
■ 住民参加のま ち づく り 探訪 ①

建設計画から 住民参加

町の魅力を発掘し ､地域活性化の資源に結びつける

井手町まちづくりセンター「椿坂」

京都府の南部に位置する井手町は、人口8992

人（2002年度 、面積18.01k㎡で、大阪や京都）

などの大都市に近いという条件から、製造業お

よび建設業がまちの基幹産業となっている。

今年４月、この井手町に、まちづくりを自発

的に担ってきた住民団体で構成する「井手町ま

ちづくり協議会」が中心となって、活動の拠点

となる「井手町まちづくりセンター 椿坂」が、

オープンした。

建設地は、ＪＲ玉水駅から玉川沿いに東へ入

った、小高い山肌に棚田が並ぶ上井手地区。南

北に抜ける山背古道と山吹ハイキングコースが

重なる地域で、近隣には玉津神社や小野小町塚、

地蔵禅院などがあり、史跡散策ルートにもなっ

ている。

「井手町まちづくりセンター 椿坂」は、敷

地面積約434坪の棚田跡４枚に、木造平屋建て

の、交流棟、納屋棟、活動棟の３棟が建ち並ぶ。

総工費は約１億9000万円。

延面積43.4坪の交流棟には、８畳の和室２部

屋、縁側、囲炉裏がある10畳の板間、パソコン

ルーム、かまどを備えた厨房、ベンチやテーブ

ル、カジカガエル養殖槽や会員の手作り品など

が置ける土間がある。

納屋棟は、10.8坪。各団体が相互利用する倉

庫で 「井手町まちづくり塾」が毎年開催して、

いる「橘諸兄公時代絵巻行列」の衣装などが収

納されている。

活動棟は、46.2坪。陶芸ができる窯やゆう薬

室、作業机が設けられている。

一番下の棚田からは、奈良の大安寺の瓦を製

造したとみられる史跡が発掘されたため、当初

の配置を変更し、駐車場となった。

地域が発展していくためには、住民の主体的

な参加と活動が不可欠である。まちづくりに関

わる住民団体の主導で建設した「センター」に

ついて、協議会会長の小川俊雄さんと、井手町

企画財政課長の藤林 学さんから、設立経緯や、

運営方法について、お話をうかがった。

住民21人が参加し た

「 総合計画」 づく り

井手町の住民参加のまちづくりは、2000年、

町の第３次総合計画策定時にも取り組まれた。

まず、総合計画策定委員に、町内のまちづく

りに関わる団体のなかから、女性は10人を含む

21人もの住民を選出。会議では 「意見を出し、

た人が、実現に関わる」というルールのもとに、

計画が検討されていいった。

また、住民の意見を取り入れるため、それま

で世帯別にとっていたアンケート調査を、16歳

以上の町民すべてに拡大。

そのアンケートに書き込まれた要望を、町で

は丁寧にリストアップ。できることは実現し、
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できないことは徹底的な情報公開をしながら、

住民が納得するまで説明。その作業は、現在も

続いている。

住民の要望はま ちづく り の宝庫

地域の発展に結びつける井手町

よく、住民の要望は自分勝手なケースが多く、

住民参加といっても調整が大変だ、という意見

を聞く。その点を井手町では、要望はまちづく

りを考えるアイディアの宝庫と考え、一つずつ

実現することで、地域の発展に結びつけている。

その代表的な例として、国道24号線沿いの土

地に、ＶＢ企業４件を誘致したことがあげられ

る。誘致にさいしては、１㎡当り200円（学生

ＶＢは100円）と格安の利用料を設定した。さ

らに、建物を建てる前に公募。応募した企業の

必要に即して、中の設備を整えるという方式を

とった。

誘致したＶＢ企業の一つである「 有）アン（

ティ情報設計」は、３Ｄの設計を専門とする会

社。当初５～６人であった社員が、現在は20人

程度まで増えた。地域産業と発展と、雇用の創

出が成功した例となっている。

また、大量のマイナスイオンを発生させる機

械を製作する会社では、昨今の健康ブームも加

わって、急成長が期待されている。

４つの企業が立ち並ぶ「ベンチャー・パーク」

まちづくり協議会会長の小川俊雄さん

ま ち づく り 住民組織で

｢協議会｣づく り

2000年５月、まちづくりに関わる住民団体で

「井手町まちづくり協議会」が結成された。

参加した団体は、８つ。井手町まちづくり塾、

井手町カジカガエル保護友の会、南部源氏ボタ

ルを守る会、山背古道探検隊、井手町商工会青

年部、ＩＤＥゆうゆうスポーツクラブ、万灯呂

山の歴史を守る会、陶芸工房「山吹」である。

当時、旧国土庁の「多様な主体の参加と連

携」をめざしたモデル事業に、この協議会が指

定されたこともあって、協議会ではまず、これ

らの団体活動を活かした取り組みとして 「井、

手町まちづくりマップ」を作成した。

マップは 「自然系 「歴史系 「レクリエー、 」 」

、 、ション系」の３部門に分かれ 「自然系」では

山林を中心に、コナラやサカキ、コジイといっ

た植物の群生地や、湿地帯、源氏ホタルが見ら

れる場所などが、地図上に記されている。

しかし、参加団体では、資金不足や、活動記

録を残したり、情報交換の拠点がないといった

課題をかかえていたため、これからの活動に何

が必要かを考えるシンポジウムを開催。シンポ

ジウムの中で、まちづくり拠点の必要性が提言

として出され、センター設立が、この時に明確

な目標となった。
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セン タ ー建設計画を

住民のワ ーク ショ ッ プ で

まちづくりセンターは、利用する団体が使い

やすく、欲しい機能を充実するため、建設の設

計段階から住民主導でつくることになった。

話し合いの方法は、ワークショップ形式。３

回の開催と、町並みを活かしたまちづくりに取

り組む愛媛県内子町の見学をとおしし、議論を

積み重ねていった。

「 人と 人と の交流」 に重点をおいた

基本イ メ ージ

センターの基本的機能や性格、管理運営の方

針などの前提条件は、町が整理。

基本的機能としては、①まちづくり活動の拠

点、②山背古道・山吹ハイキングコースをはじ

め散策を楽しむ人の憩いの場所、③まちづくり

情報の発信拠点、の３点。

機能として特徴的なのは、町内各団体の活動

拠点としての機能だけではなく、②や③のよう

に、団体同士、また町外から訪れる人びととの

交流にも、重点がおかれている点である。

これは 「使いやすく、人が集まってにぎわ、

いがある。初めて訪れる人にも入りやすい。井

手町のまちづくりに関する情報がすぐ手に入

る」という、基本的性格の位置づけにも反映さ

れている。

また、管理運営は「町設民営 。」

建物は、４枚の棚田を活かして、木造平屋建

てにし、周囲の景観にマッチした農家風の外観

とすることが決まった。

思いの丈を出し あっ た

｢第１ 回ワ ーク ショ ッ プ ｣

井手町が発行している「報告書」によると、

「ワークショップ」とは 「もともと『作業、

場』を意味し、複数の人間がたがいに影響をお

よぼしあいながら、あるものをともにつくって

いく場のこと」で 「通常の会議と違うのは、、

だれもが自由に意見を言いやすいように工夫さ

れていること、グループの創造行為と合意形成

に重点をおいていること、そして形式ばらず、

楽しく参加できること」が保障されている、場

のことである。こうした手法で行われた会議は、

センターの隅々にまで住民の意見が反映される

結果となった。

まず、第１回のワークショップでは、建設予

定地を視察。それをもとに、各団体ごとに「ま

ちづくりセンターでしたいこと 「欲しい機」

能・設備 「管理運営にどのように関われる」

か」について意見をまとめ、発表された。

「したいこと」の主な意見としては、

・水の良さをアピールするため水路を引き込み、

水車やカジカガエルなどが見られる施設

・段差をなくしてスロープを設置

・トイレは、男女別で、障害者に配慮

・交流棟に 「ほっこり」できる縁側や 「かま、 、

ど」の設置

・来訪者を受け入れる「客間」や「茶の間」

・パソコンやＩＴ関連機器の設置

・特産品の展示・販売コーナーの設置

・竹炭や陶芸、竹細工、紙漉などができる設備

など、さまざまであった。

事務局では、それらすべてを書きとめ、新た

な設計案を作成。次回は、それをもとに、実現

可能なことを検討していくこととなった。

「管理運営」については、この段階では、全

体的に「難しい」という心配が先行し、具体的

なイメージの共有はできなかった。

必要で実現可能なプ ラ ン が話し 合われた

｢第２ 回ワ ーク ショ ッ プ ｣

愛媛県内子町の見学を終えて開催した、第２
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農家を再現した板の間と「いろり」

カジカガエルの養殖設備や会員の作品展示コーナー

ホームページも開設したＩＴコーナー

回ワークショップでは、各団体が管理できる頻

度と利用頻度について、事前のアンケート調査

をもとに話し合われた。週２回、管理に携われ

る団体や、月に１回程度の団体もあったが、具

体的に把握することで、全体として、開館後の

運営イメージを共有するのに役だった。

また、第１回で出されたアイデアを組み込ん

だ設計案をもとに 「ホントに可能で、必要な、

もの」について、さらに詰めるための話し合い

が行われた。

新たな設計案では 「トイレの複数設置とバ、

リアフリー化」は、交流棟には「バリアフリー

対応トイレを男女別に１ブース設置 、活動棟」

には「バリアフリー対応トイレを男女兼用で１

ブース設置」となった。

また、水路については、水利権の関係と、１

年のうち水が流れる時期が限られていることな

どから、センターとは別に、宮本水車跡で考え

ていくことになった。

スロープについては、敷地内の有効面積が大

幅に縮小されるため、設置が見送られた。倉庫

の納屋棟の拡大は、実際の利用頻度のバランス

から、交流棟を有効活用することで対応。交流

棟の和室を充実させた設計案が提示された。

この設計案をもとに、各団体ごとに細部にわ

たった検証がさらになされ、その結果、

・交流棟に「いろりのある板間」

・建物の連続性を高めるために階段の移動

・バッタリ床机の設置

・植栽が、井手町の山に普通にある草木

などの思いが、設計図に書き込まれていった。

これを皆で検証し、その場で、複数意見を中

心に取り入れた、新しい図面を作成した。

ワ ーク ショ ッ プ の成果が実っ た

｢基本設計案｣

３回目のワークショップを開催する前に、建

物の細部の精度を高めるため、交流棟は、管

理・利用の頻度が最も高い「カジカガエル保護

友の会」に、活動棟については「陶芸工房 山

吹」に、それぞれヒアリングが行われた。

「山背古道探検隊」と「カジカガエル保護友

の会」では 「かまど」が残る南有王の民家を、

4



見学し、細部を確認。

このヒアリングや見学の成果も盛り込んで、

第３回ワークショップでは、建物の設計図や模

型、かまどの仕上げ材のサンプル、外構や植栽

計画などの細かい設計案が提示された。

このプランでは、参加者の希望どおり、植栽

は、井手町の里山に生えるコナラやクヌギなど

の雑木や下草、山菜が中心となり、外構の石垣

は、現状をできるだけ維持し、周囲の田んぼの

畦に生えている植物で構成することなどが盛り

込まれている。

こうして、最終的な「みんなのまちづくりセ

ンタープラン」ができあがった。

設計図の作成と同時に、センターとしてどの

ような活動をしていくかについて、各団体ごと

に発表が行われ 「センター歳時記」としてま、

とめられた。

センターの愛称については、各団体から提案

があったが、一般公募をすることになり、協議

会と町とで一般公募の具体的な方法が決められ

ることになった。

井手町の「 魅力」 は

地域の「 資源」

建物の設計が決まったあとは、いかにセンタ

ーを協議会が担っていくか、ルールづくりが必

要となる。

この具体的なルールづくりも、滋賀県水口町

「自主活動センターきずな」と甲良町の「せせ

らぎ遊園のまちづくりとグラウンドワーク」の

見学会を行った後、ワークショップ形式で３回、

話し合われた。

ワークショップで話し合われた内容の１つは、

「井手町の魅力」発見。参加者がカードにそれ

ぞれ３つ書き入れ、町の魅力を話し合った。一

番多かったのが 「井手の味」で、お茶、みか、

ん、柿、草餅……。自然では、山、農園、棚田、

井手町の魅力の一つ「味」のカード

ゲンジボタル、そして玉川を初めとした水の美

しさ。

こうした話し合いの結果 「自然 「歴史」、 」

「味」の３つのテーマ別に、カードが作成され

ることになった（写真参照 。カードには、テ）

ーマごとに、紹介するものを５つ絞り込み、写

真と紹介文が書き込まれている。

センターを訪れる人に配布して、井手町の魅

力をアピールするのに使うとともに、さらに、

まちづくり協議会で、更新・追加していくこと

になっている。

また、ワークショップのなかで、井手町の自

然や伝統的な文化に、住民が強い愛着をもって

いることが、改めてわかった。

例えば、井手町では、化石燃料が普及する前

までは、山で「こくまかき」や「柴刈り」をし

て 「かまど」に火をおこしていた 「こくまか、 。

き」とは松の落ち葉のことで、焚付けに使われ
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ていた。センターの「かまど」の焚付けや木材

は、老人クラブが「こくまかき」や「柴刈り」

を再現して、採取する計画が立てられている。

また、おひつに張り付いた残りご飯を利用し

て作ったお菓子「ホウシン」や、河川が整備さ

れる前はよく捕れた「ウナギ捕り」など、次か

ら次へと尽きない自然への思いがあふれた。

それを形にするため、植物や動物を調査して、

冊子にまとめられることとなった。

まとめられた『井手町 自然ガイドブック』

は、総250ページ 「植物 「キノコ 「鳥類」。 」 」

「魚類・水辺の生き物 「昆虫」に分け、それ」

ぞれをカラー写真で紹介。

コラムでは、お年寄りの話をもとに 「こく、

まかき」や「昔のお菓子」など、井手町が誇る

伝統が紹介されている。

自主運営の ｢ルール｣づ く り

２つめは、管理運営方式の調整。第１回のワ

ークショップでは、滋賀県の事例見学会の感想

をもとに、井手町にあった仕組みづくりの必要

性が話し合われた。

特に 「自主活動センターきずな」の参加団、

体の多さに注目が集まり、井手町においても多

くの人に参加してもらえるようにすること、自

6



主的な管理運営には、より多くの団体が参加す

る必要があることが提案された。また、地域密

着型で甲良町方式を、井手町でも取り入れたい

という声もあがった。

これをもとに、みんなで検討し共有していく

べき具体的ルールの項目をあげ、次々と検討し

ていった。

こうして話し合われた結果、管理運営体制の

主体は「まちづくり協議会」が、対外的窓口は

井手町総務課企画財政課が担うことになり、開

館は週６日、時間帯は午前９時から午後５時ま

で、全館禁煙、飲酒禁止、自販機の設置禁止

（毎日、お茶を用意 、ごみはそれぞれが持ち）

帰る、掃除は閉館前に毎日行うなど、前ページ

の表のようなルールが決まった。

また、毎日の管理当番は１日１団体。当番の

団体は内部で調整し、２～３人が出向いている。

また、各団体が取り組んでいきたいイベント

を、活動歳時記としてまとめ、１枚のカレンダ

ーも作成した。

センターの愛称については、158点の応募が

あった。その中から３点を、参加者それぞれが

選出。さらに話し合いが行われ 「椿坂」と決、

定された 「椿坂」は、センターに隣接する道。

の名前で、伝説から「再びめぐり会う」という

意味があるそうだ。

活動の場から ､地域活性化の拠点へ

当初８団体であった「井手町まちづくり協議

会」は 「●女性の船 「●井手町ふるさとガイ、 」

ドボランティア 「●いづみ太鼓」の３つが増」

えて、11団体となった。

総合計画づくりから、センター建設の基本設

計、そして運営や事業計画づくりを、自ら合意

形成をはかりながら決めていくというプロセス

を踏んでいった経験は、参加した住民の間で、

大きな力となり、井手町のまちづくりをさらに

発展させる契機を生んでいる。

センターを訪れたとき、数人の協議会の人々

が、隣接する山背古道を歩く人びと全てに、

「冷たいお茶があるから、是非、寄ってくださ

い」と、呼びかけていた。

協議会では、若く、働き盛りの人は、ホーム

ページの作成やＩＴ講習などに携わり、お年寄

りは草むしりなど 「できることを、できる人、

がする」関わり方を重視。些細なことでも話し

合い、決められたことを末端まで連絡する努力

を続けている。

参加団体の１つ「陶芸工房 山吹」は、申し

込みがあまりにも多くなり、窯を無休で炊いて

も追いつかない状況になった。

協議会代表の小川さんは、発掘した井手町の

魅力は、井手町の大切な資源。センターの建つ

山背古道を散策に来る観光客のために、うどん

などの食事を提供したり、よもぎ餅など井手町

の特産品を開発して、販売にも力をそそぎ、将

来的にはその収益を維持費にあてると同時に、

雇用も生み出す計画を語ってくれた。

センターの運営を円滑に運ぶため、当番に当

たった人は、毎日、お客さんの数や、その日の

出来事を帳面に記入しているそうだ。センター

の入口には、訪れた人が書き留める「思い出

帳」が置かれていた。

京都府では、大宮町の「常吉村営百貨店」や、

美山町の旧村ごとの、農業や町並みを活かした

取り組みなど、全国でも先進的と言われる住民

参加のまちづくりが行われている。

会報では、今後、府内のこうした取り組みを

取材し、どういう方法で住民参加が行われてい

るのか、住民参加によって何が変わり、どうい

った展望が開かれるのかを探っていく。

（文責 黒岩洋子）
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