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人　口  9,398人(男4,527人 女4,871人)
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ＪＲ篠山口駅東口駅前広場に
サマーイルミネーションを設置・点灯中
ＪＲ篠山口駅東口駅前広場に
サマーイルミネーションを設置・点灯中

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

　味間小学校・味間小学校ＰＴＡで
は、毎年５月と11月に地域の皆様
にもご協力いただき、資源回収を実
施していますが、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、５月は中止
し、11月も中止します。
　今後、資源回収を実施する際には、
地域の皆様のご協力とご支援のほ
ど、よろしくお願いします。

　味間小学校では、次のとおり運動
会を開催します。
　なお、新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、観覧は保護者のみと
し、一般観覧はできませんので、何卒
ご理解のほど、よろしくお願いしま
す。
１ 日　時　令和２年９月19日（土）
　　　　　 午前９時～
２ 場　所　味間小学校グラウンド

　丹南中学校・丹南中学校ＰＴＡで
は、毎年７月にリサイクル活動（資源
回収）を実施していますが、令和２年
度は新型コロナウイルス感染拡大防

■資源回収の報告・お願い
　－味間小学校－

■運動会のお知らせ－味間小学校－

■リサイクル活動の報告・お願い
　－丹南中学校－

■自治会や子ども会の行事で
　ご利用ください

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

ＪＲ篠山口駅は丹波篠山市の玄関口ＪＲ篠山口駅は丹波篠山市の玄関口

コロナに
負けるな

　味間地区まちづくり協議会では、丹波
篠山市の玄関口・ＪＲ篠山口駅周辺を盛
りあげようと、令和元年度から、夏と冬に
イルミネーションを設置し、ＪＲ利用者
や観光客に大変好評でした。
　令和２年度も丹波篠山市の中心市街
地・ＪＲ篠山口駅周辺に賑わいを取り戻
し、また、新型コロナウイルス感染症退散
祈願「15時間オンライン　デカンショ」
を盛りあげるため、「ＪＲ篠山口駅サマー
イルミネーション～コロナに負けるな
～」として、下記の期間に点灯していま
す。
　夏のイルミネーションもいいですよ。
夕涼みも兼ね、お気軽にお越しください。

令和２年８月31日（月）まで
※点灯時間は、毎日午後７時～午前零時

ＪＲ篠山口駅東口駅前広場

期間中の土曜日、午後７時～午後９時の間、
ＪＲ篠山口駅東口にある駅ラボを開放しています。
冷たいお茶のサービスありますよ。

令和２年８月31日（月）まで
※点灯時間は、毎日午後７時～午前零時

ＪＲ篠山口駅東口駅前広場

期間中の土曜日、午後７時～午後９時の間、
ＪＲ篠山口駅東口にある駅ラボを開放しています。
冷たいお茶のサービスありますよ。

★名称
　ウインターイル

ミネーション

　　　～希望と鎮魂
の灯り～

★期間
　令和２年12月１

日（火）～

　　　　令和３年１
月17日（日）

　※点灯時間は、期
間中の毎日、

　　午後５時～午前
零時

　冬にもイルミネー
ションを点灯します

。
冬のイルミネーショ

ンのご案内期　　間期　　間

場　　所場　　所

駅ラボ開放駅ラボ開放

止のため、中止しました。
　今後、リサイクル活動（資源回収）
を実施する際には、地域の皆様のご
協力とご支援のほど、よろしくお願
いします。

　丹南中学校では、次のとおり、体育
大会・文化祭・オープンスクールを開
催します。
　なお、新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、体育大会・文化祭の観
覧は1家庭１人のみとし、一般観覧
はできませんので、何卒ご理解のほ
ど、よろしくお願いします。

　日　時　令和２年９月12日（土）
　　　　　午前８時４０分～
　場　所　丹南中学校グラウンド

　日　時　令和２年10月24日（土）
　　　　　午前８時４０分～
　場　所　丹南中学校体育館

　期　間　令和２年11月10日（火）
　　　　　～13日（金）
　その他　新型コロナウイルス感染
　　　　　状況によっては中止する
　　　　　こともあります。

　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
や子ども会の行事・
お楽しみ会などで
ご活用ください。
　なお、ご利用にあ
たっては、事前に予
約をお願いします。

　味間地区まちづくり協議会は、毎
週火・金曜日の午前９時～午後１時
に開所していますので、お気軽にお
越しください。

　長さ・球数・規格などは問いませんが、ＬＥＤ
製の屋外用イルミネーションのみとさせてい
ただきます。また、お一人、何点でも構いませ
ん。その他、まちづくり協議会にお問い合わせ
ください。

　現在、令和２年度「あじま修徳塾」を開講しており、
次の受講者を募集しています。

　味間地区まちづくり
協議会あいさつ運動推
進委員会では、のぼり
旗を新調します。
　破損があれば、自治
会や学校・園にお渡し
します。

※場所は、四季の森生涯学習センターです。
　受講を希望される方は、開催日の１週間前までに味間地区まち
　づくり協議会へ電話・FAXでお申し込みください。

(1) 点灯場所　　ＪＲ篠山口駅東口駅前広場
(2) 名 称 等
　　ウインターイルミネーション　～希望と鎮魂の灯り～
　　期　間　令和２年12月１日（火）～令和3年1月17日（日）
　　その他　点灯時間は、毎日、午後5時～午前零時

～ご不要のイルミネーションをお譲りください～
JR篠山口駅前広場をイルミネーションで飾ろうJR篠山口駅前広場をイルミネーションで飾ろう

◆ お譲りいただきたいイルミネーション ◆ イルミネーション点灯計画（予定）

■丹南中学校の行事案内

■味間地区まち協の
　　　　　　　開所日時ご案内

みんなで考えよう！
ＪＲ篠山口駅周辺の未来

回 年月日(曜) 時間 お話の内容

第４回

第３回　９月18日（金）19:30 ～ 21:00

　９月25日（金）
19:00 ～ 20:30

　福知山市中心市街地活性化の取り組み
　～具体的な取組事業と今後の課題～

中心市街地のまちづくり
～コンパクトなまちづくりを目指して

あじま修徳塾

開講中
あいさつ運動の
のぼり旗が新しく
なります。

あいさつ運動の
のぼり旗が新しく
なります。

１ 体育大会

２ 文 化 祭

３ オープンスクール（予定）

▲綿菓子機



んどの地域においては、倉吉市と
同じ人口減による空き家の増加に
苦慮している。

■丹波篠山市中心市街地活性化協
議会→味間エリア再検討専門部会
と具体的な事業を目的別にワーキ
ンググループを編成し、駅東側等に
おける事業の推進が必要。まずは、
地域・地元を中心にワーキンググ
ループから。

■中心市街地活性化には、地元の
理解と協力が必要、重要と感じ、全
体で事業を推進する事業体（ワー
キンググループ）の発足が必要。

■周辺住民への説明、意義、意識の
理解を得る努力と特に地権者の理

中心市街地活性化
駅周辺整備の取り組みを学ぶ学ぶ

2 3

▲倉吉市中心市街地活性化協議会

▲白壁土蔵群▲赤瓦一号館▲打吹回廊

■倉吉市は、まちが整備されてお
り、篠山口駅のように狭くないた
め、まずは道路の整備が必要であ
る。古民家の利用が参考になりま
した。

■空き家、商業地、住宅の多さは、
篠山口駅前と同じである。道路整
備から行わなければ、開発はでき
ない。倉吉市、松江市ともに行政と
の歩調がとられているように思う。
その点を大いに学ぶべき。

■松江市は、若者が住みやすい取
り組みに力を入れており、丹波篠
山市も若者が住みやすい環境にし
て欲しい。

■倉吉市、松江市ともに再開発が

テーマとなっている点については、
丹波篠山市と共通する課題であ
り、たがいに連携できるのではな
いか。

■倉吉市の場合、特に観光の拠点
となるものがなく、高齢化・少子化
に伴う人口減に対応する施策とし
て、空き家等のリフォームなどを通
じて、若い人の店舗オープンをめざ
し、事業に取り組んでいる。

■ＪＲ篠山口駅周辺においても、
人口減、高齢者の増と同じような状
況であり、今後の展開にも参考に
なる点が多く見受けられた。どこの
ゾーンにおいても核となる施設を
中心に展開しようとしていた。

■松江城や宍道湖という観光資源
はあるが、近辺にのみ観光客が集
中しており、その範囲は狭く、ほと

3 密つの を避けましょう 密 換気の悪い

閉空間閉空間 密
多数が集まる

集場所集場所 密
間近で会話や
発声をする

接場面接場面新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力をお願いします

解と協力が必要。

■地域を生活、商業、工場とゾーン
を設定して開発していく方法は、丹
波篠山市においても必要である。

■市全域をひとくくりにして条例を
決めるのではなく、地域によって緩
和して整備することが必要ではな
いか。

■地域の声がもっと行政に届くよ
う、専門家も入れて研修していく必
要性を感じた。

■地区全体での再開発プランを確
立することが最優先であり、マス
タープランを確定後に住民のコン
センサスをとることが重要である。

■ＪＲ篠山口駅東口地区の再開発
の青写真およびヒアリング、計画の

作成が必要ではないか。

■丹波篠山市の玄関口である篠山
口駅前開発は、倉吉市や松江市な
どの事例を参考にして、絶対やるべ
きである。このままでは発展はない
と思います。

■インター周辺の土地利用計画は
市の景観室がしたが、市と商工会
と連携した取り組みが丹波篠山市
でも出来るのではないか。行政、商
工団体、まち協がプロジェクトを立
ちあげ、ワークショップを開いて、
地図に現状を落とし込み、どんなこ
とができるのか話し合う。夢をそこ
に落とし込む。青少年、働く世代、高
齢者が元気に集う街ができたらい
いなあ。

■地域住民との意見交換を十分に
行い、理解を得ることが重要であ

ると考えます。人が訪れたいと思う
核となる施設を中心に計画してい
くことが重要ではないかと考えま
す。

■市の市民協働課などと味間地区
まちづくり協議会が協力しあって、
駅前活性化に取り組むことが大
切。ことなかれの考え方でなく、味
間地区に住んでいる市職員の協力
を得て、職員も生きがい、やりがい
を持つことが必要です。

■篠山口駅周辺整備に関しては、
地域住民との意見交換を増やして
いくことが必要。篠山地区と丹南地
区を別で考えていくべきである。

■ＪＲ篠山口駅前は観光資源に頼
れないため、近隣の人が興味を持っ
て訪れるような計画が必要。

倉吉市・松江市中心市街地活性化
協議会を視察研修して

今回の中心市街地活性化視察研修を
終えて、今後できることなど

味間地区まちづくり協議会では、毎年、市外への視察研修を開催しており、今回は令和元年
９月10日に丹波篠山市に提出しました「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）」を前進させるため、７月10日（金）～11日（土）鳥取県倉吉
市と島根県松江市を訪問しましたので、その概要と参加者の感想や意見を掲載します。

　倉吉市では中心市街地活性化
は重要な課題でしたが、民間に
大規模な支援を継続的に行うこ
とは困難と考え、民間が規模の
大きい支援を直接申請できるな
ど利点のある法に基づく中心市
街地活性化基本計画を策定し、
取り組んできました。計画期間
は、第１期が平成２７年７月～令
和２年３月、第２期が令和２年４
月～令和７年３月となっており、

計画区域は約１９６haです。
　目指す中心市街地の都市像は
「みんなで進める復興と福興～レ
トロとクールの融合により新た
な活気とにぎわいの溢れるまち
～」。にぎわいのある商店街づく
り事業、チャレンジショップ事業
などを手がけ、いろいろな事業
が動き出し、大変注目を浴びて
きています。今後は、それらを連
携させるソフト事業が課題です。

倉吉市中心市街地活性化協議会《鳥取県倉吉市》

▲カラコロ工房

▲空き店舗の活用▲空き家の活用

　松江市では中心市街地の人口
動態、土地利用、商業・賑わい、
観光などの状況、地域住民の
ニーズ把握・分析などを踏まえ、
令和元年１２月～令和７年３月を
計画期間とし、３期松江市中心
市街地活性化基本計画を策定さ
れ、取り組んでいます。区域面積
は約275haで、目指す中心市街
地の都市像は「歴史・文化・水辺
を活かす、若者が活躍する松江
のまちなか」となっています。
　３期計画では、既存ストックの
活用などによる活気の創出、水
辺空間の活用などによるまちな
かの賑わいづくり、歴史・文化資
源を活かした観光振興・交流の
拡大を基本指針とし、松江市と
松江商工会議所が一体となって
取り組んでいます。

松江市中心市街地活性化協議会《島根県松江市》

▲現地での説明
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　味間小学校・味間小学校ＰＴＡで
は、毎年５月と11月に地域の皆様
にもご協力いただき、資源回収を実
施していますが、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、５月は中止
し、11月も中止します。
　今後、資源回収を実施する際には、
地域の皆様のご協力とご支援のほ
ど、よろしくお願いします。

　味間小学校では、次のとおり運動
会を開催します。
　なお、新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、観覧は保護者のみと
し、一般観覧はできませんので、何卒
ご理解のほど、よろしくお願いしま
す。
１ 日　時　令和２年９月19日（土）
　　　　　 午前９時～
２ 場　所　味間小学校グラウンド

　丹南中学校・丹南中学校ＰＴＡで
は、毎年７月にリサイクル活動（資源
回収）を実施していますが、令和２年
度は新型コロナウイルス感染拡大防

■資源回収の報告・お願い
　－味間小学校－

■運動会のお知らせ－味間小学校－

■リサイクル活動の報告・お願い
　－丹南中学校－
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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

ＪＲ篠山口駅は丹波篠山市の玄関口ＪＲ篠山口駅は丹波篠山市の玄関口

コロナに
負けるな

　味間地区まちづくり協議会では、丹波
篠山市の玄関口・ＪＲ篠山口駅周辺を盛
りあげようと、令和元年度から、夏と冬に
イルミネーションを設置し、ＪＲ利用者
や観光客に大変好評でした。
　令和２年度も丹波篠山市の中心市街
地・ＪＲ篠山口駅周辺に賑わいを取り戻
し、また、新型コロナウイルス感染症退散
祈願「15時間オンライン　デカンショ」
を盛りあげるため、「ＪＲ篠山口駅サマー
イルミネーション～コロナに負けるな
～」として、下記の期間に点灯していま
す。
　夏のイルミネーションもいいですよ。
夕涼みも兼ね、お気軽にお越しください。

令和２年８月31日（月）まで
※点灯時間は、毎日午後７時～午前零時

ＪＲ篠山口駅東口駅前広場

期間中の土曜日、午後７時～午後９時の間、
ＪＲ篠山口駅東口にある駅ラボを開放しています。
冷たいお茶のサービスありますよ。

令和２年８月31日（月）まで
※点灯時間は、毎日午後７時～午前零時

ＪＲ篠山口駅東口駅前広場

期間中の土曜日、午後７時～午後９時の間、
ＪＲ篠山口駅東口にある駅ラボを開放しています。
冷たいお茶のサービスありますよ。

★名称
　ウインターイル

ミネーション

　　　～希望と鎮魂
の灯り～

★期間
　令和２年12月１

日（火）～

　　　　令和３年１
月17日（日）

　※点灯時間は、期
間中の毎日、

　　午後５時～午前
零時

　冬にもイルミネー
ションを点灯します

。
冬のイルミネーショ

ンのご案内期　　間期　　間

場　　所場　　所

駅ラボ開放駅ラボ開放

止のため、中止しました。
　今後、リサイクル活動（資源回収）
を実施する際には、地域の皆様のご
協力とご支援のほど、よろしくお願
いします。

　丹南中学校では、次のとおり、体育
大会・文化祭・オープンスクールを開
催します。
　なお、新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、体育大会・文化祭の観
覧は1家庭１人のみとし、一般観覧
はできませんので、何卒ご理解のほ
ど、よろしくお願いします。

　日　時　令和２年９月12日（土）
　　　　　午前８時４０分～
　場　所　丹南中学校グラウンド

　日　時　令和２年10月24日（土）
　　　　　午前８時４０分～
　場　所　丹南中学校体育館

　期　間　令和２年11月10日（火）
　　　　　～13日（金）
　その他　新型コロナウイルス感染
　　　　　状況によっては中止する
　　　　　こともあります。

　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
や子ども会の行事・
お楽しみ会などで
ご活用ください。
　なお、ご利用にあ
たっては、事前に予
約をお願いします。

　味間地区まちづくり協議会は、毎
週火・金曜日の午前９時～午後１時
に開所していますので、お気軽にお
越しください。

　長さ・球数・規格などは問いませんが、ＬＥＤ
製の屋外用イルミネーションのみとさせてい
ただきます。また、お一人、何点でも構いませ
ん。その他、まちづくり協議会にお問い合わせ
ください。

　現在、令和２年度「あじま修徳塾」を開講しており、
次の受講者を募集しています。

　味間地区まちづくり
協議会あいさつ運動推
進委員会では、のぼり
旗を新調します。
　破損があれば、自治
会や学校・園にお渡し
します。

※場所は、四季の森生涯学習センターです。
　受講を希望される方は、開催日の１週間前までに味間地区まち
　づくり協議会へ電話・FAXでお申し込みください。

(1) 点灯場所　　ＪＲ篠山口駅東口駅前広場
(2) 名 称 等
　　ウインターイルミネーション　～希望と鎮魂の灯り～
　　期　間　令和２年12月１日（火）～令和3年1月17日（日）
　　その他　点灯時間は、毎日、午後5時～午前零時

～ご不要のイルミネーションをお譲りください～
JR篠山口駅前広場をイルミネーションで飾ろうJR篠山口駅前広場をイルミネーションで飾ろう

◆ お譲りいただきたいイルミネーション ◆ イルミネーション点灯計画（予定）

■丹南中学校の行事案内

■味間地区まち協の
　　　　　　　開所日時ご案内

みんなで考えよう！
ＪＲ篠山口駅周辺の未来

回 年月日(曜) 時間 お話の内容

第４回

第３回　９月18日（金）19:30 ～ 21:00

　９月25日（金）
19:00 ～ 20:30

　福知山市中心市街地活性化の取り組み
　～具体的な取組事業と今後の課題～

中心市街地のまちづくり
～コンパクトなまちづくりを目指して

あじま修徳塾

開講中
あいさつ運動の
のぼり旗が新しく
なります。

あいさつ運動の
のぼり旗が新しく
なります。

１ 体育大会

２ 文 化 祭

３ オープンスクール（予定）

▲綿菓子機


