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はじめに  

 

播磨地方は瀬戸内海に注ぐ揖保川、千種川、加古川などの河川が形成する肥沃な播磨平野と温

暖な気候に恵まれており、佐用町平福は播磨の西を流れる千種川の支流佐用川の中流域に位置し

ている山間の集落です。佐用川に沿って街道の両側に町家が建ち並んでおり、かつての利神城の

城下町や因播街道の宿場町として栄え、現在でも歴史的な景観を有する建造物が残るところです。

町並みは、建築物の配置により屋根の向きが川端に向かって平（ひら）面を見せたり、妻面を見

せたりと変化に富んでおり、地元住民と行政は一体となって保存に努めています。 
 

兵庫県「景観の形成等に関する条例」は、兵庫県が持つ恵まれた自然と歴史と調和した美しい

まちなみや風景を創造又は保全し、魅力ある景観の形成をはかることを目的としています。この

条例に基づいて、地域の景観の形成に重要な役割を果たしている建造物または樹木を景観形成重

要建造物として指定しています。 

佐用町平福では、その南部の南新町に位置する民家 3棟を景観形成重要建造物として平成 18

年 4月 1日に指定しています。この民家 3棟は、江戸時代後期の建築物で、街道沿いに白漆喰塗

り、焼板張りで格子戸、虫籠窓の景観を見せ、佐用川沿いには、赤茶色の土蔵の景観となってい

ます。 

  

平成 21年の台風 9号により、多くの建物が浸水被害を受け、地区内に存在する景観形成重要

建造物 3棟もまた大きな被害を受けました。被災により同地区の歴史的な町なみが急速に失われ

る懸念があり、今後、景観形成重要建造物に指定されている建造物や歴史的景観を有する建造物

が空家となり活用されない場合には、その保全が危惧されるところです。 

以上のことから、今般、歴史的建造物の活用保存を目的として住民と行政が共に考え、平福に

適した町家等の活用保全について、今後の実施方策を検討しました。 
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１．事業の概要 

 
１－１ 事業名称 参画と協働による歴史的景観保存の推進（平福）事業 
 
１－２ 事業目的 平福地区は、現在でも大正期以前の歴史的建造物が残る風光明媚な地であり、県

の景観条例に基づく歴史的けいかんを形成地区指定についても、地元とともに取

り組んでいる。 
しかしながら、景観形成重要建造物に指定される建築物や、歴史的景観を有する

建造物が空き家となり、活用されない場合には、その保全が危惧される。 
よって歴史的建造物の活用保存策について、地元と行政が共に考え、今後の活用

保存の方策を検討するものである。 
 
１－３ 対象とする建造物の名称  瓜生原恒男家住宅 
 
１－４ 検討対象とする建造物の所在地  兵庫県佐用町平福 
 
１－５ 受託期間   平成 22 年 7 月 8 日 ～ 平成 23 年 2 月 28 日 
 
１－６ 事業内容 瓜生原恒男家住宅の利活用に向けて、地元住民の総意としてこの建物を地域にど

のように利活用したいのか、またその意志はあるのか。事業を通じて、管理や運

営方法などを具体的なイメージとして構築し、継続して活用していくことで歴史

的景観を保存し、或いは推進していくため検討する。 
学識経験者の講演や平福まちづくり会の構成メンバーを中心にした、県内におけ

る歴史的建造物の活用事例見学を実施する。見学先での講演、意見交換をおこな

い先進地域の事例を学ぶ。それらを背景に検討会やワークショップを実施、住民

主体の町屋保存策の提案を整理し、取りまとめるものとする。 
 
１－７ 事業経過 平成 22 年 7 月 28 日（水）７月度平福まちづくり会定例会議に、コンサルタン

ト事務所がオブザーバー参加し、8月から実施する事業の今後のスケジュールを

説明。 

 

平成 22 年 8月 26日（木）たつの市御津町室津を「嶋屋」友の会事務局長柏山泰

訓氏の案内で「八朔のひなまつり」と町並みを見学。午後から、国立明石高等専

門学校八木雅夫教授の講演及び室津を活かす会会長で自治会長の大西正清氏、柏

山泰訓氏の講演ののち意見交換を行う。 

 
平成 22 年 9 月 7 日（火）平福まちづくりセンターにおいて、国立明石高等専門

学校八木雅夫教授から室津の再評価と平福の今後の課題についての講演。その後

平福の再発見（お宝）やどう活かすかについて意見交換し、検討会の方針等を確

認した。 
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平成 22 年 10 月 31 日（日）篠山市篠山町河原町鳳凰会館において、篠山市副市

長であり一般社団法人ノオト代表の金野幸男氏と、古民家再生プロジェクトにか

かわる建築家才本謙二氏による古民家再生の事例紹介や手法の講演を聴く。午後

からは篠山城周辺の改修事例の町屋を見学した。 
 

平成 22 年 11 月 28 日（日）朝来市生野町口銀屋「まちづくり工房井筒屋」にお

いて、井筒屋運営委員会（指定管理者）中井武四代表に井筒屋の監理運営につい

て、“いくの銀谷（かなや）工房”斉藤敬子代表に井筒屋を利用した活動につい

ての講演を聴いた。午後からは中井代表の案内で口銀屋の見学を行う。 
 

平成 22 年 12 月 8 日（水）事例見学をとおしてと題し、アトリエフォルム吉田

が、第 2 回講演の国立明石高等専門学校八木雅夫教授の講演内容の再確認をし、

引き続き室津、篠山、生野を画像で振り返るとともに、鞆の浦、龍野、平福、高

砂の町並みや祭りについての報告と六日町市における大地の芸術祭と瀬戸内芸

術祭を紹介。 
 

平成 23 年 1 月 19 日（水）瓜生原恒男家住宅の利用形態を考えると題してワー

クショップを開催。平福の未来像を考えるアンケートや平福の名物、平福のここ

が好きや嫌いなどのポストイット、ＫＪ用紙などを用いて抽出。４班に分かれて

瓜生原恒男家住宅の利活用に向けてＡ１版平面図をもとにアイデアをまとめ発

表した。 
 

平成 23 年 2 月 16 日（水）第 6 回ワークショップで提案された４つのアイデア

を図面化して参加者に提示。広く提案された計画案の整合及び集約を図った。 
 
 
 
 
 
 
 
２．総 論 

 
２－１ 住民の平福への思い 

この度の事業のワークショップに参加した過半（56％）の人は平福に生まれ平

福に育ち今日に至っている。他の人（44%）は平福以外で生まれて、現在平福に

住まれている。大多数の人が、平福に在る歴史的な景観や建物を後世に繋ぎたい

と思っており、平福に多くの課題が存在することも認識しつつ、いつまでも平福

に住み続けたいと思っている。このことは住民がこよなく平福に愛着をもって

日々の生活を営んでいることに他ならない。 
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２－２ 平福のお宝と特産物 

平福には身近に山野があり町に沿って川が流れている。風光明媚な土地柄は地域

に住まう人の自慢である。中でも佐用川の低水護岸に見る石垣と川端の土蔵のあ

る古民家が連なる風景は利神城址と相俟って、誇りともいえるものである。 
また、田畑や山で収穫できるものの代表として自然薯が挙げられるがその他にも

米・野菜・花や果実、良質の山菜が採れる。山には猪や鹿などの獣肉、川には鮎

やうなぎ、シジミや沢ガニスッポンなど多種多彩な収穫がある。 
 

２－３ 地域資源としての瓜生原恒男家住宅 

平福の北新町には天明 3 年（1783 年）に建てられた町屋が最も古いとされ、同

年代の建物もこれ以外に確認されています。南新町にある瓜生原家は享保年間

（1716 年～）に津山から移り住み、吹屋の屋号で鋳物業を営んでいた瓜生原恒

男家住宅は、文化 7 年（1810 年）に建てられていることが知られている。 
この町屋の分家である瓜生原二郎家住宅は本家より以前に建設されたとされて

いる。このように平福の歴史的建造物を語る上で、江戸期の現存している数少な

い建物のうちの一つである。 
瓜生原二郎家住宅、瓜生原恒男家住宅と南に位置する前川信一家住宅が平成 17
年に兵庫県の景観形成重要建造物に指定されています。 

 
２－４ 住民構想 

この事業における検討会や事例見学会、講演やワークショップを通じて瓜生原恒

男家住宅の活用をするアイデアが列挙される中で、基本的なことが確認された。 
 

一番目は、外から平福を訪れてくれた人をもてなす場として利活用する。 
二番目に、住民がいつでも談笑できる集いの場とする。 
三番目は、運営は地元において行い外部の手に委ねない。 
四番目は、生業であった鋳物に関する展示を通して瓜生原家の歴史を伝える。 
五番目に、建物の修復を住民みずからが協働し、できることから始める。 

 
平福における地域力を高め、住民が住みたい町住み続けたい町を実現するには、

住民主体のまちづくりが求められる。地域の資源を掘り起こし、見つめ直して活

用する。地元にいては当たり前過ぎて気付かないこと、見えないことがある。 
外部からの視線で地域の資産を掘り起こし再認識し評価できる。 
平福を訪れた人が町を散策しても“道の駅ひらふく”以外に休息できる所が無い、

もてなす場所が無いとの強い思いが存在する。 
依って住民自らが主体となり、瓜生原恒男家住宅という今は空き家の歴史的建造

物の利活用し、管理運営していくことを切望している。 
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３．瓜生原恒男家住宅       

 
３－１ 建物概要 

 

 

敷 地 面 積      ４０６．３６ ㎡ 

 

延べ床面積      ３５３．８１ ㎡ 

 

主 屋  構造 木造厨子２階建て 

     １階床面積 １３４．８９ ㎡ 

     ２階床面積  ５５．３７ ㎡ 

     延べ床面積 １９０．２６ ㎡ 

      

屋根：桟瓦葺き 

     外壁：腰一部横板張り／上部土塗り壁 

 

下 蔵  構造 木造平屋建て 

     １階床面積  ４５．１３ ㎡ 

     延べ床面積  ４５．１３ ㎡ 

      

屋根：桟瓦葺き 

     外壁：縦板張り／上部土塗り壁 

 

川座敷  構造 木造平屋建て 

     １階床面積  ３７．８８ ㎡ 

     延べ床面積  ３７．８８ ㎡ 

      

屋根：桟瓦葺き 

     外壁：縦板張り 

 

土 蔵  構造 木造 2階建て 

     １階床面積  ４７．６３ ㎡ 

     ２階床面積  ３２．９１ ㎡ 

     延べ床面積  ８０．５４ ㎡ 

      

屋根：本瓦葺き／一部桟瓦葺き 

     外壁：土塗り壁 
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３－２ 現況配置・１階平面図 
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３－３ 現況２階平面図 
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３－４ 現況立面図 
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４．事例視察報告と事例紹介 

４－１ 実施一覧 

回数・時期 場所 講師 目的・概要 

予 定 日 

７月 22 年７月 22 日

（木） 

平福 － 平福まちづくり会・県・佐用町と

事業内容の検討と日程調整 

22 年７月 28 日 

（水） 

平福地域福祉セン

ター 

－ 

 

 

 

8 月 

第 1回 取組事例見学 

八朔ひなまつり 

八木 雅夫 

明石高専教授 

室津（たつの市）では古くから八

朔（旧暦８月１日）にひな祭りを

行う習慣があった 

22 年 8 月 26 日 

（木） 

たつの市 

御津町室津 

室津センター 

大西 正清 

室津センター指定管理者 

柏山 泰訓 

嶋屋友の会事務局長 

たつの市立御津町室津海駅館を拠

点とした文化活動を通して文化に

よって町づくりを目的とする会 

 

 

9 月 

第２回 講演と意見交換 八木雅夫 

明石高専教授 

平福の地域資源をどうとらえる

か？ 

22 年 9 月７日

（火） 

平福地域福祉セン

ター 

進行 アトリエフォルム 

吉田文男 

生活文化・観光・交通・歴史的建

造物 河川整備（低水護岸・石垣） 

10 月 第３回 取組事例と見学 古民家再生プロジェクト 

才本謙二 

伝統的な町並み保存を目指しての

活動事例を見学 

22 年 10 月 31 日

（日） 

篠山市 一般社団法人ノオト 

代表 金野幸雄 

古民家の活用と支援について 

第三セクター 副市長から説明 

11 月 

 

第４回 朝来市生野町 井筒屋運営委員会 

中井武四代表 

井筒屋の造られた経緯と、指定管

理者として管理運営について 

22 年 11 月 28 日

（日） 

生野まちづくり工

房井筒屋 

いくの銀谷工房 

斉藤敬子代表 

江戸時代の郷宿「井筒屋」を現代

に活かす試み 

 

12 月 

第５回 八木教授の講演内

容の再確認 

アトリエフォルム 

吉田文男 

事例見学と講演を振り返る。画像

で見る事例見学 

22 年 12 月 28 日

（日） 

平福地域福祉セン

ター 

アトリエフォルム 

吉田文男 

室津/篠山/生野/鞆の浦/龍野/平

福/高砂/大地＆瀬戸内芸術祭 

 

1 月 

第６回 ワークショップ アトリエフォルム  

吉田文男 

瓜生原恒男家住宅利活用について

考える 

23 年 1 月 19 日

（水） 

平福地域福祉セン

ター 

アトリエフォルム 

吉田文男 

 

2 月 第７回 各班の計画案を図

面で説明。 

アトリエフォルム 

吉田文男 

計画案の整合及び意見の集約 

23 年 2 月 16 日

（水） 

平福地域福祉セン

ター 

アトリエフォルム 

吉田文男 

報告書作成に向けての構想を確認 
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４－２ 第１回 室津 

 

八朔のひなまつりと海駅館/室津センター見学 

                           

開催日：平成 22 年 8 月 26 日（木）午前 10 時 15 分～16 時 00 分（現地） 
場 所：午前、海駅館・民俗館・八朔ひなまつり各会場・賀茂神社 
    午後、室津センター 
講 師：八木先生、大西正清 自治会長、柏山泰訓 事務局長 
参加者：原田会長、平福まちづくり会のみなさま 
    兵庫県：藤原課長、石井主任 
    アトリエフォルム：吉田、増田、関戸 
 
４－２－１．八朔ひなまつりと室津の町をめぐる 案内：柏山事務局長 

   
柏山氏は、30 数年にわたり室津の町づくりにか

かわっている。室津は平福と同様に、昔は宿場

町であった。町を案内する場合、訪れた人にも

のすごく良いところに来たんだということを、

アピールすることが大事である。そのためには

物語性が必要で、訪れた人にストーリーのある

案内をすることを、私は心がけている。 
室津の八朔のひなまつりは、歴史あるまつりで

ある。永禄 9 年の話で、お姫さまが婚礼の日に夜襲にあい、非業の死を遂げたことに

由来している。 
室津の港は、1300 年の歴史ある港である。奈良時代から地域の主要なとまりであった。

昔の町が、そのまま残っていることを、来られた人にアピールしている。 
瀬戸内海は潮の干満があり、以前室津港には階段状の船着場である雁木があった。今

では、雁木が取り払われて、車が通行できるように港が整備されてしまった。昔の景

観が失われている。 
 

海駅館の説明 
この海駅館は、２年掛けて資料館として整備さ

れた。もとは嶋屋という屋号で廻船業を営む豪

商の建物であった。展示物はそれぞれに工夫を

こらしている。私達は展示物の製作費を安くあ

げるための工夫とし、依頼者に粘り強く交渉し

ていろんなことを教えてもらった。学校の先生

の場合、事務所を通すより学校を通して依頼し

た。模型の場合も会社を通さず、時間はかかる

が個人に直接頼んだ。 
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説明を受けた主要な展示物は下記のとおり。 
・ 羽鰊（にしんの骨の部分）の展示 
・ 本陣肥後屋の模型（６件あった本陣のひとつ） 
・ 大名料理の展示 
・ オランダ医師ケンベルの本（江戸参府を基に日本紹介） 
・ 朝鮮通信使の行列及び料理の展示 

       ・2 階は研修・企画展のスペース 
旧嶋屋の建物の特徴として、1 階を低く押えて 2 階でゆとりのある座敷を構える。 
文化財として、歴史を残す貴重な建物である。古いだけが文化財でない。 
外からは 2 階が大きく見えない工夫がされている。 

八朔のひなまつり見学 
玄関にぼんぼりを吊るした家は、中に入って

自由におひなさんと飾りつけを見せてもらえ

る。内容はそれぞれに工夫されている。今回

から休憩所が設けられた。個人のガレージを

借り切って、飾りつけして誰でも休憩できる

スペースとしている。 
 

その他施設の見学 
室津民俗館：江戸期の脇本陣で、今は資料館となっているが当初建物を残すのが主目

的であった。 
賀茂神社：表門に馬足の龍の彫り物、境内を隔てての本殿と拝殿が対峙して配置され

ている。 
港出入船の番所跡 

 
２．嶋屋友の会取り組み事例紹介／室津の景観整備／室津センター運営〈室津センター2 階和室〉 
 

２－Ａ .嶋屋友の会取り組み事例紹介   柏山泰訓 嶋屋友の会事務局長 
         

これまで、大西自治会長と柏山事務局長で室津

のまちづくりに取り組む。 
海、山のオープンスペースのつくり方には、３

つの視点がある。  
       ・ 海からの低い目線で見る 
       ・ 山からの高い目線で見る 
       ・ 通常の目線で見る 

以上の３つの視点があるが、目線が変えるとス

ペースが違った形に見えてくる。 
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室津の町づくりの取り組み 
① 「室津を活かす会」は、住民のみで運営

する会で、20 年の歴史がある。 
八朔のひなまつり等の行事を、住民の力

でもりあげている。自治会 4 区からなり、

伝統にこだわる活動を展開している。 
② 「嶋屋友の会」は、全国ネットの会で、

海駅館ができた時に発足して 11 年が経

過する。 
会員になると、会報誌「むろのつ」と友の会だよりがもらえる。 
まちづくりは最低 4 人いれば可能である。 
参加者感想 歩いて見てまわれる楽しい町である。駐車場が目に付かなかった。 
八朔のひなまつりのねらいは、1～2 時間で帰る町の訪問客が、地図をもって歩いても

らい、食事してお茶を飲んで半日は滞在してもらうところにある。町にとっては少し

でもお金を落としてもらえる。 
 

参加者の声 
・ ぼんぼりが目印になって、休憩所の設置もある。 
・ 空家を埋める努力、道路も狭い。休憩所ができたのはひとつ進歩である。 
・ 平福では住民が高齢化して、生活ができな

いので若者が減っている。どうにかして町

を活性化する取り組みが必要ではないか。 
・ 町づくりに住民をいかに巻き込んでいくか

を考え、当初どちらでもよい人を参加する

ようにどのようにもっていくか工夫して

いる。ひなまつりは、当初 11 軒しか参加

がなかったが、今では 30 軒まで増やすこ

とができた。 
・ 町づくりで、参加する住民に押し付けがあってはよくない。参加する人が意見を

出やすい場をみんなでつくることが必要である。特に女性の意見は取り入れるよ

うにしている。ひなまつりにも、女性による意見を取り入れ、来訪者の記念撮影

場所設定を採用した。 
・ 自分たちの楽しみが、訪れる人とのふれあいを１件でも２件でも増やすことに繋

がる。 
・ 友の会の会員を増やす努力もしている。会報誌「むろのつ」だけの購入希望もあ

るが本を売るのが目的でなく、あくまでも会員を増やすことが目的である。 
・ 文化で食えるかという問題があるが、原稿依頼している八木先生他、原稿料なし

で協力していただき、何とかやり繰りの努力をしている。 
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２－Ｂ 室津の景観整備 八木雅夫 国立明石高等専門学校授 

          
私が始めて室津とかかわりを持ったのは大学院

時代で、恩師である渡辺先生と民俗館の修理に

かかわった時である。 
その後、1986 年の伝建地区の調査から 25 年間

引き続いてかかわっている。 
伝建地区のしくみ、保存地区の指定（敷居が高

い） 
高度経済成長期の終わりに、本陣が無くなって

いく状況が出現した。その時期に地元の町づくりに強力な担い手が出現したが、柏山

さんと大西さんです。本陣が壊されずに、とにかく建物を残すことが町づくりのスタ

ートであった。 
平福郷土館は新築の建物であり、その点で室津民族館とは異なる。 
室津は兵庫県景観形成指定地区の指定を受ける。1990 年以降、兵庫まちなみゼミが各

地で開かれ、住民組織である活かす会も各地で発足して活動するようになった。1991
年から 2000 年に、下水道整備事業ならびに公共施設整備事業の普及と伴に、景観形成

にも助成をもとめる要望が高まった。 
祭りをとおして、思いつきではない歴史的な繋がりと情報発信する町づくり、        

町並みを整備しての安定した取り組みが各地で行われるようになった。 
歴史的な拠点づくりとしてのハード整備をしながら、地元どうしの交流、外との交流

を行う活動が大事である。 
生野の口銀谷における町づくりは、行政の支援でいろんな枠組みに取り組んでいる 
女性のパワーを活かして、まちの良さの演出に成功している。 
室津では水害の被害家屋において、基礎の底あげを実施する家がある。今後、室津の

町並みのルールに基づく連続性を損なわずに、基本的にどこまで基礎を底上げできる

か今後の課題である。 
室津を活かす会では、町づくりのみでなく地域の総合的な問題として小学校の統合問

題にも取り組んでいる。もっと内部から染み出てくるような独自性を出して欲しい。 
平福の今後の課題として、空地が沢山あるので、空地をどのように活かしていくか、

道路が狭いのでどのように改良していくかなどの課題がある。先に残せる町づくり、

少しずつ積み上げていく町づくりが大切である。 
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２－Ｃ 室津センター運営  大西正清 自治会長 指定管理者 

        
運営で苦労した経験を説明。 
私は44歳の若さで450軒の区長を引き受けた。

私は室津の町づくりをこれまで柏山さんと協

力して進めてきたが、ソフト面に関することは

柏山さん、ハード面に関することは私（大西さ

ん）と分担して進めてきた。 
室津の町づくりには、年間２～３億円が必要で、

私は資金面で行政とのパイプ役として、交渉を

担ってきた。室津港は兵庫県の避難港となって

いるので、行政的には特区となっている。町づくりの資金は、たつの市と御津町から

出るので地元の負担はない。 
室津は景観形成地区になっており、一定の条件を満たせば、行政から助成が出るので

住民の協力を得て、屋根の色は黒とし形は切妻で統一するようにしている。 
室津センターは、たつの市に帰属する建物である。地元とたつの市との申し合わせに

より、維持管理上必要な経費 10 万円以上はたつの市が負担し、10 万までの額であれ

ば地元が負担して直すことになっている。 
室津センターは、兵庫県民交流広場平成１８年度の対象事業として、事業費 1,000 万

円の助成を受けてロビー改修を行い、エアコンを増設することができた。それとは別

に、みなと茶屋の運営費として年間 60 万円の助成を 5 年間受けることができた。 
年間に 60万円でみなと茶屋を運営することは無理だと考え、人件費を節約する目的で、

85 名のボランティアの協力を得て運営することにした。ボランティアは室津の各団体、

福祉グループ、自治会女性部、ＰＴＡ、老人給食グループ等から成り立っている。み

なと茶屋は午前９時から午後 3 時 30 分まで営業しているが、利益が出た分は各団体に

補助金として渡している。水道とガス代はたつの市が負担してくれる。 
漁港活性化事業を利用して、5 年計画で地区の負担なしで外灯の整備、インターロッキ

ング舗装の整備を実施することができた。 
まちづくりの役員とし大事なことは、ブレないことと基本は通すことである。      

町づくりの基本は、行ってみたい町として整備するだけでなく、住んでみたい町とし

て整備することである。これからの漁業を考えると、魚を育てる事業が大切であると

私は考えている。生活が安定した上で、若者が生活しやすい活気のある町にする必要

がある。私達は歴史を活かす、伝統ある町づくりを目標としているが、できることは

何からでも実行していくようにしている。 
       町づくりの世話は、自分の時間を犠牲にするぐらいの方が充実する。そして、町づく

りの世話が直接自分の職業に結びつかない方が良い結果に結びつく。 
歴史と文化の面で、時代の移り変わりに如何に対応していくかが今後の課題である。 
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４－３ 第２回 平福の再評価と構想づくり 

 

講演と意見交換 
 
開催日：平成 22 年 9 月 7 日（火）19 時 30 分～21 時 15 分 
場 所：平福地域福祉センター 
参加者：原田会長、盛崎副会長、平福まちづくり会の皆様 
    講 師：八木雅夫 国立明石高等専門学校教授  
    兵庫県：藤原課長、石井主任 

佐用町：船曳氏 
    アトリエフォルム：吉田、増田  
 

１．講演 「平福の地域資源をどうとらえるか？」 八木雅夫 国立明石高等専門学校教授 
 
第１回、室津事例見学（8 月 26 日）をダイジェスト版で説明。 

室津地区には 400 世帯 1,500 人がくらす。37ｈ
ａが景観形成地区として指定されている。室津

港は、昔からの大型船もはいる、ムロの形をし

た良港であった。 
室津の御茶屋は迎賓館として、朝鮮通信使など

の賓客の接待に利用された建物であり、大正の

ころまであった。室町時代から加茂神社で小五

月祭りが行われ、伝統的な祭りと町並みが残る。

昭和４０年代終わりごろ、嶋屋、肥後屋、御茶屋センターがあった。 
1984 年に民俗資料館が整備され、1994 年に景観形成地区に指定されている。 
室津では小学校にも町並みに合わせて屋根がある。 
1994 年に嶋屋海駅館が、展示施設と研修施設をあわせ持った形で整備された。 
港の景観整備が実施され、漁協による魚市が定期的に催され、にぎわっている。 
地元住民により八朔ひなまつりが、室津の町おこしをかねて復興された。 

 
平福の再評価と構想づくり 

平福のまちは、逆「く」の字形になって、川を挟んで東が武家地、西が町家となって

いた。日常の風景も、見る高さ・季節により違ってくる。ナショナルトラスト運動の

一環として、利神城の調査が行なわれた。町と城が一体となって残っている価値の高

いものであるが、結果的に国の史跡になるチャンスを逃してしまった。しかし、外部

の人と交流することにより、再評価が生まれる。城と川と武家屋敷が一体として構成

されることを、もっとアピールするべきである。良い例として、白川郷は全体を意識

して町並みが構成されている。屋根の向きなどに、全体的な流れがある。平福は、川

を活かした町である。水害の被害とその経験をどのように伝えるのかも大事なことで
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ある。武家地および町人地とも川端の低水護岸を利用して水と直接かかわっていた。 
平福には高瀬舟が来ていたように言う人もあるが、本当は平福には高瀬舟は来ていな

い。誤った歴史は伝えないことも非常に大事なことである。 
平福の全体的な雰囲気（風景）が絵心を誘う要素を持ちあわせている。 

 
地域遺産（資源）をいかにあつかうか。 

財 ほりおこし 
想 みつめなおし ・・・・今の平福のおかれている状況 
繕 つくろい   ・・・・協力しあう、地元への思い 
活 いかし     
継 つなぐ    ・・・・地域遺産への思いを人の心につなげる 

 
平福のまちの魅力 

平福の手作り感は評価できる。私は大中遺跡竪

穴住居の復元を手作りで学生とした経験がある。

町人地と武家地が一体であった。最後の城主松

平輝興が寛永年間赤穂へ転封されて、平福は城

下町としての歴史を閉じ、鳥取藩の本陣を置く

宿場町となる。歴史的な変化は、来た人に語り

かけができる条件である。 
城の価値を高める為に、文化財として整備が必

要である。町と繋がっている。 
1600 年代平福は城下町として、水の流れをうまく利用して整備されていた。城の石垣

は、400 年の歴史の痕跡であり、今なら復元が可能である。行政への働きかけなど、具

体的なサポートが必要である。 
水辺は、まちなかを流れる上下水の水路で構成され、訪れる人は水の流れを見にくる。 

 
今後の構想づくりのポイント 

・  平福の特徴十箇条の内容を継承する。 
・  生活文化を見つめ直す 
・  景観の歴史性・全体性をみつめなおす。 
・  町並みの継承は、町家一軒一軒の保存が基本。 
・  町の変遷を学ぶ 近年の変化← →問題点 
・  再発見された魅力の再評価、点検の実施 
・  地域の歴史文化資源の保存・活用の意義や目的を考える（材料・技術・意匠の保  

存） 
・  活用のあり方（ストーリー）をみんなで考える 
・  魅力あるまちづくりの方針を明文化する。 
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瓜生原恒男家住宅のテーマについて 
まちづくりには拠点が必要である。例として、生野銀谷における井筒屋は地元の人が

ワークショップにも参加し、どのように活用するかを議論することにより、運営する

人が育った。情報発信としての、蔵はギャラリーとして活用されている。 
他に広島県福山市鞆の浦では地元グループによる「いろは」の取り組みがある。鞆の

浦の町おこしの特徴は、危機に瀕する遺産をまもり伝える為の 10 か条として、生活文

化および歴史性を見つめなおす運動を行なっている。お宝をどう活かすかを点検する

必要がある。 
 

２．意見交換 
 

意見交換に向けて：吉田 
平福のお宝にどのようなものがあるか。観光資源以外にも、お宝になるものはたくさ

んある。夢をふくらますような物語の創出。兵庫県立歴史博物館の小栗栖館長補佐著

（西はりま《佐用》の妖怪）も平福の場面が２～３話登場し、お宝となりうるのでは。 
8 月末に、新潟県十日町市妻有における大地の芸術祭を見てきたが、何もない農村集落

において驚く数の田園アートを堪能した。アートもすばらしかったが、「車座おにぎり」

という、外部からの来訪者にムシロを敷いておにぎりでもてなす慣習など、おもてな

しの心も、アート以上に、十分お宝となることが分かった。人そのものがお宝である。

農舞台ではオーガニック野菜を食材に、ヘルシーランチが人気を集めいていた。農村

ならではのお宝だ。篠山では有機野菜（オーガニック）の農園をもったレストランが

営業している。有機野菜を活かしたランチもある、野菜をお土産としても販売してい

る。平福にはどのようなお宝があるのか。 
 

まちづくり会参加者からの意見 
・  各戸に配布される新しくできる冊子には、各地域ごとのお宝を載せている。 
・  「住んでよかった佐用の歴史を知る会」では、武家屋敷と城の下道を隠れた地域  

のお宝として、冊子に載せている。 
・  平福には店舗がない、休憩するところもお茶を飲むところもない。そのような施  

設に、瓜生原家を使えないか。 
・  9 月 17・18 日にホットさんの作品展があり、8 月には花火大会をしたが、９月 

20 日には月見会をする。これらの定期的に実施するイベントは、インターネッ

ト、口コミで一般に知らせている。 
・  平福は店舗がない分、住宅は連たんしている。 
・  子供や孫が喜んで暮らせるまちがよい。 
・  空家には、そこに住んでいた人が 1 年に数回帰ってくる。空家を借家として登 

録し、借りたい人に貸してはどうか。 
・  佐用町での空家の実態把握は登録されているものだけで、他は把握されてない。 
・  平福では空家登録されている物件はない。 
・  空家を売る時、不動産業者が仲介に入いれば、価格が高くなり売れない。 
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・  今あるコミュニティーが受け皿となって、空家をうまく活かす方法はないだろか。 
例えば、青垣町佐治地区では、町屋再生事業として、関大学生がうどん屋を商っ

ている。 
・  平福には、地元のみやげがない。たつ乃屋の醤油があるぐらいで、地域の名物と    

なるような、特産品・工芸品をあらたに作る必要がある。 
・  平福は、街道の内と外側の両方を見ることができ、川と切り離すことができない  

景観は貴重である。 
・  佐用川の低水護岸の修景を検討して欲しい。地元から県に要望している。昔は石 

積みの護岸でコンクリートではなかった。 
・  道路側の水路には、これまでに鯉を放したこともあったが、狭くて流れが速いの  

でうまくいかなかった。まちの中の用水路は、行政からの補助対象にならないの

と、各戸につながるコンクリートの橋があり、水路は広くならない。冬に、雪を

水路に放り込み鯉が死んでしまった。どうしても、住んでいる人の生活が優先と

なる。 
・  平成 21 年 9 月の水害で、川魚が流されていなくなっている。 
・  私は、武蔵・おつうのこけしをこれまでに製作したことがある。将来的に活用で 

きるようであれば、もっと良いものになるよう、再度チャレンジしてもよい。 
・  自分の時間のなかで、ガイドはできる。センター管理のもとで、シルバーボラン  

ティアをうまく活用できないだろうか。 
・  自分達がどのように瓜生原恒男家住宅を活用したいのか、その視点で企画できれ  

ばいいのではないか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
               鞆の浦の風景            鞆の浦 いろは 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
              新潟県六日町市妻有       大地の芸術祭田園アート 
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４－４ 第３回 篠山 
 
篠山の古民家再生プロジェクト見学 

 

開催日：平成 22 年 10 月 31 日（日）午前 10 時 15 分～16 時 00 分（現地） 
場 所：午前、篠山市鳳凰会館 
    午後、古民家再生事例見学 
講 師：篠山における古民家再生プロジェクト紹介：才本氏謙二氏 

金野幸雄氏 一般社団法人ノオト代表 
参加者：原田会長、平福まちづくり会のみなさま 
    兵庫県：藤原課長、石井主任 
    佐用町：船曳氏 
    アトリエフォルム：吉田、増田、関戸  
 

１．古民家再生プロジェクトの紹介   才本謙二氏 
         

兵庫ヘリテージマネージャー養成講座を修了

して、15 人の仲間と、NPO 法人を立ち上げて、

古民家再生プロジェクトを民主動で始める。私

達は NPO 法人活動から 
ボランティアと市民ファンドによる活動に主

体を移す。 
篠山の特徴、京都・神戸・舞鶴から車があれば

1 時間の圏内である。 
篠山のブランド、まず豆・栗・松茸などの食が

イメージされる。他に、デカンショ節 
城下町、文化的なストックが多い等があげられ

る。篠山は昔から全国から人々が集まってくる

土地柄である。 
活動のきっかけは、空家が壊されて更地になっ

ていくのを何とかして防ぎたい。 
また、補助金だけを頼っては時間がかかる。民

間の力で古民家を何とか残したい。 
町屋を買い取り→ボランティアで改修→売却→収益を次物件の資金とする 

（耐震性も増す） （建物を生かす人を探す） 
ボランティアは月に 2 回、第１・３土曜日に募集している。始めの 30 分間はプロであ

る職人さんから、正しい工具の使い方等の講義をしてから、ボランティアによる解体、

基礎、改修等の作業を実施する。ボランティアはインターネットのホームページで募

集すれば、阪神間その他から結構な人が集まる。毎回 15 人から 20 人も応募があり、

その内 2～3 割は女性である。再生事例は 6 年で 5～6 棟、1 年に 1 棟のペースである。 
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事例１ やくら 
最初の取り組みで、古民家を才本さんが買

い取って、仲間の方と大正末の建物を再生

した事例である。始めてボランティアの可

能性を試すことができた。今は才本さんが

事務所として使っている。 
 
事例２ 立町の町屋 

        ポケットマネーで才本さんの仲間が古民 
家を買ってしまった。 

        フローどおり、初めて再生を実施した。 
        事例３ 初田屋 

火災で道路側を残して焼失し、市が解体することに決めていたところ、再生にもち

こみ、市が 150 万円を助成して屋根と外壁を改修し、内部をボランティアで改修 
する。ギャラリーカフェと町屋レストランを開業することになる。 

 
事例４ 二階町の町屋 

妻入り商家を壊して、ハウスメーカーによ

る建物が建つことになっていたが、副市長

の金野さんが買い取って、再生プロジェク

トを開始する。途中でデザイナー 
の喜多さんが買われて、ギャラリーとして

改修する。個人の所有となった時点で、 
ボランティアは撤退し、プロに引き継いだ。 

 
事例５ 西新町の武家 

かや葺きの武家屋敷であった建物で、数十年間空家であった。改修には 350 万円

かかり、内装は借りた人にまかせる。 
        篠山の伝建地区は全体で 40ha あり、そのうち城が占める広さが 20ha で、残りが

町屋となっていた地区である。仮に、年間 6 棟のペースとして、200 棟の町屋をす

べて再生させるには 40 年程かかる。 
        全体のエリアのなかで、点在する空家をどのように利用していったらよいか、考え

る必要がある。マニュアルとしての検討も考慮する。 
 

その他の取り組み事例 
竹薮の整備 

西新町地区の竹薮整備をヘリテージのメンバーで始める。竹を間伐して、竹垣・

灯篭・民具に利用する以外は竹チップとして処理。最初、西新町の地元は協力的

でなかったが、２年目から地元の理解も得られ、共同で実施することになった。3
年目以降、地元が独自で実施し、ヘリテージのメンバーはこの活動からおりる。 
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アートフェスティバル 
今年イベント期間中に 2 万人の観光客に来

ていただくことができた。24 軒の伝統的な

町屋を会場として３６人の作家が展示に参

加する。 
ナイトウォーク 

提灯を持って夜路の篠山を歩いて、昼間と

は違った雰囲気の古い町並みを参加者に感

じてもらう。共通のチケットを購入して、

古民家での一夜かぎりのバーも楽しめる。 
昭和縁日、手作り市 

         西町のブリキ工場は、東京から要らなくな

ったブリキの機械を引き取って工場に 
持ち込んだ。昭和縁日、手作り市などのイ

ベントに利用している。 
今後のまちづくり 

伝統とは、自分の生活をどのように守り、生活を発展させていくか。その人間の

エネルギーを指している。宮本常一（日本を代表する民俗学者の一人であった。） 
ブランドとは信頼の証し。（角野幸博関西学院教授）誰でも持っているものを大切

にする。シンボルと多様性も用意できるか。動かし始める力、動かす力。 
 

２．古民家再生事業の進め方 金野幸雄氏 一般社団法人ノオト代表  
        

篠山で手がけた事例は、1 物件ごとに条件が違ってい

る。 
        業者は改修して再生させるより、建て替え

た方が安いというが、実は古民家は安上が

りに再生させられる。大切なことは、改修

にお金をかけすぎないことです。改修して

も、古いものの良さを活かせるように、全

てを新品にしてしまってはよくない。 
町屋を買い取り→補助金・出資金→ボラン

ティアで改修→売却→収益 一連の流れを、

当初フロー図で説明。まちづくりにどのよ

うに活用するか。 
立町の町屋 

物件価格の 1,200 万円から解体費不要で、

その分の 200 万円を値引きしてもらって、

1,000 万円で買い取り、2,230 万円で売却できた。通常からすれば 70 坪で 3,000
万円はするので、150 年の歴史付で、100 坪で 2,230 万円は安い。 
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        陶芸のギャラリーで、使ってもらう人のマッチングまでを私達で行なった。 
初田屋  

昔からの商家で、奥に長い敷地でうなぎの  
寝床、奥行き 50～60ｍある。 

        篠山市が無償で借りて、市は地元に活用を

一任する。 
         町屋トラストとは、各自が提供できるもの、

土地を提供する、資金を提供する、労働を

提供する。これらの何かを出し合うことで

成り立つ。 
二階町の町屋 

         この地区で 9 棟中 1 棟が取り壊されて、ハ

ウスメーカーの家が建った。同地域春日神

社の参道の角地で、角地にある古建築は景

観にとって重要であるが、それが壊される

と次々にそれに並ぶ町屋は、まるでオセロ

のように消失してしまう。 
         古民家は価格的にリーズナブルで、売り手

市場である。 
        外は昔のままでも、内部は別世界で、自由に改修して利用されている。 

西新町の武家 
        貸し物件で、家賃月 6 万円～8 万円で利用者を募り選考する。古民家を安売りして

はいけない。どのように活かされるが大切で、カフェでもギャラリーでも何でも

よいわけではない。素晴らしいものでないといけない。 
集落丸山 

     丸山地区は、篠山城から北に４キロの行き止りの谷にある。13 軒のうち７軒が空

家で限界集落であった。3 棟が宿になっている。1 棟 7 部屋からなる廃屋を利用し

た宿泊施設である。周辺の環境は昔ながらの農村風景が残る。くりん草が自生し

て咲く環境が都会の人の心を癒す。地域の方と、勉強会を開催しワークショップ

を行なった。昔の生活文化と日本のくらしを体験展示する場所にしたいという、

地元の意見を取り入れた。提供する食事は、枝豆を焼いて食べてもらい、米・鹿・

栗など地元の美味しい食材を出すようにしている。 
     日本文化と農業体験をしてもらうことをコンセプトにするので、トイレと風呂等

が現代風であること以外、昔のままの生活を残すこととした。 
         

集落に入っても、古民家と一体となっていてどこが宿か言われないと分からない。 
蔵をレストランにした。神戸の有名レストランからオーナーシェフが来た。 

    集落トラスト事業のスキームは古民家の場合と同じ発想である。 
    3 棟は無償で貸してもらった。改修資金は補助金、自己資金、出資金を使った。 
    集落の人 5 棟 19 人で NPO 法人を設立、NPO 法人集落丸山として運営にあたる。 
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    一般社団法人ノオトと有限責任事業組合（LLP）を設立し、共同で経営する。 
    今のところ、オープンして 1 年間はうまくいっている。 
      

町づくりには、いろんな人が参画していることが大切である。人が人を呼び、社会

的な広がりができる。人的なネットワークの広がりとともに、少しずつ無理のない

範囲で提供していってもらうことを考える。町づくりは全体のエリアで考える。全

体的なバランスで、どんな店を配置するかマップでどう繋ぐか考える。 
    

吉田  歴史的な時間軸は共通したものがあるが、面的に拡がりのある篠山。同じ城下町で

も、姫路鳥取を結ぶ線的な町の形態を持つ平福。それぞれの地域で違いがある。お

二方のお話を聞いて、歴史に培われた文化の違いはあるものの、参考にすべきとこ

ろもあったと思う。行政との関係は大切にする。支援および補助金を受けることも

考え、付かず離れずの関係がよいという話はよく理解できたのではないか。 
 

３．事例説明について質疑 
 

Q  地域活動には、地元に馬鹿になって動く人が必要と思うが、それについて篠山での 
取り組みで何かあればお聞きしたい。 

A 5 人のメンバーで役割分担して、これまでやってきた。 
だれかが思い切ったことをして、まわりが本気度を感じて、みんなで助けてきた。

地域が消滅する危機感を、地域の何人かが感じること。 
まず 1 歩進みだすことから物事は始まる。 

Q 平福では 1 軒の古民家の利用を考えているが、活用の仕方についてアドバイス的こ

とは何かありますか。 
A 活用する方法はみんなで勉強していく。引き続き行なえる、空家とイベントの繋が

りを作っていく。エリアマネジャーが管理していく。コンセプト作りが大事で、

大きい建物程手放し傾向にある。行政が使うとおもしろくない。古民家を再生さ

せる改修費はリスクでかかえるか、補助金を使って残りの部分をみんなでどうす

るか考える。地域のまちづくり会社（TMO）、管理運営会社（出資）をうまく使う。 
Q 観光客が休憩する施設を作りたい。 
A 篠山ではカフェが 3 棟ある。観光客向けにせず、そこで暮らすまわりの人が休みた

くなるようにする。暮らしの再生となる、地元の人が楽しめる施設を作る。 
古民家の再生はひとつ転がしだすと次々発 
展していく。 

４．午後から古民家再生事例見学 案内：才本謙二氏 
西新町の武家［事例５］ 
初田屋   ［事例３］  
立町の町屋 ［事例２］ 
二階町の町屋［事例４］ 
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４－５ 第４回 生野 

 

生野まちづくり工房「井筒屋」/口銀谷のまちなみ見学 

 

開催日：平成 22 年 11 月 28 日（日）午前 10 時 15 分～15 時 30 分（現地） 
場 所：午前、生野まちづくり工房「井筒屋」 
    午後、生野口銀谷まちなみ見学 
講 師：井筒屋運営委員会（指定管理者）中井武四代表 

いくの銀谷（かなや）工房 斉藤敬子代表 
参加者：原田会長、平福まちづくり会のみなさま 
    兵庫県：藤原課長、石井主任、柿坂氏 
    佐用町：船曳氏 
    アトリエフォルム：吉田、増田、関戸  
 

１．「井筒屋」の説明  中井武四代表 井筒屋運営委員会（指定管理者）  
江戸時代の吉川家の本業は山師であり、かたわ

ら井筒屋の屋号で郷宿を営んでいた。当事、生

野銀山町では、銀山に出入りする人や荷物をチ

ェックする口番所があり、一般の旅人の出入り

しにくい町でありました。公事人の宿として銀

山町には６軒の郷宿があり、旧吉川邸もその１

軒です。郷宿の主人は、社会的に信頼される立

場にあって、公用や訴訟で、生野代官所に出頭

する本人にかわって訴状を書いたりする、かなりの知識人であったようです。 
母屋は天保３年(1832 年)に建築されている。内部の目に見えないところに、お金をか

けて建てられている。 
 

２．まちづくり工房「井筒屋」の管理運営について   
中井武四代表 井筒屋運営委員会（指定管理者） 

 
旧吉川邸は平成 11 年に所有者から旧生野町に

寄付され、町の若手が中心になって国の補助金

１億 2000 万円を得て、改修工事が行われた。 
私たちには建物が持っている歴史を活かしたい

という思いがあった。生野町においては、行政

と住民が一体で活動を進めてきた経緯があり、

「地域づくり生野塾」で話し合って、「口銀谷の

町並みをつくる会」、「いくの銀谷工房」のグル

ープを中心に活動をしていくことになった。 
「いくの銀谷工房」は斉藤さんが代表を務める女性のグループです。行政の方も個人
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的な形で参加されています。 
      この建物は平成 15 年に「生野まちづくり工房井 

筒屋」として修復されました。 
 

私が指定管理者となっているが、多くの方から

の協力が得られて、井筒屋が成り立っている。

行政は情報を多く持っているので、情報を共有

できる。また、私たちには不得手な書類整理な

ど、補ってもらえる部分も多々あり、無駄のな

い動きができ、助けてもらっている。生野塾を

やっていた頃には、行政の係長・課長は参加し

ていなかった。当時の若い職員が今では４０～

50 代で係長・課長になっています。そして力に

なってくれています。 
 

歴史に長けた町であることを外の人にも知って

欲しいが、住民にも知って欲しい。来る 12 月

19 日に餅花作りの催しを行うが、参加者全体の

3 分の１が住民で、共に手を携えていきたい。 
私は、このような場でみなさんに話すことをエ

ネルギーにしている。自分で喋ったことを自分

で振り返り、言ったことを実行することにより、

自分の力にしている。 
 

３．いくの銀谷（かなや）工房の活動 斉藤敬子代表 
 
いくの銀谷工房は女性のグループで自然と集

まった 10 名からなる。自身も井筒屋運営委員

会の一員で、2002 年に設立された“いくの銀

谷工房”の代表をしている。 
         

活動を始めた時期に、廃棄されようとしていた

茶葉を分けてもらいクッキーを焼いた。10 年前

に粉茶から粉茶クッキーをつくり、試しに売っ

てみたらよく売れた。補助金はもらってない。もらえる時はよいがもらえなくなった

時に、どうしたらよいか分からなくくなる。役場の人が後押しをしてくれたのがあり

がたかった。住民だけではできないことがある。 
            改修工事中、まちづくり工房井筒屋の中で、加工ができるようにしてもらえた。マイナ

スからのスタートと言ってよかった。何もなかったことが自分達のやる気を強くして

くれた。家族の支えも大きかった。 
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クッキーだけでなく、あられも商品化した。10
年経って私達の活動が評価されたことについて

うれしい。その他にも地域に密着した大山椒魚

のグッズも数種類作り、また銀の馬車道関連の

ものも数種類造り販売している。 
         

商品が建物のイメージを崩さないことを大切に

し、温かさを感じて欲しいという思いで小物を

作り始めた。 
あくまでもコミュニティービジネスを目指して

いる。 
営利のみを目的としていない。しかし、まった

くのボランティアでもないので、これまでの継

続が可能であった。 
基本的にはお客様と直接のコミュニケーション

を楽しんで販売している。 
始めてから 3 年から 4 年して、やっと月に一人当たり 5,000 円程度もらえるようにな

った。今では月々、みんなに多少なりとも分配できている。 
 

実際の労働力と収入は比例せず、収入以上の労働をみんなやっている。みんなの労働

は均一ではないが、支払いは均一である。労働の大小はあるものの、細かいことを言

う人がいないので、仲間にめぐまれていると思う。毎晩裁縫仕事している人もあれば、

クッキーのみ焼いている人もいる。長年の人間関係をこわさないことが大切である。

いつでも行政と話し合えて、バックアップもしてもらえる。地域にこだわりを持って

きたのが良かった。 
         

向いに浅田家も出来たが、やりかたは同じでない。自分達に合ったやり方を作ってい

かないと長続きしない。人間が違えば考え方も違うので、自分達に合ったやり方でな

いと続かない。また、自分達の地域を考えることが必要で、地域が異なるとノウハウ

も違ってきて、同じ手法は使えないのではないか。 
 “まちづくり工房井筒屋”は地域に根付く伝承文化を行事として行っている。ひなま

つり、タンゴの節句、七夕、月見、餅花などの催し物である。毎年の恒例行事として

行う。 
 
ひなまつりは 5 年前から始めて住民のみなさんの協力を得ながら、徐々に範囲も広が

り、生野駅から銀山まで 150 軒と、「銀谷のひな祭り」として定着してきた。 
七夕は、運営委員会の男性が取ってきた笹竹などを運営委員会が提供し、家々に配る。

昔、「生野の七夕さん」として、七夕祭りが行われてきたことがこの行事をすることに

よってよく分かった。今では 120 軒の家が工夫した七夕飾りをしてくれています。 
お月見は、井筒屋運営委員会中井代表を中心にコンサートを催す。音楽を聴きながら、
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お月見を楽しむ。 
餅花は、年末に餅花を作って飾る行事で、今年は 12 月 19 日に行います。 
イベントは行政からの補助がない。、“いくのひいきの会”が出来たので、そこから資

金を出してもって使う。年度はじめに申請しておく。 
 
 
 

４．説明についての質疑 中井武四 井筒屋運営委員会代表（指定管理者） 
              斉藤敬子 いくの銀谷工房代表   
       

Q  “いくのひいきの会”をもう少し具体的に説明してください。 
A  “いくのひいきの会”は生野開抗 1200 年のイベントを機会に設立された。生野 

が好きな人は、だれでも 1口 1000円で入会できる。但陽信用金庫が窓口になって、

年間 500 万円を集める。町全体を対象にした事業に使うのが原則だが、地域の事

業にも利用できる。利用するのは、会員でなくても可能である。 
      Q “いくのひいきの会”には、企業からの出資もあるのか。 

A 企業からの出資もあるし、一般の住民、外に出てしまった方からの入金も多い。 
Q 生野町の規模、井筒屋の休館日は教えてください。 
A 人口 4,500 人で、最多時には 12,000 人の人口があった。朝来市と合併後、中学 

校の統廃合の話も出ている。 
井筒屋は、月曜日と祝祭日の次の日を休館日としている。お客様の目線に立って 
決めているので、土曜・日曜は開けるようにしている。 

      Q 他にグループはあるのですか、施設を優先して使うことに苦情は出ないか。 
    A “井筒屋運営委員会”は行政の人も住民として参加されている。参加は 1 つのグル

ープからだけでなく、混在している点でうまくいっている。1 万円の収入に 2～
3 万円の労働力を提供しているので、まわりの人にふりまわされることはない。 

Q 文化活動として行政から認めてもらえるのか。 
      A 生野は田畑がないので、土曜・日曜に農業をする必要がないので、活動がしやすい。

井筒屋の活動は文化活動であると考えている。芸能人を呼ぶよりは、生野の町の持

っている歴史を分かってもらうことの方がより文化活動と言える。井筒屋の運営費、

水道・電気・ガスなどの光熱費として 100 万円、6 人の管理者に 190 万円（月に 2
～3 万円の管理手当て）で、合計 280 万円は文化活動費と考えればよい。その方が、

芸能人が東京にお金を持って帰るより、地元にもお金が多少なりとも落ちる。 
Q 次の活動の担い手をどのように育てるか。良い考えはありますか。 

      A 活動は押し付けであってはいけない。バトンタッチに不安はあるが、あまり先のこ

とを考えて活動している訳ではない。40～50 代の人は働く必要があるので、活動

に参加できてないが、その人達が 50～60 代になると活動に参加してもらえると期

待している。行政でない人がどれだけかかわってくるかが問題で、多数の人がかか

わることが大切である。 
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Q 私は兵庫県の職員で生野町は特別理解のある行政と思っていますが、指定管理者の

決め方はどのようにしたのか教えてください。 
A 井筒屋をどのように使うか、「口銀谷の町並みをつくる会」にて行政と住民が話し

合って、「井筒屋運営委員会」が組織され、代表者を決めて指定管理者とすること

になった。 
Q 売り上げはどれぐらいあるか。商品についてどのような考えがあるのか。    
A 町から紹介していただいた商品アドバイザーと商品に対する意見交換をした。売り

上げは具体的には言えないが、大雑把に平均月に 10 万円ぐらいである。 
商品を売ってお金をいただくのだから、その価値に見合うしっかりした商品を提供

する。 
食事は素人がつくるものは提供せずに、地域にあるお店に委ねた方が良いと思う。 

        コーヒーはお客様の要望で出すようになったが、当初は近くに喫茶店があり、コー

ヒーも出してなかった。後で、客層が違うので問題ないことが分かった。 
      Q 平福とよく似たところがあるが、何か意見があればお伺いできますか。 
      A 全ての点で統一感を常にもつことが大事である。ひとつの方針で町が動く必要があ

る。歴史を大切にして、あまり華やかなことはしないほうがよいのではないでしょ

うか。間違ったことには、それはダメですと言う人が必要と思う。 
 

５．生野口銀谷のまち歩き説明  案内 中井武四代表 井筒屋運営委員会（指定管理者）  
 
生野の歴史・・・昔は「死野」播州の行き止り

という意味で呼ばれており、奈良時代 700 年代

のはじめに水害があり、今の生野に改められた

（播磨風土記に記載）。銀山があり江戸時代は幕

府の直轄領であったが、明治になって三菱の鉱

山となる。播州と但馬の境をなす。 
 
①生野代官所跡（生野平城跡）→②生野義挙碑

→③旧警察署（明治期の建物） 
④旧地役人今井邸→⑤来迎寺、東西寺、西福寺、 

教徳寺→⑥桑田家住宅、佐藤家住宅別邸→⑦旧

鉱山官舎（志村喬記念館）→⑧生野ｸﾗﾌﾞ→⑨浅

田邸→⑩生野書院 
        

生野を代表する建築材料 
カラミ石・・・スラッグを固めて作った石 
生野瓦・・・・地元で寒冷地を考慮して、固く焼き締められた瓦で、独特な赤色を              

した瓦である。カラミ石とともに生野のまちなみを特徴づける建築資

材である。 
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４－６ 第５回 町家の利活用と保全について 
 
事例見学をとおして 

                            

開催日：平成 22 年 12 月 8 日（水）19 時 30 分～21 時 15 分 
場 所：平福地域福祉センター 
参加者：原田会長、盛崎副会長、平福まちづくり会の皆様 
    兵庫県：藤原課長、石井主任 

佐用町：船曳氏 
    アトリエフォルム：吉田、増田、關戸   
 
４－６－１ 第２回での八木雅夫 国立明石高等専門学校教授の講演内容の再確認 
 

1. 講演 「平福の地域資源をどうとらえるか？」      
2. 平福の再評価と構想づくり 
3. 地域遺産（資源）をいかにあつかうか。 
4. 平福のまちの魅力 
5. 今後の構想づくりのポイント 
6. 瓜生原恒男家住宅のテーマについて 

 
４－６－２ 画像で見る事例見学             妻有おもてなし 車座おにぎり 

                               
• 室津（八朔のひな祭り） 
• 篠山（アートフェスティバルと事例見学会） 
• 生野（銀谷まつりと事例見学会） 
• 鞆の浦（まち並と「いろは」の活動） 
• 龍野（まち並とオータムフェスティバル） 
• 平福（まち並と夏祭り） 
• 高砂（万灯祭） 
• 新潟県十日町市妻有 大地の芸術祭              妻有 里山案内人ガイド 
• 瀬戸内芸術祭 

 （※ 別添資料を参照） 
 
 
 
 
 
 
 
           奈良県大宇陀 伝統料理 レシピ本    たつの 郷土の味を伝えよう 
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５．瓜生原恒男家住宅の活用に向けての協議 

 

５－１ 第６回 利用形態を考えるワークショップ 

 

開催日 ： 平成 23年１月 19日（水）19時 00分～21時 30分 

場 所 ： 平福地域福祉センター3階 

参加者 ： 平福まちづくり会／１７名、 

スタッフ／ 県民局：１名、佐用町：２名、アトリエフォルム：４名 

 

本日の第６回平福まちづくり会は、“瓜生原恒男家住宅の

利用形態を考える”をテーマに、ワークショップ形式で

開催された。進行についてアトリエフォルム吉田が説明

した。 

 

ワークショップに先立ち、平福まちづくり会会長原田昇

氏から、瓜生原恒男家住宅をどのように活用するのが一

番良いか、ワークショップにおいてみんなで意見を出し

合い協力して進めて行ってもらいたい旨の挨拶があった。 

 

５－１－１ 

平福の白地図上に居住場所に赤いドットシールを貼ってもらい、平福に於ける参加者全員の居住

分布を確認した。 

 

  佐用町平福中心部の白地図であるため、参加者の中で地

図領域から大きく離れた方もいた。 

多くの方は北から、上町、中町、下町、南新町に在住し

ていることが確認できた。 

 

参加者を４つの班に分けるため、北から順番に並んでも

らい、１，２，３，４を繰り返してもらい同番号の方に

班分けをした。 
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５－１－２ 参加者全員に１０の設問〈旗上げ WS〉 

※ ワークショップ参加者は最終１７人であるが、遅れての参加者もあり合計人数は付合していない 

 

設問

№ 

設問  人数 

 

意  見 

１ あなたの年齢はい

くつですか？ 

50歳未満 １  

50～60 未満 １ 

60歳以上 １２ 

２ あなたの生誕地は

平福？ 

YES ９ ６についての意見 

・消防団やお祭りを通じて人が集まる場

はある。 

・県民交流広場や南新町クラブはみんな

に開放している。 

・各種団体でのコミュニケーションはあ

る。私的な交流の場は少ないと思う。 

・郷土を考える会 

・子供会、PTA等々 

NO ７ 

３ 平福は好きです

か？ 

YES １４ 

NO ０ 

どちらでもない ２ 

４ あなたは平福に住

み続けたいです

か？ 

YES １６ 

NO ０ 

どちらでもない ０ 

５ 歴史的景観を活か

した町並みを望み

ますか？ 

YES １５ 

NO １ ７についての意見 

・今あるものをもっと有効利用してから

次のことを考えれば。維持管理費もか

かるし。 

・まちづくり会の拠点とすることはどう

か。他にも施設はあるので。 

どちらでもない ０ 

６ まちづくり拠点は

ありますか？ 

YES ５ 

NO １１ 

７ まちづくりの拠点

となる施設は必要

ですか？ 

YES １４ 

NO １ 

どちらでもない １ 

８ まちづくり活動は

大切なことだと思

いますか？ 

YES １５  

NO ０ 

どちらでもない １ 

９ 改善或いは問題だ

と思うところはあ

りますか？ 

YES １６ ・平福のまちを考えることを目的とした

会議には、積極的に出てきて欲しい。 NO ０ 

１０ 平福のまちづくり

に積極的に参加さ

れますか？ 

YES １６ ・出来るだけ参加しようと思っている。

どうしても参加できない時はご容赦願

いたい。 

NO ０ 

どちらでもない ０ 

 

参加者の意識 

年齢別で見ると高齢者が圧倒的に多い。平福以外で生まれた方は参加者の半数に近いにも関わら

ず、平福を愛し住み続けたいと思っている。歴史的な町並みの景観形成を望み、平福のいろいろ

な問題の存在を肌で感じとり、まちのあるべき姿や町の未来に無関心な人はいない。まちづくり

活動は誰もが大切なことだと感じ、良好なまちづくりに積極的に参加しようと考えている。 
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５－１－３ 平福の名物〈特産品〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者全員に、平福の田畑・山・川で採れるものや、その他の特産品をポストイットに書き込んでも

らった結果、自然豊かな平福の状況が映し出されることとなった。 

 

田畑で採れるもの 

 

 

 

 

 

 

山で採れるもの 

 

 

 

 

 

 

川で採れるもの 

 

 

 

 

 

 

その他の特産品 

 

 

 

 

 

 

野菜 米 フキ 黒豆 こんにゃ

く 
茶 

アスパラ 柿 桃 栗 

猪 鹿 ワラビ フキ ゼンマイ ムカゴ 

 自然薯 

鮎 うなぎ 

スッポン シジミ 沢ガニ 

焼き物 

<陶芸> 

お餅 

 
あられ おかき 鹿コロッ

ケ 

こんにゃ

くﾗｰﾒﾝ 

 

花 シャクナ

ゲ 
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５－１－４ まるごと平福〈キーワードをホワイトボードに貼る〉 

 

平福のここが好き（自慢できるもの）、平福のここが嫌い（不安）、そしてに無いもので平福に欲しい

もの（人・ネタなどなんでも）について、色分けした大きな横長の用紙にそれぞれ３枚ずつキーワー

ドを書いてもらい、ホワイトボードに貼り付けて、平福をまるごと分析した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

働く場所 診療所 少子高齢化 

人口減 

若い人 

若者 

子供 

ボランティアガイド 

 
人材 

ここが好き ここが嫌い 欲しいもの 

なし なし 

あきやすい人 川が汚れている 

利神城 

部落意識が強い 

利己主義な人 

真のリーダー 

リーダー 

若者の活動 

住民の熱意 

住民の人柄が良い 

人情がある 

飲み屋・ホルモン屋 

好きに集える場所 

店が少ない 

空き家・空地 

空き家の放置 

ネタは多くある 

獅子舞 

川端風景 

川端風景利神城跡 

利神城址 

歴史的景観 

川座敷とまち並 

 

利神城址 

① 

⑧ 

⑤ 

② 

③ 

④ 

⑥ 

⑦ 
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まるごと平福ワークショップ風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 住民の人柄は良く人情があり熱意が感じられる。   

若者は積極的に活動している。 

② 住民間では部落意識が強いようで利己主義な人と捉えられるふしがある。それ故か意見が錯綜す

れば、まとめにくい状況にあり、真のリーダーの出現を期待する。 

③ 平福の見所は利神城とする人が多く、それに続く川端の風景、歴史的な町並みなど自慢である。

獅子舞が一例に挙げられるように年間を通しての行事も見所である。 

④ ここが嫌いというところは無いとしたカードも２枚あり、良い部分嫌な部分の全てを包括して平

福を愛している姿がうかがえる。 

⑤ 中山間地域に多く見られる少子高齢化現象とそれに伴う人口の減少は平福も例外ではない。事業

所も人材確保が難しく、平福を避け都市部に集中する傾向にある。事業所や、住民の安全安心を

支える要の一つとして医療施設が切望される。 

⑥ 日常、飲食店などは人々が身近にくつろげるコミュニケ

ーションの場であり気ままに集える場所である。しかし

その場所が無い。反面、空き家や空き地が放置されてい

るケースもあり、それらの欲求を繋いで利活用すること

も考えられる。 

⑦ 平福住民の最も誇れるものの一つが利神城である。それ

故、石垣が崩れ放置された状況を、嘆いている人は結構

多い。低水護岸を含め川面の汚れが危惧されている。空

き家が放置されて朽ちている状況は、まちの良質な景観を

損ねている。 

⑧ 利神城の修景及び町中での歴史的建築物の修復など、少し

ずつ手が加えられれば、目に見える形で美しい町並みが蘇

る。郷土への深い愛着を持つ地元の人の健康でいきいきと

した生活の営みは、外から見ても魅力的な町である。いつ

でも暖かく外部の人たちを迎えることができるように次

世代の担い手を育てなければならない。 
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５－１－５ 瓜生原恒男家住宅の利活用にむけて 

 

 

瓜生原恒男家住宅の配置と１階平面図が描かれた A1 版の図面を各班のテーブルに配り、具体的

にどのように利活用したいのかを各班において６０分で討議をしながら、図面上に計画案をラッ

プして描き、代表者がそれぞれ 5分の持ち時間で発表した。 

 

会場風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１班 

 

私の個人的な考えでは、ホットの皆さんが亀井さんのと

ころで珈琲をだしたりしておられるのを見て、来訪者の

多いシーズンに試験的にでもやれたらどうかと思ってい

ます。  

班の皆さんで討議をした結果、旅館形式にする案でまと

まった。夏の暑いシーズンに限って、川端の風景を見て

もらえるようにしたい。かまども利用してご飯を炊き、

囲炉裏も作りたい。 

昔どのように部屋が使われていたのかなどの案内板を建

物の中に数多く作り説明したい。座敷から蔵まで渡り廊

下をつけてギャラリーにそのまま入れるようにしたい。

どのようなものを展示するのかはまとめられていません。

宿泊は一日あたり２～４名限定で受け入れるのが良いと

思う。宿泊してもらう為には、当然部屋にも手を加える

必要があるが、風呂やトイレなどの水回りも整備しなく

てはならない。 
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２班 

 

いろいろな意見が出たが、大嶋さん（陶芸）のような芸

術家の方達に住んでいただきたい。入られる芸術家毎に

部屋別して、制作状況などを見ていただいたり、展示場

として、また販売もしてもらったら良いのではないか。

体験コーナーなどもあれば良いと思う。いわゆる芸術横

町のようにしたい。それらと併設して、うどんやお好み

などいろいろな食べ物を食べられる店が入っている屋台

村のような施設であれば、家族連れで利用できるのでは

ないだろうか。新しいコミュニティーの場として、誰で

も気軽に出入りできて、珈琲を飲みながら雑談ができる

ような場をつくりたい。 

 

また、別の意見では、川座敷は川端の風景を眺めてもら

える場所として確保し、下蔵を喫茶・軽食のコーナーと

して整備する。かけうどんや珈琲などを提供する場所と

して活用する。また家業が鋳物師であったことから、む

こう店では“たたら鉄”で作った人形など展示・販売してはどうか。座敷の一間に囲炉裏をつく

り、その他には囲碁や将棋ができる憩いの場として活用、町家を写真パネルで展示し見てもらう

ことができる。老人会や婦人会の方々が集っていることで、観光客が訪ねてくれば応対できる。 

 

３班 

 

観光客が町中で休憩する場所が無いということが寂しい。

このようなことを基本理念において観光客に足を止めて

いただいて、簡単なお茶や食事が提供できる場所にした

らどうか。地元で陶芸をしている大嶋さんや地元で手芸

をやっておられる方達の展示発表の場、販売も兼ね備え

た施設にできればと考えた。 

食事でいろいろなメニューを提供するのは難しい。地域

にあるものしか提供しないというような差別化した考え

方が良いと思う。そこで採れる自然薯をメインする。自

然薯に味付けしたものをベースに、麦飯やご飯、おうど

んやこんにゃくなどトッピングしてもらえるような、他

には無いような新たなものを提供したい。 

川座敷はお茶室として活用する。絶好のビューポイント

である。対岸からの見た目が良いのでお茶などをして休

憩されている方を、対岸からカメラで撮影してもらえる

ような雰囲気づくりができれば良いと思う。この茶室は
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地元の方がいつでも集える場所でもあって欲しい。 

土間を抜けた正面の台所は、入り口から川端への動線確保するために撤去する。おくどさんは今

の位置において修復する。このおくどさんでご飯を炊いているところを来客に見せてはどうか。

座敷の一部（2階の載っていないところ）に囲炉裏を設けたい。２階にも部屋があるが、隠し部

屋として活用できれば面白いかも。便所や洗面所など水回りも整備しなければならない。運営す

るのは地元で有志を募ってはどうか。蔵はそのまま蔵として利用し、大嶋さんがギャラリーとし

て利用できるのではないか。 

 

４班 

 

全体像を考えて見ることにした。他人に貸してしまうと、

平福の旧家に平福の人が気軽に出入りできなくなるので

はと心配。故に人に貸さないようにする。観光客が腰を

おろすところがないので不便を感じていることから、観

光客に利用してもらえるように整備したい。蔵は蔵なり

に展示するものは沢山あるのでギャラリーとして使えれ

ば良いと思っている。観光客に利用してもらうのには建

物が傷んでいるので手をかけないといけない。手をかけ

るのにはどうすれば良いか話し合いをした。力の強い人

は力のいるしごと、左官の仕事があれば左官のしごと。

植木の剪定ができる人は庭のしごと。町を愛する人であ

れば誰でも参加してもらいたい。 

既成の枠にとらわれず、平福の住民から広く希望者を募

り、ボランティア活動で瓜生原恒男家住宅に手を加えら

れれば良いのではと思っている。どうしてもできないも

のであれば町にお願いすることも出てくるかもしれない

が。 

喫茶、蕎麦などの限定食を出す。車庫（物置小屋）は井戸端会議的な交流広場でだれでもが出入

りできる場所にしたい。 

川座敷は休憩場所として、お茶を飲んでもらったり、川を眺めてもらったりと憩いの場に使って

もらったらどうか。他人には貸さずに平福全体の中で利用を考える。ホットの会のような婦人達

に希望者を募る。年代層が多岐に渡れば理想的と思う。１０人、１５人～２０人でもよい、都合

のつく人たちで順番に守り（管理）をしてもらえれば如何なものかと考えている。 
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５－１－６ まとめ 

 

１）利活用について 

 

瓜生原恒男家住宅という旧家の利活用を考える折角の機

会ということもあって、各班それぞれにいろんなアイデ

アを考えられて発表されています。外部から訪れられた

方に対して、町中散策の途中で身体を休める場を提供し

たいという“おもてなしの気持ち”が充分に伝わってき

た内容であった。 

地元で採れたものを使った“おもてなし”ということも

提案されている。ワークショップの最初の方で、平福の

名物〈特産品〉についてお尋ねしたところ〈自然薯〉が最多の９票集まり、特筆したものである

ことが分かった。地産地消の観点からも、また平福以外の地域とも差別化ができる〈自然薯〉は

特産品として“おもてなしの気持ち”を表せる平福の大きな目玉になる。 

そのほかにも宿泊できるようにとか、芸術工房として様々な作家の活動の拠点にという案もあり

ました。そして手芸や陶芸など地元で制作活動にかかわって頑張っておられる方達の展示・発表

のスペースに使うといったアイデアも提案されている。 

 

２）管理運営について 

 

自分たちで出来ることを基本において運営するのが良いとの考えを示されている。町内のご婦人

達に希望者を募る方法で、巾の広い年齢層から人材を集め、その方達の中で都合のつく時間をや

りくりしてもらい、当番制で瓜生原恒男家住宅につめてもらう方法が提案された。 

 

３）改修ついて 

 

建物の傷んでいることには、セルフビルドでワークショップをしながら、ボランティアでできる

ところは修復していこうという考えが示されている。最初から大きなことを考えないで先ず、で

きるところから手を加えていくという手法である。 

 

４）全体を通して 

 

フランクに集えるスペース。会館で何月何日にそこを使わせてもらいたいというものではなく、

そこへ足を運んでさえ行けば、誰とでも気軽に談笑できる場があるという中での“心の安らぎ”

を感じてもらえる〈コミュニティー広場〉が出現することになり、地元平福の皆さんは大いに期

待されていることが伝わってきた。これら談笑の場は、瓜生原恒男家住宅のように歴史的時間軸

の中で活用され、今日まで現役で使用されてきた建造物であるからこそ、心の安らぎを感じ、愛

着をもって利用されていくものだとの考えを確かなものとし、本日の“瓜生原恒男家住宅の利用

形態を考える”ワークショップのまとめとする。 
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５－２ 第７回 計画案の整合と意見集約、管理・運営について 

 

平福まちづくり会（瓜生原恒男家住宅の利用形態を考える） 

 
開催日：平成 23 年 2 月 16 日（水）19 時 30 分～21 時 30 分 
場 所：平福地域福祉センター 
参加者：原田会長、盛崎副会長、平福まちづくり会の皆様 
    兵庫県：藤原課長、石井主任、柿坂氏 ／ 佐用町：船曳氏、真岡氏 
    アトリエフォルム：吉田、増田、關戸 
 

５－２－１ 第６回のワークショップを振り返える。 

1 班～４班までのアイデアをプロットした１階

活用アイデア（Ａ３版図面）を配布し説明し、

確認。 

 

◇ １班 

“一期一会 川座敷に STAY（一日一 組限定）平福の歴史と文化を満喫” 

◇ ２班 

“川端の茶店 まるごと平福 食とアートでおもてなし”               

◇ ３班 

“平福芸術工房 手作りで美と食を極める”                           

◇ ４班 

“平福物語 平福の逸品で心をこめたおもてなし”                     

 

５－２－２ 第６回のワークショップで抽出したアイデアと

重複する事柄を含めて、アトリエフォルムの考

える「町屋活用コンテンツ」を用意した資料を

もとに説明した。 

 

５－２－３ 瓜生原恒男家住宅の利活用のまとめる為、質問 

形式で参加者から意見を募った。 

      確認事項は以下のとおり 

 

 

確認１．宿泊施設とするか？ 

 Ans 将来に可能性を残すも活用当初は考えな

い。地元の人で運営はかなり難しい。 

確認２．建物の中に駐車場を組み込むことは？  

Ans 道の駅の駐車場を利用できるので必要な

い。 
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確認３．風呂等の設備は必要か？ 

 Ans 必要ない。 

確認４．かまどは利用するか？ 

 Ans 修復して利用する。 

確認５．昼の食事を提供するか？  

Ans 地元の食材を用いて提供する。 

確認６．夜の食事を提供するか？  

Ans 当初は提供しない。イベントで年に数回な 

ら可能。 

確認７．おみやげものを販売するか？  

Ans 地元で採れるもの。自分たちで作ったものを販売する。仕入れてまで販売しない。 

確認８．漬け物蔵は必要か？  

Ans “平福漬け”とネーミングしたものを蔵で 

仕込み販売する。お茶うけにもなる。 

確認９．工房は必要か？  

Ans 展示即売できるギャラリーで良い。陶芸工     

房は別にあるので、それ以外のアーティス  

トが制作に打ち込める工房があっても良  

い  

のでは。仲間が集い良い刺激になり見る人  

が集まる。 

確認１０．囲炉裏を作るのか？  

Ans 古民家のイメージを増幅させる。火がチョ  

ロチョロ燃えるのを見ているのは楽しい。   

物理的に可能であれば作りたい。                                                                                                                                         

確認１１．うどん・そばを提供するのか？  

Ans 平福で蕎麦を栽培している人は少ない。蕎

麦打ち体験などもあるのでは。素人でもで

きるか？ 

確認１２．屋台村・ショットバーはどうする？ 

Ans 夜の営業は難しい。イベントで年に数回なら可能。 

確認１３．瓜生原家の歴史を物語る展示は必要か？ 

Ans 展示はしたい。 

確認１４．観光案内コーナーは必要か？  

Ans 現在道の駅がその役割を担っているので必要ない。 
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６．瓜生原恒男家住宅の活用計画  

６－１ １班活用アイデア 
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６－２ ２班活用アイデア 
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６－３ ３班活用アイデア 
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６－４ ４班活用アイデア 
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６－５ アトリエフォルムの考える町屋活用コンテンツ 

 
目  的 住みよい町平福、住み続けたい町平福をめざしてコミュニティーの構築 
用  途 まちづくり拠点＆手作りグッズ＆クッキー・飲食店舗 
運  営 平福まちづくり協議会 

 
飲食店舗 ランチから始める。地元女性グループの活動であり、終日食事を提供するには家事な

どに大きな負担を招く（提供する料理内容と価格のバランスが必要） 
 

メニュー スローフーズ／オーガニック（既設の野菜を中心に）  
       健康志向から食の安全に対してのニーズがある／地産地消   
       おしながき：平福ふる里ご膳（例） 

※単一メニューから始める（仕入れ＆仕込みのリスクの軽減） 
 

営  業 営業日は週６日とし、飲食については土・日曜祝祭日に限定する。 
       食事は一日２０食程度を限定とする。（来客は土・日曜祝祭日に予想される） 
       当初は予約＆２０食限定として広報し、良質なランチの提供を心がけるとともに、“平

福ふる里ご膳”の評判と付加価値を高める。 
 

イベント 佐用町の及び佐用町出身の方を対象にふる里の味・ふる里グッズコンテストを開催

（情報収集と発掘 人・物・隠れたお宝） 
（会場：道の駅「宿場町平福」をメイン会場に開催） 
・ コンテストにより平福の家庭料理（味）の確認と発掘 
・ クッキー・せんべい・あられ・おかき、など手づくりの逸品を選出 

※ 優秀賞やまちづくり協会賞・ベストネーミング賞などを設け、受賞者に贈呈。 
※レシピやネーミング使用権の無償提供を受ける。 
※選出された優秀作品を町家で運営する飲食店舗のメニューに反映 

 
広  報 まちあるき MAP の作成：A４版 1 枚の MAP を手に平福の散策を誘う。 

       平福の風景を描いた絵はがきを作成。 
 

関連事業 運営母体を主体にオーガニック野菜の栽培 
       （仕入れのリスク負担を軽減する） 
       （オーガニックを佐用町内外にアピールできる） 
       （栽培：シルバー人材の活動の場を提供できる シルバーの知恵を拝借） 
       （男性も菜園を応援することで、男女協働で取り組み・役割分担も可能） 
       （周辺都市部からふる里農園“貸し農園”の参加者を募る＝平福応援団） 
       （オーガニック野菜にふれるツアーの開催） 

（地元住民＆平福来場者にオーガニック野菜を販売） 
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６－６ 明日のまちづくりに向けて 平福の地域力を高める行動プログラム 

 

６－６－１ 平福の宝物 

歴史・文化的資産［ナショナルトラストによる観光ガイドブックにより既に抽出済み］ 
お宝の抽出（特産品及び特産品の創出：食・物・人・景色・芸術・物語の創造） 

 
宝 １ 歴史的建造物の掌握と整備 
     

・ 空き家・老朽空き家の掌握［悉皆調査］（A：町家・町屋・民家）（B：名所・旧跡・社寺） 
・ 歴史的建造物の再生（古民家再生プロジェクト） 

［建築士・職人→大工・左官・建具・金物］［古民家 BANK・古民家再生ファンド］ 
例【京都：作事組／篠山：古民家再生プロジェクト】 

・ 歴史的建造物の活用（古民家活用プロジェクト 含：瓜生原家住宅他景観重要建築物） 
  ・ 食事・休憩施設（駐車場整備⇔駐車料金徴収、同額の地域通貨を発行プレゼント） 

・ 特産品販売施設・賃貸施設（物販店舗・アトリエ） 
  ・ 会議・研修施設・サロン・サークル活動拠点 
  ・ 展示施設 

・ 宿泊施設（合宿・長期滞在） 
・ デイケア施設 例【空堀デイサービスセンター陽だまり】 

  ・ 佐用川低水護岸の整備 佐用川河川改修に伴う護岸の修景（石積みと石垣の文化） 
  ・ 歴史的構築物の整備（上水道＝街道沿いの水路） 例【萩／熊川宿／川越】 

・ 名所旧跡の整備と活用（利神城と城跡） 
［利神城跡登坂路の整備（修景と安全対策）］、［利神城復元模型］ 

  ・ 因幡街道周辺宿場町との連携と宿場町平福の景観整備 
 
宝 ２ お宝探しと抽出（特産品及び特産品の創出） 

食 （味噌・醤油・米・鹿肉コロッケ・蕎麦・ヘルシー野菜・有機野菜⇔地産地消） 
［野菜コンシェルジュ・野菜ソムリエ］ 

例 【松代農舞台：里山食堂／篠山アリュミゼオ茜】 
物 （工芸品・手芸品・絵はがき・ゆるキャラの制定） 例【彦にゃん】 
人 （観光ボランティア・里山案内人・マイスター登録 BANK⇔爺・婆・父母が先生） 
   例【空き田んぼの再生・山の下草刈り・山の食材集め・薬草の採取】 
景色（平福の四季と里山の原風景・川端の風景・利神城からの眺望）例【写真家の目から】 
芸術（田園空間博物館）例【北はりま田園空間博物館】住民がお宝を登録［おもてなし］ 

（古民家を活用したアート作品展示施設 例【妻有／直島】） 
物語（宮本武蔵・利神城と織田・豊臣・徳川戦国風雲記・壮大なる山城の美） 
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６－６－２ 行動プログラム 

 
広報・公との協働・住民との協働・来訪者との協働・大学との協働・芸術家との協働 

 
広報      ミニコミひらふくの発行・田園ミュージアム MAP・てくてく MAP 
 
公との協働   景観等の公的制度や助成金の活用等の情報提供と活動支援・観光支援 

     

住民との協働  住民参加のイベント＆行事［平福祭り・夏祭り］平福町衆［町屋再生］ 

     

来訪者との協働 例【里山体験・田園オーナー制度・貸し農園・ふるさと住民登録】 

例【泥んこバレー・稲わらアート芸術祭・平福フォトコンテスト】 

     

大学との協働  （農村と大学の共同研究）例【関西大学⇔青垣町佐治】 

     

芸術家との協働 例【田園ビエンナーレ・招待作家の公開制作】 

     

こども教育   （地域観教育） 住育 例【昔のくらし・昔の米づくり・昔のあそび】 

     

景観まちづくり 他市町の事例確認 例【室津／篠山／生野】 

     

景観をつなぐ修景（エレメント） 例【旗・のれん・ビジュアルサイン・街灯・せせらぎ】 

     

国・県・財団・企業の助成制度の活用 例【公益信託 大成建設自然・歴史環境基金】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            神戸市大沢 どろんこバレー     瀬戸内芸術祭 稲わらアート 
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７．施設整備計画 

 

７－１ 瓜生原恒男家住宅利活用計画（案） 

 

この計画は去る1月19日のワークショップでの意見を反映し、若干内容を付加したものであり、

議論の足がかりとなるようにした。 

 

目  的 住みよい町平福、住み続けたい町平福をめざしてコミュニティーの構築 

 

計画主旨 外部から平福を訪れられた方に対して、町中散策の途中に身体を休めていただく場所

がない。この現状を克服すべく、平福での景観形成重要建築物の一つである瓜生原恒

男家住宅の利活用を考える。 

また、歴史的建造物や町並みとは異なった顔の平福を来訪者に見ていただくことで平

福への理解を一層深めていただく。その為に地元平福で創作活動をされている方、創

作活動しようとされている方達の活動の場、発表の場として施設の整備をする。 

       一方、既存の集会施設のように日時を設定して会合に使用するといったものではな

く、地元の誰でもが自由に足を運び談笑できる“場”、“井戸端談義”としての機能

を併せて持たせる。これらの利活用計画はできることから始める。 

       宿泊施設としての利活用については、管理運営面や施設整備の観点から、今後に含み

を持たせて、この度の計画には反映しない。 

 

事  業 外部からの来訪者へのおもてなし空間＆芸術工房・ギャラリーと憩いの場となるよう、

瓜生原恒男家住宅を利活用する事業を行う。 

 

運  営 平福まちづくり協議会を運営母体として希望する有志で役割を分担し担う。 

       食事の提供やお土産ものの販売でわずかでも収益を出せるように工夫をする。 

労働に対する正当な対価は得られないまでも、わずかな収益でも分配し活動が評価さ

れることで、モチベーションが上がるように配慮する。将来的には収益が光熱費や施

設整備費に充当できることを目標にする。 

      

施設名称 “平福川端の茶屋”など愛着のあるネーミングをつける＝公募することも検討 

休憩施設 喫茶と軽食＆地元で生産若しくは製造するお土産物の販売 

 

メニュー スローフーズ／オーガニック 

（地元で採れるもの：季節の野菜を中心に） 

（健康志向から食の安全に対してのニーズがある） 

（地産地消:自然薯とご飯・麦飯／鮎料理の提供） 

（おしながき：例えば“平福ふる里ご膳”） 

（単一メニューから始める：仕入れと仕込みのリスクの軽減） 

（※ 提供する料理内容と価格のバランスが重要） 
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営  業 営業日は週○日とする。 

飲食については土・日曜祝祭日に限定。 

土・日曜・祝祭日に提供数量を、一日○○食程度と限定とする。 

       （来客数は土・日曜・祝祭日に平日よりも若干多く予想される） 

若しくは平日に提供する場合でも数量を少なく限定する。 

定休日は、道の駅の定休日を補完する形で重複しないように配慮。 

食事はランチから始めてディナーは様子を見る。理由として、地元女性グループの活

動に依るところが大きく、終日食事を提供するには家事に大きな負担をかけることに

なる。当初は予約か数量限定として広報し、良質なランチの提供を心がけるとともに、

“平福ふる里ご膳”の評判と付加価値を高める。 

 

芸術工房と展示ギャラリー 

 

人  選 平福を拠点に活動をしている人、活動したい人で、ふる里平福づくりを住民と一体と

なって支えてくれる人若しくは団体を募る。 

 

募 集 枠 蔵は３つ在るが、2つの蔵について利用者を公募。 

一つは瓜生原家の家業の鋳物に纏わるギャラリーとして使用する。 

       北蔵（4.6 坪）〈利用者：             〉 

       中蔵（5.6 坪）〈利用者：             〉 

       南蔵（2.4 坪）〈利用者：             〉 

       ※何れの蔵も 2階の面積は含んでいない。 

 

広  報 瓜生原恒男家住宅を佐用町平福はもちろん全国に周知してもらう事業を行う。 

 

内  容 イベントの開催 

       佐用町及び佐用町出身の方を対象に、ふる里の味・ふる里グッズコンテストなどを開

催（情報収集と発掘＝人・物・隠れたお宝） 

      

会  場 道の駅「宿場町平福」をメイン会場に開催 

・ コンテストにより平福の家庭料理（味）の確認と発掘 

・ クッキー・煎餅・あられや、グッズなど手づくりの逸品を選出。 

 

顕  彰 優秀賞やまちづくり協会賞・ベストネーミング賞などを設け、賞状と記念品を受賞者

に贈呈。 

・ レシピやネーミング等、使用権の無償提供を受ける。 

・ 選出された優秀作品をメニューやお土産物に反映。 
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そ の 他 まち歩き MAP （A４版カラー1枚）を作成して来訪者に配布し、平福の散策を誘う。 

平福の風景を題材に絵はがき（写真・スケッチを制作・販売する） 

 

  関連して 運営母体を主体にしてオーガニック野菜の栽培 

       （仕入れのリスク負担を軽減する） 

       （オーガニックを佐用町内外にアピールできる） 

       （栽培：シルバー人材に活動の場を提供できる＝シルバーの知恵を拝借） 

       （男性も野菜を栽培。事業を老若男女の区別なく協働で取り組みができる） 

       （周辺都市部からふる里農園“貸し農園”の参加者を募る＝平福応援団） 

       （オーガニック野菜にふれるツアーの開催）→ 農作業と食事をセット 

（地元住民＆平福来訪者にオーガニック野菜を販売） 

      

施設整備 平福の住民を主体にボランティアでワークショップ形式の改修作業を行う。 

       作業に関して“職人”さんに指導員としての役割をお願いしする。 

指導員は、ボランティアの方達に作業の割り振りや技術的な指導をする。 

       安全には特に配慮し、危険な作業を強要しない。作業の前には必ず作業手順のレク

チャーと、職人としての経験で培った話など短い講義をする。 

       素人が行う作業である故、時間をかけて丁寧に行い、仕上がりが下手でもとやかく

言わず許容し合う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             鞆の浦 いろはお昼定食     生野口銀谷名物 ハヤシライス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             瓜生原恒男家 おくどさん     瓜生原恒男家川座敷からみた風景 
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７－２ 瓜生原恒男家住宅 簡易耐震診断結果 

 

７－２－１ 木造住宅簡易耐震診断 
 

木造住宅の簡易診断法に基づき、瓜生原恒男家住宅の主屋部分について計算した結果を下

記に示す。 
 

Ａ．地盤・基礎 
  石場建ての基礎  評価：0.6 
Ｂ．建物形状 
  整形       評価：1.0 
Ｃ．壁の配置 
  東面・西面 壁の長さ 1.0（間）／各面の長さ 7.5（間）＝0.13  評価：0.9 
Ｄ．鉄筋 
  基礎の鉄筋 無  評価：1.0 
Ｅ．壁の割合 
  Ｙ方向の壁の長さ合計 4.5（間）／建築面積 30.0（坪）＝0.15 
  0.15／必要値 0.59＝0.25    評価：0.3 
Ｆ．老朽度 
  腐ったり、白蟻に喰われたり、建物に変形が見られる 評価：0.8 
総合評点 
  0.6（A）×1.0(B)×0.9(C)×1.0(D)×0.3(E)×0.8(F)＝0.13 
評価、0.7 未満で危険ある。結果は、耐震壁が少ないことにより、全体の耐震性が低いもの

となっている。 
 
７－２－２ 木造建築物限界耐力簡易計算 

簡易診断にて評点が 0.7 未満につき、木造建築物限界耐力簡易計算法による計算も行うこと

とする。限界耐力計算法は、求まった地震時の最大変形量があらかじめ設定された損傷限

界値、及び安全限界値以内に納まっているかを確認することにより、耐震性を評価する方

法である。今回はこの方法による簡易シートを利用して計算するが、結果は応答層間変形

角が 1/15～1/30rad になり、できるだけ 1/30 に近い方がよいとするものである。主屋部分

の計算結果は、Ｘ方向（南北方向）の応答層間変形角が 1/4rad、Ｙ方向（東西方向）の応

答層間変形角が 1/9rad と、1/15rad を下回り補強の検討が必要である。 
 
７－２－３ 補強方法の検討 

瓜生原恒男家住宅は、石場建て基礎に小舞壁塗りの在来工法の住宅で、耐震補強の方法と

しては、土壁（小舞壁）・荒壁パネルの増設、リブフレーム・仕口ダンパーによる補強等の

粘りのある方法で補強を考える。次ページ補強図による補強と、併せて全体的な荷重を軽

くする意味で屋根瓦の葺き土を取り除き、桟瓦に葺き替えることとする。これらの補強も

考慮して、再度計算したらＸ方向・Ｙ方向とも、応答層間変形角は 1/20rad となった。 
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７－３ 耐震補強概算工事費 

 
 
Ⅰ主屋耐震補強工事                  Ⅱ附属建物  

⑦裏座敷耐震補強工事 
①荒壁パネル          12 枚×45,000＝540,000      仕口ダンパー・火打梁他  1,200,000 
②リブフレーム(１間)  ４ヶ所×150,000＝600,000     ⑧下蔵耐震補強工事 
   〃   (1.5 間)  ３ヶ所×160,000＝540,000     仕口ダンパー・火打梁他     750,000 
③仕口ダンパー 20 ㎝ 26 ヶ所×25,000＝650,000     ⑨蔵耐震補強工事 
④屋根桟瓦に葺き替え 180 ㎡×16,000＝2,880,000     仕口ダンパー・火打梁他    750,000 
⑤火打梁補強      12 ヶ所×22 ,000＝240,000    ⑩附属建物屋根瓦葺き替え   1,800,000 
⑥仮設・諸経費         1 式     700,000   ⑪附属棟仮設・諸経費       550,000 
主屋合計                6 ,150,000     附属建物合計            5,050,000 
耐震補強概算工事費計  11,200,000＋消費税 560,000=11,760,000 円 
              （但し、この価格は耐震補強に関する費用のみで、その他の改修費は含まない。） 

 



 

 

参画と協働による歴史的景観保存の推進保存の推進（平福地区）事業参加者  

（順不同 敬称略） 
 
平福まちづくり会 
会  長 原田  昇         黒川 弘美        西播磨県民局 
副 会 長 盛崎 一夫         古和 健治          まちづくり建築第１課 
庶務会計 安東  忍         瀨戸 弘幸         

安東  哲         萩原 恭子         
五名  勇         守本 房子         
井上  薫         吉井  眞         
大谷 和廣         吉井 幸子        佐用町 
大嶋 啓靖                      企画防災課 
小深田 浩         永井 利晴          まちづくり防災室 
梶本  正         安東  瞳        商工観光課  
岸本 紀夫         中野 光子          商工振興室 
高木 輝雄         橋本 牧子         
武田 利文                       
玉田 浩三         井上 淳一        （有）一級建築士事務所 
東内 四郎         佐藤 晃利           アトリエフォルム 
中野 直樹                       代表取締役 吉田 文男 
原田 政史                       専務取締役 中山栄一郎 
平田 和市                      常務取締役 増田 正幸 
眞島 太司                       設計主任  關戸佐智代 
松田  航                        
松田 芳夫                        
矢代 成生                        

 

 

 

あとがき 

 
この度の参画と協働による歴史的景観保存の推進事業（平福地区）のコンサルタント業務

において、7 回に及ぶ検討会や事例見学会を重ね、先進地区の事例を通して多くを学ぶこ

とができました。地域の歴史と文化に軸足を置き、瓜生原恒男家住宅の利活用について、

平福まちづくり会の皆様方の多大なるご協力を得て、共にビジョンを描けたことはこの上

ない喜びと感謝いたします。 
 

（有）一級建築士事務所 アトリエフォルム 
代表取締役 吉田 文男 
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