
みんなでつくろう !みんなでつくろう ! 令和3年8月20日
味間地区まちづくり協議会
丹波篠山市立四季の森生涯学習センター内
TEL/FAX 079 -506 -1165
E-MAIL:ajima.machikyo@iris.eonet.ne.jp
火・金曜日  午前9時～午後1時

◆発行日
◆発行者
◆連絡先

人　口  9,406人(男4,523人 女4,883人)
世帯数  4,066世帯 (令和3年7月末現在)

味間の様子

ホームページ http://ajimamachikyo.com
インスタグラム http://www.instagram.com/ajima-machikyo
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期間期間

名称名称

令和３年12月１日（水）～
　　　　　　　　12月25日（土）
令和３年12月１日（水）～
　　　　　　　　12月25日（土）

※点灯時間は、期間中の毎日、午後５時～午後10時※点灯時間は、期間中の毎日、午後５時～午後10時

ウインターイルミネーション
　～希望と鎮魂の灯り～
ウインターイルミネーション
　～希望と鎮魂の灯り～

　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

　味間地区まちづくり協議会では、丹波篠山市の
玄関口である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
設置しています。
　令和３年度もＪＲ篠山口駅周辺に賑わいを取り
戻すため、「ＪＲ篠山口駅サマーイルミネーショ
ン」を点灯しています。
　さらに今回は、兵庫県立篠山産業高等学校電気
建設工学科の協力と、市民の皆様のペットボトル
寄付により作製されたペットボトルツリーを設
置・点灯しています。
　夕涼みも兼ね、お気軽にお越しください。

サマーイルミネーション＆
　　　ペットボトルツリー
サマーイルミネーション＆
　　　ペットボトルツリー

あじまの話題とお知らせ

アレコレ味間アレコレ味間

　新型コロナウイルス感染防止に
役立てて欲しいと味間地区の美容
室から味間地区まちづくり協議会
にハンドソープ１４４本のご寄付
をいただき、味間小学校・丹南中学
校・味間認定こども園・味間地区内
各公民館・丹南支所・中央公民館に
配付しました。ご寄付をいただき、
ありがとうございました。

　ペットボトルツリー製作のため、
味間地区住民の皆さんからペット
ボトルを募集したところ、合計
940本もの提供をいただきまし
た。本当にありがとうございまし
た。募集は７月31日で終了しまし
た。
　ご提供いただいたペットボトル
を使い、県立篠山産業高等学校の協
力を得て、ペットボトルツリー（直
径1.2ｍ×高さ2ｍ）を製作し、
ＪＲ篠山口駅東口広場に８月31
日まで設置・点灯しています。冬に
は５基に増やして設置・点灯しま
す。乞う、ご期待ください。

　令和２年度あじま修徳塾で学ん
だＪＲ篠山口駅周辺活性化に向け
た取り組みを具体化していくため、
市立四季の森生涯学習センターで
６月26日（土）、ＪＲ篠山口駅周辺

８月31日まで点灯中‼

－冬のイルミネーションのご案内－
冬にもイルミネーションを点灯します。
ペットボトルツリーは５基に増やす計画を
しています。

お気軽にJR篠山口駅東口にお越しください！みんなで見に来てね‼

活性化－ステップ・アップミーテイ
ングを開催しました。
　当日は、味間地区まちづくり協議
会や丹波篠山市の取り組み報告、受
講生や一般参加者から具体的な活
性化の提案などがあり、今後の取り
組みの方向を確認しました。

　味間地区まちづくり協議会・メダ
カの会では、市立四季の森生涯学習
センター東館玄関で７月27日
（火）、「納涼のつどい」を開催しまし
た。当日は、味間の黒メダカが集ま
り、展示と鑑賞会、メダカの譲渡な
どの催しがあり、多くの親子連れら
が参加しました。

　丹波篠山市の事業として、味間地
区まちづくり協議会と社会福祉法
人やすらぎ園が合同で、これまで四
季の森生涯学習センターで開催し
てきました高齢者元気回復・介護予
防教室「いきいき塾」の会場を７月
から、おとわキラリ棟（旧味間認定
こども園おとわ園舎）に移動してい
ます。

　丹南中学校では、次のとおり、体
育大会・文化祭を開催します。
　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
で、一般の皆さんの観覧はできませ
んので、ご理解のほど、よろしくお
願いします。
⑴ 体育大会
　○日時　令和３年９月11日（土）
　　　　　午前８時40分～
　○場所　丹南中学校グラウンド
⑵ 文化祭
　○日時　令和３年10月23日（土）
　　　　　午前８時40分～
　○場所　丹南中学校体育館

　探そう！見つけよう！味間地区
の魅力と良いところをテーマに「あ
じまフォトコンテスト2021」の
応募作品を募集します。
⑴ 応募期間
　 令和３年10月３日（日）～
   　　　令和３年12月24日（金）
⑵ 募集部門
　○一般の部　
　　デジタルカメラ等で撮影した
写真を持参または郵送

　○インスタグラムの部
　　instagramでアカウント名

「ajima. machikyo」
を検索し「#あ
じまフォトコン
テスト2021」
をつけて応募

⑶ 表彰
　○最優秀賞(各部1点 賞状・賞品)
　○優秀賞(各部1点 賞状・賞品)
　○入選(各部5点以内 賞状・賞品)
   ○参加賞全員

■丹南中学校の行事案内

■ペットボトル提供の御礼

■いきいき塾の会場を変更しています

■納涼のつどいを開催しました

■ハンドソープをご寄付いただきました

あいさつ運動啓発ポスター大募集あいさつ運動啓発ポスター大募集あいさつ運動啓発ポスター大募集あいさつ運動啓発ポスター大募集 ～あいさつ運動10年記念～
対象

内容

〆切

審査

表彰式

照会先

味間小学校児童・丹南中学校生徒

四つ切または八つ切画用紙　画材は自由

令和３年９月２日（木）までに担任の先生に提出

小学校（1～3年、４～6年）、中学校に分け特選各4作品を選定

令和３年９月25日（土） 午後２時　市立四季の森生涯学習センター

味間地区まちづくり協議会

JR篠山口駅東口

◆期間 令和３年８月31日(月)まで　※点灯時間は、毎日午後７時～午後10時
◆場所 ＪＲ篠山口駅東口駅前広場

今年は、幻想的なペット
ボトルツリー（1基）を
設置しました
（完成までの様子は次ページ）

■ＪＲ篠山口駅周辺活性化－ステップ・
　 アップミーテイングを開催しました

■あじまフォトコンテスト2021

恒例のサマーイルミネ
ーション

はじめてのペットボト
ルツリー



2 33 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

中心市街地活性化に向けて
駅周辺整備の取り組みを学ぶ学ぶ

▲周南市からの説明

▲JR徳山駅

▲蔦屋書店・スターバックスコーヒー

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います。令和３年度は
丹波篠山市長あてに提出した要望書「JR篠山口駅周辺地域整備計画の策定と土地利用規
制の緩和」（令和元年９月10日）を少しでも前に進めるため、７月９日（金）～10日（土）、山口
県周南市などを訪問しましたので、その概要と参加者の感想や意見などを掲載します。

■駅に図書館とスターバックス
があるのはイメージが良いし、
いいアイデアだと思います。
■大手の大型店が相次いで閉店
するなか、利益に結びつかない
図書館などを設置して、人の流
れを変える手法には驚きます。
大学生や若い人の心をつかみ、
ビジネスも相まって駅前開発が
できたのだと思います。若い人
を引きつけることが何より大切
だと感じました。
■徳山駅前には高層住宅が建設
されており、必要な施設ではな
いか。篠山口駅周辺も高さ制限、
建ぺい率の見直しは必要と考え
ます。
■駅周辺整備には地域住民・市
民のニーズをしっかりとつかむこ
とが重要と思います。そのうえ
で、味間地区まちづくり協議会と
行政がより密に連携していくこ
とがより大切だと考えます。

vol.2

徳山駅周辺整備事業《山口県周南市》

■駅と図書館が一緒にあるとい
う発想に感心しました。若い人
が集まるようなテナントや仕掛
けが大事だと思います。
■本を読む機会をつくり、本を
買うこともでき、軽食もできる
というのはいいですね。そこに
市役所ではなく、市民活動支援
センターがあり、交流ができ、気
軽に話し合える場はいいと思い
ます。
■徳山駅整備は規模が大きく、
ＪＲ篠山口駅にいかにアレンジ
できるか？駅周辺整備は時間を
要する事業だから、できるだけ
早く準備し、スタートするべき
であろう。
■会議は躍るにならないよう実
行に移していただきたい。
■ＪＲ篠山口駅の整備は規模は
小さくなりますが、地域住民と
行政が話し合う（ワークショッ
プ）ことで、おたがいによりよい

駅前にする芽が共有できればい
いですね。これまでのように、あ
て職よりも、若者・女性・高齢者・
障がい者・地域の人が意見を出
し合い、活動する場になればと
思います。
■徳山駅周辺は理想的な整備で
はないか。地域住民のための開
発、観光客のための整備、人が集
まりやすい施設などのコンセプ
トは大変参考になりました。若
い人が多いことは羨ましい。篠
山口駅も徳山駅にならって、観
光客のための駅前開発、地元住
民が住みやすい、利用しやすい
駅前の整備・開発になっていく
ことを希望します。
■味間地区まちづくり協議会で
計画しているアンケート調査は
地元だけでなく、味間地区全体
で集計した方が住民の総意とし
て、市に要望できるのではない
でしょうか。

徳山駅（周南市）を視察研修し、今後に活かせること

ペットボトルツリーができあがるまでのようすペットボトルツリーができあがるまでのようす － 協力 :兵庫県立篠山産業高等学校電気建設工学科 －

骨組を製
作

ペットボト
ルに穴あけ

ペットボト
ルをつなぎ

ます
下から積

みあげま
す

１段ずつ
積みあげ いよいよ

仕上げ 試験点灯
JR篠山口

駅に移設

　周南市は、山口県の東南部に位
置し、海岸線に沿って大規模工業
が立地する人口約１４万人の拠点
都市で、新幹線・山陽本線・バス・
フェリーなど広域公共交通の結節
点です。
　徳山駅周辺整備・中心市街地活
性化事業は、合併協議会が作成し
た「新市建設計画21」のリーディ
ング事業のひとつです。
　徳山駅周辺整備は、平成17年に
事業意向アンケートをとり、徳山
駅周辺整備構想が策定され、平成
20年に徳山駅周辺デザイン会議
が設置され、駅前広場・南北自由通
路基本計画ができています。
　一方、平成11年以降、駅ビルに
あった商店街内の大型店閉店が相
次いだことから、平成25年に市民
アンケートをとり、周南市中心市
街地活性化基本計画、駐輪場整備
計画、新たな徳山駅ビル整備基本

構想が策定されています。
　新たな徳山駅周辺のあり方につ
いては、「このまちへ来る人のおも
てなしの場」、「このまちに住んで
いる人たちの居場所」、「人が集い
楽しむこのまちの賑わいと交流の
場」をコンセプトに賑わい交流施
設としての整備が進められまし
た。
　平成30年にオープンした賑わ
い交流施設には、蔦谷書店、スター
バックスコーヒー、市民活動支援
センター、駅前図書館、交流室、駐
車場などが整備され、市民・通勤
者・観光客など多くの人に利用さ
れています。
　また、駅周辺の賑わいを中心市
街地だけでなく市内全域に広げる
ため、街と駅の連携会議が設けら
れ、公共空間を利活用し、市民や企
業が主体となるイベントも開催さ
れています。

・・

・

・・・
・・・・・・・

・・・・・
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　丹南中学校では、次のとおり、体
育大会・文化祭を開催します。
　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
で、一般の皆さんの観覧はできませ
んので、ご理解のほど、よろしくお
願いします。
⑴ 体育大会
　○日時　令和３年９月11日（土）
　　　　　午前８時40分～
　○場所　丹南中学校グラウンド
⑵ 文化祭
　○日時　令和３年10月23日（土）
　　　　　午前８時40分～
　○場所　丹南中学校体育館

　探そう！見つけよう！味間地区
の魅力と良いところをテーマに「あ
じまフォトコンテスト2021」の
応募作品を募集します。
⑴ 応募期間
　 令和３年10月３日（日）～
   　　　令和３年12月24日（金）
⑵ 募集部門
　○一般の部　
　　デジタルカメラ等で撮影した
写真を持参または郵送

　○インスタグラムの部
　　instagramでアカウント名

「ajima. machikyo」
を検索し「#あ
じまフォトコン
テスト2021」
をつけて応募

⑶ 表彰
　○最優秀賞(各部1点 賞状・賞品)
　○優秀賞(各部1点 賞状・賞品)
　○入選(各部5点以内 賞状・賞品)
   ○参加賞全員

■丹南中学校の行事案内

■ペットボトル提供の御礼

■いきいき塾の会場を変更しています

■納涼のつどいを開催しました

■ハンドソープをご寄付いただきました

あいさつ運動啓発ポスター大募集あいさつ運動啓発ポスター大募集あいさつ運動啓発ポスター大募集あいさつ運動啓発ポスター大募集 ～あいさつ運動10年記念～
対象

内容

〆切

審査

表彰式

照会先

味間小学校児童・丹南中学校生徒

四つ切または八つ切画用紙　画材は自由

令和３年９月２日（木）までに担任の先生に提出

小学校（1～3年、４～6年）、中学校に分け特選各4作品を選定

令和３年９月25日（土） 午後２時　市立四季の森生涯学習センター

味間地区まちづくり協議会

JR篠山口駅東口

◆期間 令和３年８月31日(月)まで　※点灯時間は、毎日午後７時～午後10時
◆場所 ＪＲ篠山口駅東口駅前広場

今年は、幻想的なペット
ボトルツリー（1基）を
設置しました
（完成までの様子は次ページ）

■ＪＲ篠山口駅周辺活性化－ステップ・
　 アップミーテイングを開催しました

■あじまフォトコンテスト2021

恒例のサマーイルミネ
ーション

はじめてのペットボト
ルツリー


