る斑鳩寺の参拝者が減り

「斑鳩ふるさとまちづ

斑鳩地区は、太子町の西

た門前町として栄え、街道

くり協議会」は、斑鳩寺を

つつあることが課題と

に沿って本陣が置かれる

はじめとした地域の歴史

北端に位置し、聖徳太子ゆ

など、宿場町として発展し

資産を活かしたまちづく

なっていた。

た地である。もともと盛ん

りに取り組むことを目的

かりの斑鳩寺を中心とし

であった農業に加え、近年

に平成

年に設立された

は工場の進出により工業

景観形成地区指定に向

団体だ。

公益施設が立地するなど、

けた取り組みから始まり、

化や住宅地化も進み、公共

住環境も整った地域と

点として、様々な地域活動

現在も「和らぎ広場」を拠

しかし一方で、急速な都

を積極的に展開している。

なっている。

20

市化により、この地のシン

ボルである斑鳩寺を中心

とした町並みが失われつ

つあること、また、伝統あ
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太子町斑鳩（
いかるが）
地区：斑鳩ふるさとまちづくり協議会

コーンを大喜び。）
〈下段左〉斑鳩小学校に展示されている、４年生からのメッセージ。総合学習などで

の関わりから、子どもたちは協議会を身近に感じているようだ。

1

斑鳩ふるさとまちづくり協議会

「お太子さん」のもと「人の和と絆」を大切に

や甘酒を販売するなど、賑わいの創出に一役かっている。（下段右も同様。園児達はふるまいのポップ

住民皆で地域を盛り上げる
〈上段〉景観形成地区の模範建造物となっている町屋風の拠点「和らぎ広場」。拠点前でポップコーン

斑鳩地区の特徴
太子町の西北端に位置
する斑鳩地区。７世紀に播
磨の国鵤（いかるが）の荘
となり、推古天皇時代、聖
徳太子に贈られた播磨の
国の水田は「法隆寺領播磨
国鵤荘」へと発展、政所と

りつつあることを憂い、歴

事への参拝者・参加者が減

古くから行われていた行
地区の『景観形成地区』指

会が取り組んだのは、斑鳩

設立当初、真っ先に協議

かった。何度も検討を重ね、

解を得ることは出来な

の声も多く、すんなりと了

ぎるガイドラインに反対

り組んでいる。

や、花回廊の整備などに取

変貌し、古き良き町並みが

の旧家がどんどん減って

前町の風情を漂わす町屋

るものの建替えが進み、門

地域の歴史的施設は残

着 地 点 を 見 出 し 、平 成

観の修景を進めるという

基準を適用することで景

慮するといった緩やかな

に建物の形態と、色彩に配

現在の建物を建替える際

下、広場）。もともと斑鳩

れた拠点「和らぎ広場」
（以

の模範建造物として生ま

景観形成への取り組み

ドラインの創設に取り組

惧した協議会は、景観ガイ

現在も斑鳩寺参道への案

た。「まちづくり部」では

年には念願の指定を受け

が交流する広場として活

協議会の拠点となり、住民

物は、町屋風に改修されて

地区の自治会館だった建

なくなっていくことを危

活動拠点「和らぎ広場」

定に向けた活動だった。

史的景観を活かした地域
づくりに取り組んでいる
団体がある。

年に発足した斑

斑鳩ふるさと
まちづくり協議会
平成

んだ。

ペースも協議会で整備。季

ともに斑鳩寺が建立され
た。斑鳩寺を中心とした門
前町として栄え、江戸時代
鳩ふるさとまちづくり協

節ごとに様々な植栽を行っ

には龍野街道付近や西国

25

〈下段〉斑鳩寺の門前ス

用されている。

の案内図が載っている。

内図を含めた道標の設置

各自治会からは厳しす

点字表記も加えた、現在地

議会（以下、協議会）は、

置している道標。上部には

の自治

〈中下段〉現在 15 カ所に設

斑鳩地区にある

れた住居。

街道に沿って本陣が置か

である和風な建物を取り入

に
〈中上段〉景観形成の基準

会長や、自治会長

より運営がなされており、

熱心な議論が続いた。

れたことから、宿場町とし
て発展した地である。

『斑鳩の文化・歴史的景
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名。

農業に加え、近年は工場の

観を生かしながら、住んで

町の今後のあり方について

2

斑鳩ふるさとまちづくり協議会

現在メンバーは

進出や、太子町役場・文化

良かったと思える、明るく

ている。

もともと盛んであった

会館が立地したことによ

住み良い・安全安心な町に
なる取組み』 をテーマに
「総務部」「ふれあい部」
「イベント部」「まちづく
り部」の４部体制で、それ
ぞれ部長や理事が中心と
なってさまざまな活動に
取り組んでいる。

検討中の会議の様子。わが

O
B

11
44

り宅地開発が進み、新住民
の方も多く住まう地区と
なっている。太子町の中心
地区として発展していく
中で、伝統ある斑鳩寺を中
心とした町並みが失われ
つつあり、さらに斑鳩寺で

〈上段〉景観形成について

20

自治会の会議はもちろん

教室や和紙の連鶴教室、フ

主な用途としては、ヨガ

問はにこやかに話す。

のこと、ふれあいサロンや、

ラダンス・ウクレレ教室、

地区内の各種団体・近隣

各種教室への貸しスペー

リフレ体操など。老若男女
問わず参加ができ、とても

スとして提供。
「現在は、ほぼ埋まって

金もかなり安く設定し、当

用いただければと思い、料

売、２階のギャラリーでは

ペースでは地元野菜の販

教室以外にも、広場前ス

好評を得ている。

初から変更していません。

幼稚園や小学校の絵画の

いる状況ですね。地域で活

特に利用を呼びかけたと

に立ち寄れる場を見事に

展示など、地域の方が気軽

コミで利用者が増えまし

生み出している。

いうことはなく、すべて口
た。」と協議会の久保田顧

月・金を除く週５回の野菜販売はその時期により店頭にならぶものが異な

り、新鮮野菜を目当てに広場に来る方も多い。また、中庭にはイベントに

業だ。
運営する『

域の子育て支援を目的に

ランメンバーが集まり、地

幼稚園に勤めていたベテ

スマイルキッズ）は、以前

スマイルキッズ』（以下、

法人

を入れているのが託児事

この広場で現在特に力

地域団体と協働①
子育て支援

さんの似顔絵展」。保護者で賑わった。〈下段〉和らぎ広場前の野菜販売。

設立。この広場の存在を知

り利用することとなった。

支援に積極的に参加して

サポートする形で子育て

ところなどを女性目線で

など管理が行き届かない

いないため、広場の水回り

も、現在女性のメンバーが

キッズが協働し、綿菓子・

では、協議会とスマイル

子春会式（はるえしき）」

（なつえしき）」
「斑鳩寺太

特に、「斑鳩寺太子夏会式

トへ積極的に参加し出店。

や、県や町が主催のイベン

自治会主催のイベント

ている。

か、企画・運営にも携わっ

のイベントに参加するほ

協議会は地域の数多く

地域団体と協働②
イベントを通じた
繋がり

いる。

スマイルキッズの小西

理事長は「協議会がきちん

と管理している広場を

使って託児を行うことで、

親御さんたちはとても安

心して利用いただいてい

ます。小さいお子様を預か

るとなると、安全・安心と

いうことが一番大事です。」

「毎日協議会の方が顔を

出されますし、地域の皆さ

んの活動の認識度も高い
です。」と微笑む。

協議会の北川会長・田中

サポートいただいて、とて

ポップコーン・飴の販売の

副会長も「私たちにとって

も助かっています。」と満

ほか、スーパーボールすく

ら年始にかけて斑鳩寺周

た、冬のクリスマス時期か

との交流を図っている。ま

じめ、斑鳩寺に参拝する方

いを出店し、地域の方をは

面の笑顔。

協議会は、夏には竹の水

鉄砲を子どもたちに教え

たり、冬のクリスマス会で

はサンタクロースに扮す

るなど、スマイルキッズを
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3

斑鳩ふるさとまちづくり協議会

〈上段〉ヨガ教室の様子。〈中段〉２階のギャラリーで展示された「お父

N
P
O

応じて、地元の方がくつろげるスペースも用意されている。

と協力し、彼らが主催する
議会とは当初接点はな

代 が主力の協

バーで構成された団体だ。

て「お太子さんのためなら」

な存在であり、世代を超え

地域が１つになる象徴的

て『お太子さん』と呼ぶ。

合学習に関わるなど、子ど

年生から６年生までの総

講師として協力。現在は３

と文化についての学習に

年生には斑鳩地区の歴史

）

ナイト斑鳩」のイルミネー
のハンドメイド市「おたい
かったが、地域をともに支

というキーワードのもと

もたちと地域を繋げる取

』（以下、たいしの

ションは、毎年協議会メン
しマルシェ」への出店や運
える団体であり、斑鳩寺の

一緒に協力しあえる絆が

辺で行われる「キャンドル

バーのお手製のもので、参
営 サ ポー トも 行っ て い る 。

ご住職の紹介等をきっか

り組みを積極的に実施し

代～

拝者へのおもてなしとし
は、
「お太

この地にはある。

たいしの

けに繋がりができ、協力体

て、ぜんざいや甘酒をふる
子さんを盛り上げよう」と

まっている。

は協議会と子どもたちに

斑鳩小学校の茂末先生

ている。

制が整いつつある。
の松浦氏

いう思いで集まった子育
たいし の

はこう話す。「協議会が快

現できなかったことが実

げで、我々だけだったら実

も積極的に取り組んでい

など学校機関との連携に

協議会は、小学校や高校

合学習を通じて、子どもた

す機会がないようです。総

かお家で地域のことを話

が増えているため、なかな

ついてこう話す。「核家族

施できています。世代を超

る。地域活動が盛んと知ら

ちが協議会の方と顔見知

地域の良さを
伝える

えて協力し合える関係で

れており、いろんな協力要

く協力してくださるおか

あることがとても心強い

りとなり、楽しみながら地
お太子さんを盛り上げて

田中副会長も「若い方が

てフィールドワークに取

地域活性化体験講座とし

西播磨の高校５校から、

声を掛け合う関係ができ

域のことを学んでいます。

請がある。

いるんだったら、協力しよ

り組む生徒を受け入れ、斑
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です。
」

うと思いました。人との繋

鳩地区周辺の営農・商工業

について体験を含めた授

がりは大切ですからね。」
と応える。

近年は地元の斑鳩小学校

業の一端を担った。また、
太子町の方は斑鳩寺のこ

と連携し総合学習として、

斑鳩地区の方をはじめ、
と、また斑鳩寺で行われて

３年生には田植え実習、４

斑鳩について調べ学習をした内容を発

4

斑鳩ふるさとまちづくり協議会

80

いる会式を、親しみを込め

表する斑鳩小学校の４年生の様子。

60

A
て世代を中心としたメン

が斑鳩寺境内に並び、お堂では地元の高校生による催し物も開催。

W
A

W
A

W
A
〈上段〉キャンドルナイト斑鳩 2018 の様子。〈下段〉おたいしマルシェの様子。約 50 の店舗

さらに、地域団体『斑鳩
寺 遊 び 社中 ・ たい し の
W

地域のためになることを、率先して実行・協力する体制づくりが出来ている
Point 3

未来を担う子どもたちと積極的に関わることを意識している

校との連携や関わりを通

Point 2

ているということもあり
町」意識が高まっているこ

地域の方が集まりやすい場にするための企画づくりを意識している

じて、子どもたちの「わが

地域づくり活動を進め
とを少しずつ実感してい

Point 1

がたく思っています。
」
る上での心得をお聞きし
る協議会。
次に取り組むべき課題

た。協議会の久保田顧問は
「リーダーが一番の要で
参画」が挙がっている。た

として、「女性や若者層の

いれば、どんなこともでき
だ、他の団体や各機関との

すね。地域にリーダーさえ
ます。」とお答えいただい
繋がりを大切にしている

化や歴史を現在の子ども

た。北川会長は「私自身が

きていると思います。自治

たちに伝えることが、地域

協議会の力を持ってすれ

会にご協力いただくこと

の賑わいへと繋がるとい

連合自治会の会長も兼任

も多くあります。」とのこ

う思いを絆に、発展を着実

ば、課題が成功へと変わる

と。窓口として各団体を繋

に進める協議会の挑戦は

していますので、各自治会

いでいる田中副会長は「や

続く。
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日も遠くないと感じる。文

はり人づくりが一番大切

（取材日
16

たいしの WA
松浦 氏

NPO 法人スマイルキッズ
小西 理事長

斑鳩ふるさとまちづくり協議会
田中 副会長

斑鳩ふるさとまちづくり協議会
北川 会長

斑鳩寺という心のよりど
ころがある地域。自身が体
験した斑鳩寺のかつての
活気を子どもたちに伝え
たい。

斑鳩地区の人の暖かさ。託
児施設を快く受け入れて
「子どもの声が聞こえて
いいね」と言ってくださる
地域。

人の繋がりが感じられる
地域。自身の子ども時代の
斑鳩寺で遊んだ思い出を
今の子どもたちに伝えた
い。

多彩な地域資源。斑鳩寺が
中心の斑鳩地区なので、お
寺の活気が斑鳩校区をは
じめ太子町全体の活気へ
と繋がる。

5

斑鳩ふるさとまちづくり協議会

との連携はしっかりとで

だと思います。人との繋が

日）

平成

年２月

りは宝です。また、地域の
子どもたちも宝ですね。」
と微笑む。
以前は、斑鳩に住んでい
ても、斑鳩のことを知らな
い子どもたちが多かった
という。しかし、現在は学

30

斑鳩ふるさとまちづくり協議会の活動ポイント

地域づくり活動に関わる方々が感じる〝斑鳩の魅力〟

