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あじまの話題とお知らせ

アレコレ味間アレコレ味間

　広報部会では、広報紙「夢あじま」の編集・発行にご協力いただける方を募集しています。
また、掲載希望原稿も随時募集していますので、事務局（506-1165）または広報部会長・稲山悟
 （090-8828-5251）までお気軽にお問い合わせください。お待ちしています。

広 報 部 会
協 力 者・
原 稿 募 集

　県立丹波並木道中央公園で令和元
年 10 月６日（日）に開催された
丹波なみきみちまつり収穫祭の軽ト
ラ市に出店しました。
　軽トラ市には４者が出店し、丹波
篠山茶、農産物、綿菓子などを販売
しました。

１　三世代交流・味間っ子ふれあい祭
　　日時　令和元年12月７日（土）
　　　　　午前９時

■期間
　令和元年12月１日（日）～
　　令和２年１月17日（金）
　※点灯時間は、期間中の毎日、
　　午後５時～午前零時
■点灯式
　令和元年12月１日（日）
　午後５時

■丹波なみきみちまつり収穫祭
　「軽トラ市」に出店しました

■味間小学校の行事案内
■自治会や子ども会の行事で
　ご利用ください

■第18回丹波篠山市新春駅伝
　大会に出場します

令和元（2019）年に味間地区まち協は10周年を迎えました！10周年

～希望と鎮魂の灯り～
ウインターイルミネーションウインターイルミネーション

味間の魅力 再発見！第５回わいわい写真コンクール味間の魅力 再発見！第５回わいわい写真コンクール

▲サマーイルミネ―ション～デカンショの灯り～をバージョンアップします
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ＪＲ篠山口駅
東口駅前広場

2019.12.1（日）～
2020.1.17（金）

　味間地区まちづくり協議会と味
間地区自治会長会は連名で「ＪＲ
篠山口駅周辺地域整備計画の策定
と土地利用規制緩和の検討につい
て（要望）」を令和元年９月10日
（火）、丹波篠山市長あてに提出し
ました。
　これは、弁天・大沢・大沢新の自
治会長の連名で「ＪＲ篠山口駅周
辺地域の良好なる市街地形成計画
の策定について（要望）」と題した
書面が出され、両者で検討を重ね
てきたものです。

　現在のＪＲ篠山口駅周辺、特に
東口は老朽建築物・空き家・駐車
場・駐輪場が目立ち、ローカル駅の
様相を呈している。
　丹波篠山市の発展は、市の玄関
口である「駅周辺」の秩序ある発展
なくしては為し得ない。
　市名変更をした今こそ、将来を
見据えた再開発計画または良好な
市街地形成計画の策定に着手すべ
きである。

①弁天自治会は昭和63年と平成
30年を比較すると人口が半減
  （S.63年:401人→ H.30年:
234人）
②駅の東側では、老朽木造住宅と
駐車場・駐輪場が半分以上を占
め、秩序ある開発計画が必要
③高齢者の一人住まい、老朽空き
家が密集し、防災・防犯上も問題
④建築基準法が改正され、現状の
土地に同規模の住宅・店舗等の
建て替えができ
ない
⑤丹波篠山市の景
観条例で高さ制
限が市内一律に
かけられ、土地
の有効・高度利
用ができない
⑥都市計画マス
タープランで駅
周辺地域は、近
隣商業地域、準
工業地域、第１

　　場所　味間小学校
　　内容　福寿会、いずみ会をはじ
　　　　   め、地域の方々にお世話
　　　　　になり、学年ごとに三世
　　　　　代交流活動を行います。
２　オープンスクール
　　日時　令和２年２月１日（土）
　　　　　終日
　　場所　味間小学校
　　内容　オープンスクールです。
　　　　　地域の皆さん、是非とも
　　　　　味間小学校の見学にお越
　　　　　しください。お待ちして
　　　　　います。

　味間地区まちづくり協議会では、
次の備品を貸し出しています。自治
会の行事などでご活用ください。

　なお、利用にあたっては事前に予
約をお願いします。

　令和２年１月 19 日（日）、黒豆
の館周辺で開催される第 18 回丹
波篠山市新春駅伝大会に味間地区か
ら２チームが出場する予定です。
　皆さんのご声援をお願いします。

備　品　名 利用料／1回
ポータブル音響機器

スクリーン（100インチ）／プロジェクター一式

ビデオカメラ・三脚セット

テント（１張）

イス（１脚）

ポン菓子機（味間地区内に限る）

綿菓子機（味間地区内に限る）

  　 500円

   　500円

   　500円

   1,000円

      50円

 　2,000円

   2,000円

　丹波篠山市の玄関口・味間地区の魅力を再発見するため、本年度も引き続き  
「味間の魅力  再発見！  わいわい写真コンクール」の作品を募集しています。
　味間地区で撮影されたものであれば何でもＯＫ。自治会や地域の行事・秋まつり・風景など、
あなたのお気に入りの写真をお待ちしています。

１　テ  ー  マ

２　し め き り

３　応 募 規 定

４　応 募 方 法

５　賞・参加賞

６　審　　　査

７　発　　　表

８　表彰・展示

９　応  募  先

味間地区の景観・風景・季節の花、自治会・神社・寺院の伝統行事・祭り、味間地区ま
ちづくり協議会の行事など（味間地区で１年以内に撮影したものに限ります）

令和元年12月６日（金）まで
（事務局まで直接お持ちいただく場合、火曜日・金曜日の9:00 ～ 13:00）

(1) 写真サイズは、Ａ４（210mm×207mm）、四つ切り（254mm×305mm）、　
　  ワイド四つ切り（254mm×368mm）のいずれかとします。
(2) カラー・モノクロ写真は問いません。組写真、合成写真は不可とします。
(3) 応募点数は１人３点以内とし、応募者本人が撮影したもので、未発表の作品に限り
　  ます。なお、入賞はおひとり１点とし、上位の賞を優先します。

応募票に必要事項をご記入のうえ、応募作品の裏面に貼り付け、応募先まで郵送、また
は、直接、お届けください。直接お届けいただく場合、しめきりまでの火曜日･金曜日
の9:00 ～ 13:00 の間に味間地区まちづくり協議会事務局までお願いします。

◆最優秀賞　１点（賞状・賞品）　◆優 秀 賞　３点（賞状・賞品）
◆入   　選   数点（賞状・賞品）　◆参 加 賞　応募者全員

令和元年12月上旬

入賞作品は令和元年12月上旬、入賞者本人あてに連絡します。

(1) 表彰式は、令和元年12月下旬を予定しています。
(2) 入賞作品等の展示は、令和元年12月下旬、丹波篠山市立四季の森生涯学習センター
　  東館展示ホールで行います。

〒669-2205　丹波篠山市網掛429番地
味間地区まちづくり協議会事務局　丹波篠山市立四季の森生涯学習センター東館１階
TEL･FAX　079-506-1165（火曜日・金曜日9:00 ～ 13:00）

締め切り
12月6日（金）

要望書を提出 ＪＲ篠山口駅周辺地域整備計画の策定と
　　土地利用規制緩和の検討について

種住居地域と決められている
が、実態と合っていない。
　味間地区まちづくり協議会と味
間地区自治会長会では３自治会か
らの要望理由や現状を慎重に協議
し、理事会や全体会の承認を経て、
このたびの提出となりました。
　今回の提出を機に、味間地区ま
ちづくり協議会では「あじま修徳
塾」などを通して、勉強会などの機
会を設け、要望が実現するよう取
り組みたいと考えています。

　まもなく12月。ご寄付いただいた電飾を使い、夏のイルミネー
ションをスケールアップしたイルミネーションをJR篠山口駅東
口広場に設置します。是非、ご覧ください。

ご来場をお待ちしています!

《要望主旨》

《要望に至った主な理由》

11月30日（土）
9:30～12:00
（雨天中止）

おとわのもり子育て広場
トランポリンネット・やきいも ・ ししまい
シイタケのバーベキュー　ほか催し物

場　所

音羽の森・もみじまつり音羽の森・もみじまつり



味間地区防災訓練を開催しました！

2 3

▲開会式での会長あいさつ ▲開会式のようす ▲防災講話

▲煙テント体験

▲訓練参加者には非常用持出袋を配付

▲防災持ち出し品展示 ▲非常食試食会

▲AED取扱訓練 ▲土のう作り体験

▲消火器取扱訓練

　令和元年８月25日（日）、味間
地区全域ならびに市立四季の森生
涯学習センターで味間地区防災訓
練を開催し、のべ1,362人が参加
しました。

　今回の訓練は、平成30年西日
本豪雨での教訓を踏まえ、味間地
区自治会長など関係団体と協議し
ながら、実行委員会を組織し検討
してきました。

　訓練当日は、各自治会ごとに避
難訓練が行われた後、四季の森生
涯学習センターで、消火器取扱訓
練、土のう作り体験などを行いま
した。

　令和元年９月29日（日）、市立
丹南健康福祉センターにおいて、
味間地区まちづくり協議会設立
10周年記念式典を開催し、これ
までの歩みを振り返るとともに、

10年の節目を祝い、今後のまちづ
くりへの誓いを新たにしました。
　当日は、銭太鼓きらり篠山の演
奏で幕を開け、会長式辞、感謝状贈
呈、記念講演「食を支えるまち・味

間」のあと、味間育ちの「ちめいど」
のふれあいコンサートで大いに盛
りあがりました。また、これまでの
取り組みをまとめた「10年のあ
ゆみ」を発行しました。

味間地区まちづくり協議会設立10周年記念事業 第2弾

設立10周年記念式典を開催しました！
味間地区まちづくり協議会設立10周年記念事業 第3弾

▲石井勝・初代会長に感謝状贈呈

▲記念講演「食を支えるまち・味間」 ▲波多野恭守会長の式辞
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▲西田幸夫・第２代会長に感謝状贈呈

▲10年のあゆみ発行

▲酒井隆明・丹波篠山市長祝辞

▲森本富夫・丹波篠山市議会議長祝辞 ▲小西隆紀・兵庫県議会議員祝辞

　８月の味間地区防災訓練の後、千葉、長野、宮城などで
台風による甚大な被害が発生しています。
　同じような災害は、丹波篠山市や味間地区で起こらな
いとは限りません。
　わが事として、防災対策に取り組みましょう。

次のステージへ

　市内16番目に設立された味間地区
まちづくり協議会。10年のあゆみを
辿ると、当時の味間地区の課題と今後
が見えてきます。
　令和、丹波篠山市の時代を迎え、「み
んなでつくろう夢あじま」を合い言葉
に次のステージへと歩みを進めま
しょう。

次のステージへ

「備える（日常）」 「逃げる（災害時）」 「伝える（後世に残す）」《西日本豪雨災害の教訓》 「みんなでつくろう夢あじま」を合い言葉に次のステージへと歩みを進めましょう！
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2019.12.1（日）～
2020.1.17（金）

　味間地区まちづくり協議会と味
間地区自治会長会は連名で「ＪＲ
篠山口駅周辺地域整備計画の策定
と土地利用規制緩和の検討につい
て（要望）」を令和元年９月10日
（火）、丹波篠山市長あてに提出し
ました。
　これは、弁天・大沢・大沢新の自
治会長の連名で「ＪＲ篠山口駅周
辺地域の良好なる市街地形成計画
の策定について（要望）」と題した
書面が出され、両者で検討を重ね
てきたものです。

　現在のＪＲ篠山口駅周辺、特に
東口は老朽建築物・空き家・駐車
場・駐輪場が目立ち、ローカル駅の
様相を呈している。
　丹波篠山市の発展は、市の玄関
口である「駅周辺」の秩序ある発展
なくしては為し得ない。
　市名変更をした今こそ、将来を
見据えた再開発計画または良好な
市街地形成計画の策定に着手すべ
きである。

①弁天自治会は昭和63年と平成
30年を比較すると人口が半減
  （S.63年:401人→ H.30年:
234人）
②駅の東側では、老朽木造住宅と
駐車場・駐輪場が半分以上を占
め、秩序ある開発計画が必要
③高齢者の一人住まい、老朽空き
家が密集し、防災・防犯上も問題
④建築基準法が改正され、現状の
土地に同規模の住宅・店舗等の
建て替えができ
ない
⑤丹波篠山市の景
観条例で高さ制
限が市内一律に
かけられ、土地
の有効・高度利
用ができない
⑥都市計画マス
タープランで駅
周辺地域は、近
隣商業地域、準
工業地域、第１

　　場所　味間小学校
　　内容　福寿会、いずみ会をはじ
　　　　   め、地域の方々にお世話
　　　　　になり、学年ごとに三世
　　　　　代交流活動を行います。
２　オープンスクール
　　日時　令和２年２月１日（土）
　　　　　終日
　　場所　味間小学校
　　内容　オープンスクールです。
　　　　　地域の皆さん、是非とも
　　　　　味間小学校の見学にお越
　　　　　しください。お待ちして
　　　　　います。

　味間地区まちづくり協議会では、
次の備品を貸し出しています。自治
会の行事などでご活用ください。

　なお、利用にあたっては事前に予
約をお願いします。

　令和２年１月 19 日（日）、黒豆
の館周辺で開催される第 18 回丹
波篠山市新春駅伝大会に味間地区か
ら２チームが出場する予定です。
　皆さんのご声援をお願いします。

備　品　名 利用料／1回
ポータブル音響機器

スクリーン（100インチ）／プロジェクター一式

ビデオカメラ・三脚セット

テント（１張）

イス（１脚）

ポン菓子機（味間地区内に限る）

綿菓子機（味間地区内に限る）

  　 500円

   　500円

   　500円

   1,000円

      50円

 　2,000円

   2,000円

　丹波篠山市の玄関口・味間地区の魅力を再発見するため、本年度も引き続き  
「味間の魅力  再発見！  わいわい写真コンクール」の作品を募集しています。
　味間地区で撮影されたものであれば何でもＯＫ。自治会や地域の行事・秋まつり・風景など、
あなたのお気に入りの写真をお待ちしています。

１　テ  ー  マ

２　し め き り

３　応 募 規 定

４　応 募 方 法

５　賞・参加賞

６　審　　　査

７　発　　　表

８　表彰・展示

９　応  募  先

味間地区の景観・風景・季節の花、自治会・神社・寺院の伝統行事・祭り、味間地区ま
ちづくり協議会の行事など（味間地区で１年以内に撮影したものに限ります）

令和元年12月６日（金）まで
（事務局まで直接お持ちいただく場合、火曜日・金曜日の9:00 ～ 13:00）

(1) 写真サイズは、Ａ４（210mm×207mm）、四つ切り（254mm×305mm）、　
　  ワイド四つ切り（254mm×368mm）のいずれかとします。
(2) カラー・モノクロ写真は問いません。組写真、合成写真は不可とします。
(3) 応募点数は１人３点以内とし、応募者本人が撮影したもので、未発表の作品に限り
　  ます。なお、入賞はおひとり１点とし、上位の賞を優先します。

応募票に必要事項をご記入のうえ、応募作品の裏面に貼り付け、応募先まで郵送、また
は、直接、お届けください。直接お届けいただく場合、しめきりまでの火曜日･金曜日
の9:00 ～ 13:00 の間に味間地区まちづくり協議会事務局までお願いします。

◆最優秀賞　１点（賞状・賞品）　◆優 秀 賞　３点（賞状・賞品）
◆入   　選   数点（賞状・賞品）　◆参 加 賞　応募者全員

令和元年12月上旬

入賞作品は令和元年12月上旬、入賞者本人あてに連絡します。

(1) 表彰式は、令和元年12月下旬を予定しています。
(2) 入賞作品等の展示は、令和元年12月下旬、丹波篠山市立四季の森生涯学習センター
　  東館展示ホールで行います。

〒669-2205　丹波篠山市網掛429番地
味間地区まちづくり協議会事務局　丹波篠山市立四季の森生涯学習センター東館１階
TEL･FAX　079-506-1165（火曜日・金曜日9:00 ～ 13:00）

締め切り
12月6日（金）

要望書を提出 ＪＲ篠山口駅周辺地域整備計画の策定と
　　土地利用規制緩和の検討について

種住居地域と決められている
が、実態と合っていない。
　味間地区まちづくり協議会と味
間地区自治会長会では３自治会か
らの要望理由や現状を慎重に協議
し、理事会や全体会の承認を経て、
このたびの提出となりました。
　今回の提出を機に、味間地区ま
ちづくり協議会では「あじま修徳
塾」などを通して、勉強会などの機
会を設け、要望が実現するよう取
り組みたいと考えています。

　まもなく12月。ご寄付いただいた電飾を使い、夏のイルミネー
ションをスケールアップしたイルミネーションをJR篠山口駅東
口広場に設置します。是非、ご覧ください。

ご来場をお待ちしています!

《要望主旨》

《要望に至った主な理由》

11月30日（土）
9:30～12:00
（雨天中止）

おとわのもり子育て広場
トランポリンネット・やきいも ・ ししまい
シイタケのバーベキュー　ほか催し物

場　所

音羽の森・もみじまつり音羽の森・もみじまつり


