時代は城下町として栄え、

波市の１地域である。江戸

６町が合併してできた丹

丹波市柏原は、旧氷上郡

緒に地域づくり活動を進

関西学院大学の学生と一

と連携し、地元の高校生や

りの会といった構成団体

ている。地域の繋がりの強

める取り組みや、世代や性

柏原の中心地の崇広（そ

さを活かし、従来の取り組

歴史・文化を感じる風情あ

うこう）地区を活動拠点と

みを続けながらも、新しい

別を問わず楽しめる地域

する柏原自治協議会は、自

活動を積極的に進める

る街並みが今も存在して

治会と地域団体をメン

リーダーの皆さんにお話

イベントを企画、実施をし

バーとした地域づくり活

をうかがった。

いる。

動を積極的に行っている
団体である。

現在、「まちづくりに関

わる若者を増やしたい」と

いう思いから、（株）まち

づくり柏原、観光まちづく

© 2017 Hyogo Prefectural Government.

丹波市柏原町：柏原自治協議会・
（
株）
まちづくり柏原・
観光まちづくりの会

生が手作りのキャンドルを並べる。キャンドルの灯りで柏原地域にゆかりある織田家の家紋を浮かびあ

がらせる試み。
〈下段右〉学生が作成した柏原の歴史や史跡を照会する「柏原ガイドブック」。柏原藩織

田家の紹介はもちろん、田ステ女など、柏原にまつわる人物の紹介も掲載されている。

1

柏原自治協議会・（株）まちづくり柏原・観光まちづくりの会

人や団体の強い繋がりを力に変えて、

るこの建物は昭和 10 年に建築された。建物内の照明を照らすだけで趣ある雰囲気になる。
〈下段左〉学

課題を一つ一つ解決へと進める。
〈上段〉かいばらいと開催時にライトアップされた丹波市役所柏原支所。現在も支所として使われてい

柏原地域の特徴
年

丹波 市 の南 東 に 位置 す
る 柏 原 地 域 は 、 平成
の町村合併で丹波市とな
る以前の旧氷上郡柏原町
であり、江戸時代には城下
町 と して 栄え た地 で あ る 。
現在も柏原藩陣屋跡を
はじめとする織田家ゆか
りの史跡が数多く残り、明
治前期の貴重な洋風建造

行っている「柏原自治協議
会」
（以下、協議会）
。協議
会が活動拠点とする崇広
（そうこう）地区は、柏原
の中心地区であり、各地で
人口減少が進む昨今にお

％ （ 丹波 市は

年 間 ほぼ 横 ばい 。高

いて、総人口や未成年者数
は
齢化率は
％ ） と 他の 地 域と 比べ

名の

元気を維持し続けている
地域である。
協議会の理事も
名 の 自 治会

の ほ か、
会の組織です。設立当時は

ため、地域づくり団体の数

体の長の集まりの組織、②

のは大きく２つ、①各種団

「組織の作り方という

なりました。また、旧町時

いうことで現在の組織に

方が物事を進めやすい、と

長さんが出てきてもらう

ており、平成

年度は「健

当初より部会制を導入し

い地域づくり」をめざして

「住民が主役の住みよ

ウォーキングやラジオ体

部会のノルディック

繋がりを支えてきた。健康

められ、地域住民の生活や

制で活動を進めている。

まちづくり・観光に特化し

６つの部会の活動は、そ

有志の方が集まる組織の

名を連ねている。

も多いと思います。」と協

世代間交流を目的とした茶道体験教室。

小野市など、いろいろな団

に行っている。〈下段〉伝統文化の伝承と

た２団体など、地域に関わ

少ない町をめざし柏原川の清掃を定期的

れぞれ所属のメンバーの

場となっている。
〈中段右〉ごみが日本一

議会の山中事務局長は設

つどい」では地域のクラブ活動等の発表の

体の視察に行きましたが、

〈中段左〉毎年行われる「ふれあい音楽の

る各種団体がメンバーに

〈上段〉柏原川流域に生息する生物調査。

主体的な働きによって進

様々な行事やイベント。

立当時を振り返る。

柏 原 自 治 協 議 会 の 各 部会 が 行 っ て いる

世帯数も多いため自治会

体育振興会や次に挙げる

委 員 協 議会 、

会（老人会）、民生・児童

長をはじめ、婦人会、柏友

大 所 帯 で、

41

物である県指定重要有形
文化財の旧大手会館（現た
んば黎明館）など、風情あ
る街並みが存在する。国や
県の行政機関や教育施設、
病院、商店街も立地してい
るが、一方で田畑も多く点
在する住生活環境おいて
調和のとれた地域だ。

安

PTA

いますが、①が私たち協議

パターンがあると思って

まる場は崇広地区だった

代からいろんな団体の集

「安全」「広報」の６部会

康」
「環境」
「福祉」
「教育」

動や歴史勉強会など、従来

操、教育部会のあいさつ運

29

柏原自治協議会の
組織と活動
『文化の香り高い

全・安心で健康な町を み
んなで作ろう！』をスロー
ガンに、地域づくり活動を

© 2017 Hyogo Prefectural Government.
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2

柏原自治協議会・（株）まちづくり柏原・観光まちづくりの会

25.7

12
32.5

16

からの細やかな活動の
数々のほか、地域の賑わい

店を支援している。
※

： Town Management Organization

の略。中心市街地における商業まちづく
りをマネジメントする機関。

まちづくりの会の植木

期があった。

田まつり」は、織田信長の

総務企画部長は「当時は柏

３大イベントの１つ「織

子孫が治めた織田家ゆか

柏原藩初代藩主の織田信

るイベントで、信長の弟で

ベントだけでなく、通学路

い子が多かったですね。イ

あるという歴史を知らな

もう一つの団体は、「観

原が織田家ゆかりの町で

包や、鎧武者などに扮した

以外の道を知らない子も

を作り出そうと新しい事

す

名が勇壮

りの『城下町柏原』を

地元住民ら約

多くいました。地域に若者

光まちづくりの会」
（以下、

に街中を練り歩く。現在は

が関わるきっかけが少な

業にも力をいれている。

現在、柏原地域が一丸と

若者の参加も多いイベン

まちづくりの会）である。

トがある。合併して丹波市

なって取り組む課題は「地

まつり」という３大イベン

け大祭」「夏祭り」「織田

歴史を誇る柏原には「厄除

今回の取材には、協議会
となった後も、３大イベン

若者の参画へ①
地域と高校生を
結ぶ活動

とともに活動する団体の

かったように思います。現

を行った。

するというきっかけ作り

らまちづくり活動に参加

という意識付けと、挨拶か

で、柏原は観光の町である

に青少年が参加すること

いったおもてなしの運動

ゆっくり散策ください」と

「柏原へようこそ」「ご

れる観光客に「こんにちは」

力を呼びかけた。柏原を訪

原高校に挨拶運動への協

協議会と共に、地元の柏

動しています。」と語る。

“企画”に重きを置いて活

てもらうような“しかけ”

トであるが、以前は地元高

状況のなか、合併の実をあ

〈下段〉柏原地域は観光ボラン

100

ようと多くの観客が集まる。

共に地域を支える
団体

書かれた黄色のシャツ着用）

域づくり活動への若者の

町時代から課題となって

げるために、市内各所に

（「丹波柏原ふるさとガイド」と

トについては、それぞれ商

いた、商業関係者の高齢化

あった支部を統合すると

の様々な話を聞くことができる。

リーダーにもご同席いた

や後継者問題により増加

いう流れはやむを得ず、結

ティアの方が活躍。歴史ある柏原

在はこの町に関心をもっ

する空き家、空き店舗対策

果、従来の枠組みでの運営

歩く。沿道には勇壮な姿を一目み

校生の参加が全くない時

に取り組み、中心市街地を

は厳しくなってきていた。

に武者に扮して柏原の町を練り

参画」だ。

部、協議会が主体となって
伝統を守っていた。

盛り立てようと精力的に

そこで、地域として有志が

列。大人だけでなく子どもも一緒

工会や観光協会の柏原支

PR

TMO

だきお話をうかがった。
一つは、まちづくりをマ
※であ

しかし、市政誕生から

まちづくりを進めている。

集まり、会を立ち上げるこ

〈上段〉「織田まつり」の武者行

3

柏原自治協議会・（株）まちづくり柏原・観光まちづくりの会

ネジメントする
る「（株）まちづくり柏原」

設立当初から取り組む

とで、観光協会支部の役割

余 年 を 経 て 厳 し い財 政

テナントミックス事業で

を受け継ぎ、３大イベント

柏原）だ。旧

は、空き店舗や古民家など

をはじめ各種活動に取り

（以下、

の活用を推進し、現在も

組んでいる。

10

TMO

次々と魅力的な店舗の開
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TMO

また、今年度の柏原高校
「知の探求コース」の生徒

若者の参画へ②
地域と大学生を
結ぶ活動
年度よ

「うまいもんフェスタ」内で高校生が出店した「たんたんカレー」。元気な声で来場者に自慢
のカレーを説明。〈下段右〉会場には高校生だけでなく、柏原中学校の生徒の姿も。生徒会が

オ」を設置、学生が地域づ

地に拠点施設「柏原スタジ

を実施している。中心市街

り「関西学院大学連携事業」

柏原は 平成

が大きな声で「こんにちは！」と挨拶をしてくれた。〈下段左〉織田まつりと同日開催された

くり活動に参加している。

ングでほぼ全員が地域外

く、高校生は進学のタイミ

大学に通学するのは難し

組んでいます。この地域は

て柏原に来て研究に取り

「学生は授業の１つとし

していくことができる、と

画が生まれ、１つ１つ形に

んがやって来て、新しい企

しては毎年新たな学生さ

１年間だけですが、地域と

柏原との関わりは授業の

準備を進めている。

いう事業が計画され、現在

で彩る「かいばらいと」と

ジェクションマッピング

の街をキャンドルやプロ

度の織田まつりでは、柏原

学生の企画により、今年

〈下段〉柏原藩陣屋跡はライトアップされ、幻想的な

いうことがメリットだと

一面に広がる。

へ出ていってしまいます。

めての取り組み。関学生が作った映像が黎明館の外壁

思っています。
」

〈上段・中段〉プロジェクションマッピングは今回初

大学生が若い視点から企

お 店 な ど を 英 語 で 紹 介 し て い る 「 Delicious

画をしてくれるので非常

Holiday」。

に助かっています。また、
地域の方も学生に声をか
けるなど交流も生まれ、す
柏原の荻野代

関西学院大学生が作成した、柏原城下町の名所や

4

柏原自治協議会・（株）まちづくり柏原・観光まちづくりの会

ごくいい流れができてい
ます。
」と

柏原案内パンフレットを

年は外国の方用に英語の

組んでもらっています。昨

伝え、趣旨を理解して取り

品にしてほしいと希望を

「地域に役立つ企画や製

というシステムが特徴だ。

陣が授業でサポートする

考え、その取り組みを教授

も要望を出し、学生自身が

この事業は地域側から

表はにこやかに話す。

TMO

作りました。個々の学生の
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〈上段〉柏原高校の門の「あいさつで言葉と心を届けよう」の看板。取材時も出会った高校生

21

は、地域をフィールドとし
て研究をしており、まちづ
くり団体のメンバーが講
師として招かれるなど高
校生との関わりが深まり、
イベントに高校生が露店
を出店するなど、嬉しい展
開となっている。

TMO

自主的に会場清掃活動に協力していた。

雰囲気に。

連携の強さと
スピーディな決断
力が強み
「高校生や大学生と地
域を結ぶ活動で成果が出
ているのは、学校の協力は
もちろん、地域団体の連携
柏原の荻

がしっかりと出来ている
からです。
」と
野代表は語る。
「ボランティアの話が

にいるので、すぐに協力を

会や関係団体（者）が身近

から申し出があれば、協議
とかどうか」を判断基準と

「柏原をより良くするこ

備を即決でおこなった。

し『こういうことをしたい』

ントを見ていろいろ勉強

行っています。様々なイベ

なって楽しめる地域イベ

や性別を問わず一緒に

乗効果を生んでいる。世代

して参加するといった相

持ちがこもる。

というイメージを膨らま

このイベントは、女性だ

してスピーディに新しい

また、女性が主体となる

けでなく子どもたちも一

お願いすることができる。

新イベント「雛めぐり」も

緒にイベントの手伝いを

ントをこれからも続けて

来年３月に本格実施の予

せ、すぐ行動してくれてい

柏原のまちづくりに関

定である。今年４月には、

取り組みが進められてい

わる団体の強みは、どの事

地元の商店街のイベント

人脈、繋がりの強さがここ

業も常にメンバーとして

と合わせて試験的にプレ

〈下段〉展示会場の様子。女性を含

いきたい、と西垣会長の気

サポートし、団体の枠を越

イベントを開催したが、と

る絵画も一緒に展示。

ますよ。」

えて課題や情報の共有が

ても好評で、地域の女性が

の展示のほか、地元の幼稚園児によ

る。

密にできていることと、決

いきいきと参加している

「男性主体が多かった

さま展示の一部。各時代のお雛さま

で活かされています。メン

断のスピードの速さだと

姿がとても印象的だった

ちづくりの会と一緒に、地

ので、以前から女性の活躍

と同日開催で行った。
〈上段左〉お雛

バーそれぞれが個々で繋

今回お話をうかがった

と協議会の西垣会長は話

域の子どもたちにバラの

の場を作りたいな、という

ト。商店街主催の「100 円笑店街」

がっていますから。
」

方々は口を揃える。

苗を贈る活動を進めてい

思いがありました。『女子

す。

る。柏原に対する愛着やふ

力』というエネルギーを地

協議会では昨年からま

るさと意識をもってもら

域に繋げたかったのです。
プレイベント後、女性の意

えば、との考えからだ。
これからもこの活動を

欲がさらに高まり、率先し
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活動報告を見ていた。大学生の活動に対する関心の高さがうか

聞きたい、祭りについて調

柏 原 はバ

続 け る ため 、

て他地域の視察などを

〈上段右〉
「雛めぐり」のパンフレッ

5

柏原自治協議会・（株）まちづくり柏原・観光まちづくりの会

活動を掲示しており、スタジオ前を通る住民、観光客が熱心に

査したい、団体の組織につ

ラを育てるための土地整

め多くの方が来場した。

地域内の一角にある拠点施設「柏原スタジオ」。軒先には日頃の

いて話が聞きたい、と学生

TMO

TMO

がえる。

「柏原をより良く
したい」人や団体の
繋がりを活かす

それぞれの団体の事業

内容は異なるが、「柏原の

ために活動する」という思

いは共通だ。団体の枠を越

えて積極的に取り組む柏

原だからこそ、前例踏襲で

はなく新たな活動が生ま

れ 成 果に つな がっ て い る 。

協議会の西垣会長は、活

動に対する思いをこう話

してくれた。「私は長年の

サラリーマン生活で故郷

を離れており、地域づくり

についてあまり知らな

かったから、思い切って活

動を進められたのかもし

れません。色々な課題を先

送りにせず、１つ１つ進め

ていくことが必要だと感

じています。
」

「やって失敗したの

だったら仕様がない。待ち

の姿勢でいるよりも、動く

ことが大事。動くことで人

が集まり、いろんな考えも

出てきて、賑わいが生まれ

ます。地域の活力となるし

かけ作りをこれからも継

続していきたいです。
」

強い絆を礎に、若者や女

性の清新な力を集結し

『よりよい柏原。元気な柏

原を実現する。
』

という未来を見据えた

年９月５日）

リーダー達の挑戦は続い

ている。

（取材日

平成
29

柏原自治協議会・(株)まちづくり柏原・観光まちづくりの会の活動ポイント
Point 1

団体の繋がり、人の繋がりを活かして互いにサポートしている

Point 2

リーダーがビジネス感覚をもって地域づくり活動をしている

Point 3 「柏原のためになる」と判断するスピードが速く、行動するスピードも速い

さまざまな活動の先にイメージする〝これからの柏原〟

観光まちづくりの会
植木 総務企画部長

(株)まちづくり柏原
荻野 代表

柏原自治協議会
山中 事務局長

柏原自治協議会
西垣 会長

“農産物の美味しさ”“豊
かな自然に囲まれた暮ら
し”
。良いところを PR して、
人口が増えること。

若い世代に継いでもらう
ような働きかけができる
こと。まちづくりを担って
いるというステータスを
今後も持ち続けてもらう
こと。

①住民が共に協力しあい、
安心安全な地域であるこ
と。②歴史と伝統を大切に
し、心豊かな人々の地域で
あること。③活発な交流広
場であること。

柏原の土地や歴史などの
地域資源を活かした集客
で、多くの人が集まるこ
と。交流・定住人口が増え
て賑わうこと。

柏原自治協議会・（株）まちづくり柏原・観光まちづくりの会
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