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代表的なビューポイント

凡　　例

＊＊吉沢八景は、一体的に良好な景観を呈し
　ているエリアを一つの「景」として選定
　しています。
＊「代表的なビューポイント」は、そのエリ
　ア（景）の中でも、特におすすめのポイ
　ントを示しています。　
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５． 吉沢の里地５． 吉沢の里地
～地形にとけ込む民家や集落～

３． 霧降りの滝３． 霧降りの滝
　～水辺に親しむ天然アスレチック～

８． めぐみが丘８． めぐみが丘
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１． 飛谷津の丘１． 飛谷津の丘
～にぎわう花見と富士山の眺望～

２． ゆるぎの丘２． ゆるぎの丘
～古来の営みが息づく里道と大パノラマ～～古来の営みが息づく里道と大パノラマ～

６． 吉沢小学校６． 吉沢小学校
～さとの学び舎と桜のゲート～～さとの学び舎と桜のゲート～

４． 松岩寺４． 松岩寺
～樹齢 200 年の桜と湘南の海の眺め～
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吉沢八景の目的

　景観に対する意識啓発や地域愛
の醸成を図るとともに、地区内外
への情報発信ツールとして活用し
地域活性化を図ります。

吉沢八景に込めたメッセージ性

　湘南平塚にも、知る人ぞ知る、美しい里地里山があ
ります。そんなふるさとの風景を、後世に残し育みた
いという想いのもと、吉沢八景を選定しました。
　吉沢八景は、以下のような「八景」を目指します。

　・吉沢らしさがあらわれた八景

　・地域づくりの目標となる八景

　・体験や活動・交流を生み出す八景

　・多様な風景や時間・季節の変化を楽しめる八景
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みんなで守り育む“さと”の風景

「吉沢八景」
きさわ
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●上吉沢の八劔神社から農道を登っていくと、右手に、富士
　山を背景として扇状の段々畑が広がる風景に出会えます。
●その扇の要には活性化の拠点「ゆるぎの丘」があります。
　丘一帯に広がる畑を近景として、北方は秦野や伊勢原の街
　を前景に丹沢・大山を望み、東は平塚市街から東京都心の
　ビル群までを望む、奥行きのある景観が広がります。

●上吉沢配水池の土手は、吉沢随一の富士山の眺望スポット
　です。特に、空気が澄んだ冬の時季は頂に雪をまとった姿
　が裾野までくっきりとみえ、おすすめです。春や秋にはダ
　イヤモンド富士をみられることも。また、南側に目を移せ
　ば、ゆるぎの里山を望むこともできます。土手の桜並木が
　満開となる春には、お花見を楽しむ人たちでにぎわいます。

●北の八劔神社は上吉沢の鎮守で、昔から地元に親しまれて
　きました。境内は、2本の大ケヤキ（市保全樹木）が荘厳
　な雰囲気を醸し出し、桜やヒガンバナなども楽しめます。
●南の八剱神社は下吉沢の鎮守で、国の重要文化財に指定さ
　れている「かんまん不動」と呼ばれる木造の不動明王立像
　があり、境内の桜とともに地元で大切に守られています。

　　　　　　　　　　　　●霧降りの滝は「魔王の滝」と　
　　　　　　　　　　　　　も呼ばれ、一枚岩から流れ落ち
　　　　　　　　　　　　　る水流は、優雅な姿と心地よい
音を楽しませてくれます。特に、雨が降った翌日など、流量
の多い日の滝の様子は圧巻です。樹林に囲まれているため、
夏でも涼しく、秋はおすすめの紅葉スポットとなります。

●春の時季、吉沢小学校の正門前の道路からは、桜並木と小
　学校のシンボルの赤い三角屋根がみられます。子どもたち
　は、この風景をみると、入学や進級など新年度への期待が
　高まるようです。また、卒業生にとっても想い出の詰まっ
　た風景です。小学校の周辺では、畑の風景や子どもたちが
　元気に遊ぶ姿もみられます。

●めぐみが丘の街を大きく取り囲む外周道路には、ツツジと
　ハナミズキ（見頃は 4月下旬）が街路樹として植栽され、
　まちなみ全体を美しく彩っています。この外周道路の花々
　をはじめ、地区内の街路樹や公園・緑地の樹木・草花など
　は、地域住民が自ら栽培や管理を行い、花とみどりのまち
　なみをつくっています。

●上吉沢の八劔神社へ農道を登る手前右手に、背景の大山と
　特徴的な段々畑、農家のお屋敷が調和した風景がみえます。
　吉沢らしい丘陵地を活かした生業と暮らしの風景です。
●延命寺南方からは、寺と大山を背景に、古くからの集落の
　暮らしぶりがうかがえます。ここからの大山はより近くに
　感じられ、集落が霊峰と寺に見守られているかのようです。

●松岩寺には樹齢 200 年を超える見事な桜があり、そこから
　は、平塚市街とともに、相模湾に浮かぶ江の島を望むこと
　ができます。
●松岩寺から山王山方面へと向かう高台には、地元で整備・
　管理を行っている展望所があります。木々による囲まれ感
　は居心地がよく、より広範囲に広がる眺めは絶景です。

　霧降りの滝と中吉沢の池は、身近な自然として、地元に特
になじみのある水辺です。四季折々の楽しみ方があり、滝か
ら池に至る水辺の散策路はハイキングコースとして人気があ
ります。子どもたちにとっては、生き物観察の場であるとと
もに、木道や木橋はアスレチックコースのようでもあり、絶
好の遊び場です。選考委員からの評価が最も高い景観です。
　以上のことから、滝から池に至る渓流沿いの水辺景観を選
定しました。

　段々畑とお屋敷の風景は、自然と調和した生活のあり方が
成り立っており、選考委員から「吉沢の特徴があらわれた風
景」として高い評価を得た風景です。この貴重な風景を守っ
ていくためには、持続的な営農など様々な課題を伴いますが、
多くの人がこの風景の価値を再認識することが課題解決の第
一歩につながると考えます。
　以上のことから、同様の構成要素である延命寺越しの大山
の風景と併せて、里地の暮らしの景として選定しました。

　めぐみが丘では、「自分たちの街は自分たちの手で」をス
ローガンに掲げ、街ができた当初から植栽管理活動を続けて
います。その活動が評価され、平塚市の美化推進モデル地区
にも指定され、吉沢の新しい街として、吉沢に新たな魅力を
加えてくれています。
　以上のことから、街路樹や公園の植栽管理活動を含め、め
ぐみが丘のまちなみ全体を「つくる景観」として選定しまし
た。

　頂に雪をまとった冬の富士山、春や秋のダイヤモンド富士、
春の桜と富士山など、四季を通じて、富士山の多様な表情を
楽しむことができます。
　富士山の眺望やお花見を楽しむスポットとして、カメラ愛
好家を中心に、地区内外の人たちから人気があり、八景の選
定により、今後はさらなる名所化が期待できます。
　以上のことから、上吉沢配水池の土手一帯とそこからの眺
望景観を選定しました。

　遊び場やまつりなどで親しまれてきた上吉沢の八劔神社と
地元の宝「かんまん不動」を祀っている下吉沢の八剱神社は、
それぞれ上吉沢と下吉沢の鎮守として、地域の拠りどころと
なってきました。現在では、信仰の場としてだけでなく、季
節の花々などを楽しむ場にもなっており、多様な人々が訪れ
る親しみの場となっています。
　以上のことから、歴史と文化を継承する上吉沢の八劔神社
一帯と下吉沢の八剱神社一帯の景観を選定しました。

　松岩寺一帯からは、東に望む江の島・相模湾をはじめ、北
や西へと視線を移していくことで、丹沢・大山や富士山など、
多様な風景を望むことができます。また、歴史ある境内には
不老水などの文化的な資源があるとともに、桜や紅葉など季
節の変化を楽しむこともできます。
　以上のことから、松岩寺一帯と地元の力で整備した展望所、
およびそこからの眺望景観を選定しました。

　「ゆるぎ地区」と呼ばれる里山一帯には、尾根筋に沿って
ハイキングコースとしても利用されている里道があり、散策
しながら変化に富む里山風景を楽しむことができます。また、
里道沿いには、活性化の取り組みを続けてきた「ゆるぎの丘」
や、八塚古墳群・敷石遺跡などの歴史を感じるスポットがあ
り、地元の想い入れが深いエリアでもあります。
　以上のことから、２つの遺跡発掘の地から「ゆるぎの丘」
へのびる里道沿いの農と眺望の景観を選定しました。

　吉沢小学校は、在校生や卒業生はもちろん、その家族にとっ
ても愛着と誇りのある学校であり、特徴的な赤い三角屋根の
展望台は吉沢のランドマークとなっています。また、桜並木
は春の訪れを知らせるだけでなく、満開の桜から花が散って、
葉桜へと移りゆく様子は子どもたちの成長や季節の流れも感
じさせるようです。
　以上のことから、吉沢小学校と正門前の桜並木の景観を選
定しました。
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