新）柳川市観光情報 

＜http://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/＞ 2005.2.15 

参照 

4）近江八幡市（2005.2.10更新）近江八幡市観光ガイド 

＜http://www.city.omihachiman.shiga.jp/KANKO/ 

index.htm＞ 2005.2.15参照 

5）佐原市（2005.2.3更新）文化・観光情報 

＜http://www.city.sawara.chiba.jp/menu/index/ 

frbunkakankou.html＞ 2005.2.15参照 

6）潮来市（更新日不明）潮来市観光イベントガイド 

＜http://www.city.itako.ibaraki.jp/＞ 2005.2.15参照 

7）basswave（2005.2.15更新）basswave－news2004 

＜http://basswave.b-s-o.com/archives/000678.html＞ 

 2005.2.15参照 
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