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憧れの阪急沿線生活

巻頭論文

阪急電車といえば梅田と淘原町、宝塚、
三宮を結 i5i 、関西を代表する鉄道です。阪

阪急沿線の中の伊丹

急沿線に住むことに憧れている人ちいるぐ
らいで、関西のなかでは上田なイメージで

一都市の枠組みを考えるー

とらえられています 。
力は大きいのです 。

八尾晋典

その阪急のブランド

一人勝ちの JR といえ

ども、それに追いつくのには時闘がかかる

大阪市立文学生活科学部居住環境学科 4 回生

でしょう。阪急信者・阪急ファンという沿

線住民の高い支持を受けているのが阪急電
車の伺よりもの強みです 。
最近は、 JR が便利になったことちあり、
乗降客は JR の方ヘシフトしています。し

かし、阪急電車は、スピードとネットワー
クの JR に真っ向から対抗するというよう
なことはせず、鉄道輸送中山であった企業
体制から、宝塚歌劇などで培ったエンター
テイメツト事業、駅構内に出店するコンビ
二工ンスストア、書店などの流通事業、マ

ンション開発や土地活用などのディベロッ
パ一事業など、阪急治線内外で培ってきた

高いブランドイメージを最大限に利用した
多角的経営に方針転換しています。

大量輸送から快適輸送へ
高度経済成長ととちに、千里ニュータウ
ンの開発など阪急沿線周辺の開発は加速度
的に行われ、沿線住民の人口ち限りなく増

え続けました 。

今でち阪急梅田駅のホーム

に立つとスケールの大きさに感 Iß\ してしま
います 。

今の時代ならとてちできない巨大

な空間です 。
右肩上がりの時代は終わり低成長時代に
突入した今、乗降客の増加に頼った経営は
男直レを迎えています 。

1 995 年の阪神

大震災、神戸線を中 Iß\ に沿線を直撃し、阪

急電車ち甚大な被害を受けました。阪急電

車の商売の方法が変わったのはこの頃から

だと思います。
例えば、神戸線が復旧したと同時に特急

を岡本駅に停車させたり、駅構内にコンビ
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二工ンスストアや書店を出店レたりと … 。

有法により国有化され宮線となったのです。

できるだけ多くの人を短時間に運ぶという

当時の阪鶴鉄道の経営者たちはかねてか

鉄道の使命を 1 80 度転換し、できるだけ

ら、池田一大阪聞の直通の線路を敷設する

多くの人に、快適に駅に滞留してもらおう、

計画をもっていました。阪鶴鉄道は、神崎

そしてお金を落としてもらおうと、快適な

から福知山までが自社線で、大阪へ直通す

環境づくりに力を入れています。

るには官線を利用していたため、自社線で

これは、沿線人口の伸びが止まり、成熟

大阪へ直通する野望があったからです。

化の傾向に向かったことから明らかです。
神戸線を中山に夙 JII 、芦屋川、御影、岡本

小林一三三が鉄道経営に参加

などは早くから成熟化したイメージがあり

国有化直前の阪鶴鉄道にある人物がやっ

ます。いかに速く、大量にという鉄道経曽

て来まレた。阪急電車の創業者として数々

に陰りがでたことをいち早く察知したのが

のアイデアで現在の私鋲経営の礎を築いた

阪急電車だということがいえます。

小称一三です。彼は、勤めていた三井銀行
を退職し、証券ビジネスを新たに起こそう

阪急の歴史は宝塚線から
阪急電車の始まりは、宝飯線です。明治
43 年 (1

9 10) 箕面有馬電気軌道という

と大阪へやってきました。しかし、日露戦
争後の好景気の反動で株価暴落という災難

に見舞われ計画は頓挫してレまいました。

名の電車が開業しましだ。これが今の阪急

浪人状態だった小椋は、固有化の決まった

電車の母体なのです。阪急電車は私鉄の開

阪鶴鉄道の清算業務にたずさわることにな

拓者だと言われますが、箕面有馬電気軌道

りました。それが小林と鉄道経営の出会い

の開業よりさきに、大阪一神戸間では、阪

でした。
旧阪鵠鉄道の関係者は池田一大阪聞の敷

神電車がすでに走っていまレ疋。
阪神電鉄やほかに計画された京阪電鉄な

設権を引き継いで、大阪ー池田一貫面間お

どは、都市聞を結1.5\鋲道としての性格から

よび池田一宝塚ー有馬聞の電気軌道を計画

存在理由は認められていましたが、大阪・

レまレた。小林はこの会社の追加発起人と

梅田とさびれた温泉街だった宝塚を結 15\ 鉄

なり計画に参加しました。

道という構想はとても馬鹿げた構想だとし
て笑いものになっていまレた。当時、私鉄

3台車息 1ニ揖邑開多量を遁邑める

を経営するということは、投機の対象とし

小林は、箕面有馬電気軌道の実質的な責

ての関山が高く、鉄道敷設の権利の売買自

任者となり、定り回ります。そレて、明治

体がビジネスとなっていたようで、箕面有

43 年

馬電気軌道ち、実現するちのとしては考え

ずで営業開始に至ります。小林は開業前、

られていませんでレ足。

路線計画地を幾度か足で往復し、鉄道敷設

箕面有馬電気軌道は、ちとをたどれば現

(1910) 会社発足から 3 年足ら

と同時に沿線に住宅地を開発することを考

在の JR 宝塚線の兄弟のような存在です。

えまレた。箕面や宝塚への遊覧鉄道では、

現在の JR 宝塚線は、

1 5 年くらい前まで

経営が安定できるほどの乗客は見込めませ

は国鉄福知山線でした。実はこの国鉄福知

ん。鉄道敷設とともに周辺のまちづくりを

山線は私鉄としてつくられた路線でレた。

同時にやることで沿線の乗降客をも確保で

大阪と舞鶴を結 15\阪鶴鉄道として開通レた

きる。開業と同じ年に池田室町において、

のは明治 37 年

池田室町住宅地を売り出レます。

(1904)

そして、明治 39 年

のことです。

(1906) の鉄道国
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2 階建て 5'-""

阪急電車は小林一三がつくったビジネス

6 室、延床面積 66rrí'-""99rrí の建売り住

モデルを忠実に守りながら、小林が去った

宅 200 戸、当時としては珍しい「電灯付

後ち同様に、ディベロッパ一、プロデュー

き住宅」であつだ。販売方法は、頭金を 5

サーとしての役割を栗たしながら、会社経

0 円とし、残金を毎月 24 用すつ 1

営を進めます 。

約 330rrí を 1 区画とし、

0 力年

にわたって支払っていく方式である。こう
した割賦方式による土地分譲、地所家屋の

販売は、今日のローン販売の先駆けともい

遊園地の時代は終わったが

しかし、現在、そのビジネスモデルには

えるちので、当時の常識では全く考えられ

無理が生じてきたようです 。

ない画期的な販売方法であった 。 ちちろん、

急電鉄は宝塚ファミリーランドの閉鎖を決

この池田室町住宅地の開発は、わが国民鉄

めましだ。東西のテーマパーク 2 強時代に

における沿線土地開発の鳴矢とされるもの

入り、遊園地そのものの魅力が怪下したこ

である。

と、治線に住む子供が減ってしまつだこと、
(~7 5 年のあゆみ』阪急電鉄編〉

昨年 1 月、阪

また娯楽が多横 i じしたことなどが指摘され
ています。

小科一三は、乗降客確保のためにます、

遊園地の役割をもう少し深く見ると、そ

住民を集めたのです。この住民とは、大都

こには家族の問題が映ります。遊園地は子

市・大阪に住む中産階級の人たちです 。

当

供の世界なのですが、子供の世界というイ

時の大阪は、工業都市として栄え、市内は

メージの中には、家族を演出させる装置と

その工場の煤煙で汚染されていました 。

しての遊園地の姿が浮かびます 。

衛

子供は遊

生状態ち悪く、伝染病や汚物処理など現在

具に乗ってはしゃぐことで子供を演じ、親

の都市の姿からは想像ちできないような劣

はそれに手を振って微笑みかけることで親

悪な環境だったようです 。

を演じます。そして記意写真に写った楽し
い思い出として、家族の紳としてのアルバ

ムに納められるのです。遊園地の役割が終

生活の舞台を演出する経営
阪急電車は今までの鉄道会社のような輸

わったというのは娯楽の多横化や少子化な

送というちのだけを考えるのでなく、乗客、

どの影響ちありますが、家族を演出する装

沿線住民のことを考えたビジネスを次々と

置としての役割が終わったということでち

生み出すのです。このビジネスモデルは他

あります。

の私鉄会社にち受け継がれ、今ではそれぞ

このように阪急電車が作り出した世界の

れの沿線ごとに特色のある風景を生み出し

ひとつである遊園地の時代は、終わりまし

ています 。

た。

沿線をひとつの世界に男立てて、住宅地、

これは、阪急沿線に住む人疋ちの生活

が蛮わったということの証なのです 。

娯楽地、を生みだしていきます。アメリ力

ではディズ二ーがディズ二一の世界を作り
出し、アメリ力そして世界中の人たちをそ

阪急沿線の世界に住んでいる
阪急沿線のまちづくりを考える ζ とは、

の世界にいざなったように…スケールは遣

阪急沿線のほぼ申央に位置する伊丹のまち

いますが、小林一三ち鉄道沿線のなかに巨

づくりを考えることと同じです 。

大なディズ二一ランドのような世界をつく

阪急資本の球場や遊園地は害在しませんが、

り、大衆の幸せな生活の舞台を演出したプ

私たちは、阪急沿線の世界に住んでいます 。

ロデューサーだといえます 。

伊丹には

阪急電車は、伊丹市内にちいくつかの住
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宅地を経営しています。稲野住宅地、新伊

しめさないでしょう。市境を越えた新たな

丹住宅地、伊丹費鶏柑住宅地です。これら

枠組みでまちづくりを考えていく必要があ

の住宅地は今でち、住宅地としての豊かな

るでしょう 。

景観を残しています。また、これらの開発

を手本として各地で耕地整理が行われ住宅
地開発が行われています。

伊丹のまちづくりち、ちう少し、大きな
視点にたって考えてみると、いろんな発見

があると思います。今まで自分たちの?イ
デンティティ探し、アイデンティティ作り
に夢中になって狭い範囲でしかモノを考え
なかったのではないでしょうか。

広い枠組みで都市を見ょう
今年の 1 0 月に広域型の複合商業施設、

ダイヤモンドシティテラスがオープンしま
しだ。北摂のランドマークを目指すと誼っ
た施設だけあり、周辺の町からたくさんの
人を集めています 。

JR 伊丹の駅前に立地

していることちあり、

JR の勢いに追い風

となるようですが、自動車での利用ち多く、
豊中や箕面からのお客さんが多いと聞きま
す。豊中や質面というと伊丹から相当離れ

ているというイメージですが、実は自動車
では一直線だったりするのです。沿線とい

う枠にとらわれないネットワークが生まれ
ようとしています 。
都市経営を担う行政が今後、どういった三
給を描くのか注目を集めます 。 伊丹と宝嫁、

川西、猪名川町の 3 市 1 町は広鼠行政の研
究を行っています 。

お隣の大阪府の北慎地

域でち広域行政の研究が始まっています。

阪急沿線を一つの枠組みとしてみたり、旧
摂津国の文化圏在枠組みとして考えること

もできます 。

阪神地域という枠組みが今で

はポピュラーです 。
広い視点で伊丹のポテンシャルを洗い出
し、それらを活かしたまちづくりが求めら
れます。生活者レベルでは、市境なんてあ
まり関係なくなってきています 。

伊丹市民

の大半は伊丹にそれほどこだわった関山は

7 ‑

(号令伊丹

けつ伊丹

7 リオ

有岡城跡一帯 fët 、 江戸時代仁近衛家の庇護のも

とに酒造業を中心とした在郷町として栄えた。非

常に珍しい複合遺跡。近代仁は JR と阪急の伊丹
駅仁はさまれた市の中心地として発展。伊丹のオ
ルドタウンであり、中心市街地である。

一つ
上島鬼貫
西の鬼貫・棄の E 蕉。江戸時代の伊丹 l志、酒造

業の興隆を背景に文芸が盛んであった。鬼貫は伊
丹で生まれ、幼少の頃力、ら俳詰の才を示した. r ま

ことのほかに俳詣なし」と開悟、現高の俳詰世界
を構築した. r おもしろさ急には見えぬすすき哉」

工 7 ・フロン卜・オアシス
飛行機の離発着の様子ガ買える、伊丹にしかな

い隠れデ

卜・スポットが、平成 1 2 年に空港仁

親しむ緑化空間として整備された.隣接の下河原
緑地ち翌年仁公園整備が完 3. 頭上をかすめて飛
んでいく飛行機の腹が間近に見え、迫力は満点。

'織zt事IrJ 1~:=:.

お

ミ戸事J
才ンブード

、

~t . ..~:，-'，'一九?

伊円市は平成 8 年に「女性のための行動計画」

を策定し、全国で唯一の女性施策市民オンプード
を設置した。女性町衆講座ち釘評.伊丹の立性と

‑
‑

いえば、ラ楊貴妃とよばれだ荒木村重の妻「たし J
は漂として見事な最期だったと伝えられている。

‘
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弓四歩伊丹

1

~ヲ伊丹

l

柿衛文庫
昭和 59 年、岡田利兵衛 (第 4 代伊丹市長〉は、

自ら集めだ真筆の俳詣資料等を伊丹市に寄贈され、

ここに東京大学図書館、天理大学図書館と並ぶ日本
三大俳詰コレクションの一つ、柿衛文庫が生まれ
だ 。 柿衝の柿は頼山陽の柿記に由来している。

行基さん
行基さんは奈良の大仏づくりに民衆の力を集

めたことで知られる高僧。 731 年に lët伊丹で活
躍、毘陽上池・下池など 5 つの溜池や用水踏を造

成し、伊丹台地を聞いだ。貧しい人や病気の人達
を朗ける毘陽施院(現毘陽寺〕ちつ く った。

クラフト
朝鮮から渡来し古漬時代に猪名川流域で活躍し
だ猪名部、南北朝時代に東寺の工事に従事レだ番
匠、江戸時代に金物の名匠とレて名を馳ぜ疋鋳物

師、国際クラフト展などの活動がユニークな工芸
センター・・・。伊丹には匠の伝統が息づいている。

、思咽F

1
7
阪神シティ・ケーブル

つ

平成 5 年に開局し、伊丹・尼崎・西宮をカパー

する CATV 局。

60 チャンネルちの番組提供

や、インターネット・サービスで町に浸透。

FM

いたみや、平成 1 3 年にできた産業・情報センタ

‘'

ーなどと、伊丹の情報都市化を促進。

M二川τ?: 慢SF

仁ー

コミュ二ティいたみ
平成 10 年に開設された地域ポータル ・ サイト 。

産官学民すべての地域情報の一元化、掲示板の提

母印Wi-仏べ -';1

供、電子映像の記録、バーチャル・モール、オン・

COft刷。白~ty

オフの連携などが運営の主眼。平成 1 3 年、公共
ホームページ・ク.ツド・サイト運動で顕彰される。

9
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西国街道
歴史を顧みた時、瀬戸内海からの渡来文化の流
入、猪名川の舟運による酒造業の進展、大坂道や
西国街道などによる難波・京・西国との経済交流

等が、町の発展を促したことが分かる.伊丹の狙
自性は恵まれた交通条件に負うところが大きい。

し
1HO
ーザ
U ーくじ之ごっ

桂枝雀
河津小学枝、北中学枝、市立伊丹高授、桂小米、
結婚、桂枝雀を襲名…。爆笑王の異名を取る桂枝

雀が、庶民のまち伊丹で育ち、その才能を開花し
ていったことは意外に知られていない。「鷺とり J

には名産こぼれ悔で雀を酔わせる話ちでてくる.

厨子二階

l

西国街道や大坂道など、かつての街道筋にはそ
の面影を伝える歴史的町家が舎も残っている.
階部分は大戸と悟子窓、低い二階部分は塗壁にむ

しこ窓、この厨子二階(ずしにかい)儀式の町家
は、伊丹らしい景観建築物の一つである.

清酒発祥の地
1600 年、鴻池新六は清酒の醸造に成功し、
江戸時代の三大豪商に憩えられるほどの財を築い
た.それまでは濁酒しかなく清酒が爆発的な人気

を博したからだ。大消費地江戸では、下り酒の中
でも伊円酒を「丹醸J と呼び格別の扱いをした.

近衛家の支配を受けた江戸時代、伊円郷町の町

政は惣宿老に委ねられていた。惣宿老には酒造家
の酒家年行事(酒造伸聞の役職)が兼ねる形とな
i っていた。伊丹郷町は1界・大坂などに肩を並べる

i 自治都市だった。市民自治の原点がここにある。
‑EEA
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ダイヤモンドシティテラ ス
平成 1 4 年仁 JR 伊円駅前に誕生した関西最

大級の複合商業施設。 1 0 時から 2 4 時まで営業
する不夜城。ジャスコが核店舗となり多僚な 1 5
0 店舗、

8 映画館を集める。延床面積 1 5
. 1h

a. 駐車台数 2 600 台と、商圏は超広場である。

ち

白雪長寿蔵
伊円の伝統的な建築物として躍があげられる.

長寿蔵は、小西酒造が地ビールと日本酒の 7 ミュ

ーズメントをテーマとして歴史的酒蔵をリ二ユ
-y ルした施設である.お客授を連れて行くには
最適の場所.毎年 2 月の「白雪蔵まつり」ち人気.

つ

辻の碑
西国街道と多田街道の交差点、にあり、この場所

が摂津地方の中心であることを示す.小船左京が
穀何して「伊丹は摂津のへそである J という名言

を吐き、これが摂津伊円学の端緒となった。旧伊
丹都市政策研究所の成果は私たち市民が引継ごう.

いたみ TMO
TMO とはタウン・マネージメント・方ーガニ

ゼーシヨンの略.中心市街地活性化のためにまち
全体の調整を行う組織である.伊丹駅周辺の 7 つ

の商店街が含まれており、市民参加の I T C (い
たみタウンセンタ一)を置いているのが特徴。

劇場都市から文化都市へ
昭和 50~60 年代、矢埜前市長は「劇場都市

伊丹 J を標棺し 、 I也既のセンターやホー J しづくり 、
大学の誘致、中心市街地の整備、景観施策など 、
都市の個性化に刀を入れた.現在の文化都市伊丹
の墓盤はこの頃仁整備された。

τ・ム

!
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l

南京桃
旧長尾村は日本の植木の三大産地の 一つであ

る。特にカイヅカイブキ、ヒラドツツジなどを産
出、南京桃や盆栽梅、組竹梅の寄席植などは伊丹
の特産自として全国 に出荷 されている。天河川砂
は盆栽に適した砂として知られる。

日本列島
毘陽池の中に日本列島があるから探してごら

ん、とい っても分からない 。大阪国際空港から飛
び立って直 ぐ毘陽池を見下ろした時、池の中に日

本列島の形をした島が見える。だから何なのだろ
うか。 ジ ョ ークのような公園整備、これが伊円です。

溝滝の主
やっと擾かった男の 子が七歳になった時、夜な
夜な出かけて朝方帰ってくる。夫婦が後をつける
と生瀬を越えだ辺りで武庫川の水面を渡ってい
った。子供は武庫川仁住む竜であると告目。育てて
くれたお礼に干ばつ時の雨 を約束。伊円むかし話.

ヤ

チ

ネ

伊円市は大阪大都市圏内にあるが、まちなかに
渡り鳥の飛来する毘陽池などの豊かな自然があ
り、市民の心のオ 7 シス仁なっている.素晴らし
い都市だ。また、貴重種である才二パス、デンジ

ソウの自生地、ヒメポタルの繁殖地がある。

軒を並べて舎のはんじよう
元保期の文豪、井原西鶴が初めて伊円を訪れた

|時 、酒造業の繁栄 を背累にした 、 町のにぎわいや
文化の高さに驚き、『西鵠織留 JI のなかで「軒を並

べて舎のは んじよう J r 津の国の隠れ里か くれな
し J という見事なコピーを書いた.
'EEA
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伊丹廃寺
伊円廃寺は昭和 33 年から発掘調査が行われた。

奈良時代に建立された法隆寺式の伽藍配置力マ確認さ
れ、昭和 41 年に国史跡の指定を受けた。博物館は

廃寺の出土晶を収納するために建設された.なか
でも水煙は気晶のある優れたデザインである.

ひ

一寸

飛行場

伊丹は在空港都市で有名だが、常に航空公害と
いう負の部分に悩まされてきた。平成 2 年、
の離発着よ限 370 機、

1 日

1 9 時~了時の夜間飛行

禁止などの寄続協定を締結。平成 6 年、国際空港
機能力マ関西国際空港に移転、国際線は廃止された。

プラネタリウム
平成 2 年に開設された、こども文化科学館には

プラネタリウムがある.

ドうえもん、コナンなど

人気アニメの主人公が登場する星の番組や、解説
員のつく「星空の甑歩道 j などで人気がある.環
状列石やモアイの像も探してください.

平和モ二ユメン卜
パラ公園の開設により荒牧周辺の地区イメージ
はぐんと良くなった。この公園仁強いアクセント

を与えているのが、平和都市伊円を表現した三本
の赤い鉄柱。平成 2 年に市民の浄財で建てられ、
平成 4 年仁吉田五十八賞を受賞した.

lま

伊丹シティホテル
昭和 62 年仁第三セクターにより開業された.

伊丹のハレの時、華のところを受け持つ施設とし
て高い客室稼働率を維持している.市民に愛され

ている証拠だ.人口 1 9 万人余りの都市が自力で
ホテルを経営している気慨に脱帽する.
a-A
唱
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伊丹マダン

一一寸

マダ ン とぽ「広場」の意昧。伊丹市民の 50 人
に 1 人は外国人である。食べ物 ・歌・踊り・ 楽器
演奏などを通じ、互いの文化の違いを認め合おう

と い う異文化交流のお祭り.毎年 1 1 月に伊丹小
学校で行われ、年々脹やかになってきた.

世界の民族音楽
平成 3íf にオ

プンした音楽の 7 イフ才二ッ

クホールは、世界の民族音楽を紹介するプログラ

ムを組んでいる.中学校のプラスパ ン ドは全国コ
ンクールで毎年」二位入賞しており、市民の吹奏楽
団も活躍している。伊丹は音楽のまちだ.

むぎわら音頭
行墓さんが猪名野を開発したおりに働き手を慰
めるために始まった歌と踊り.県指定民俗文化財。

}茶びん頭にハ工が三匹とまって

とまりそこねて腰の骨ペンベンぬかした
二度ととまろうまい茶びんの頭

明倫堂
1838 年に聞かれだ学問所。初代教頭は橋本
i 雷境、二代目には金本摩斎が就任。明治期の小学
l 授には明倫堂育ちの教師が集まったと い う。女子

i 教的山下村貢献叩年生聞の
ラスタボールが開館.伊丹には学びの伝統がある.

ち
籾痕土器
昭利 55 年、口酒井遺跡より発掘された工器に

は籾殻の痕がついていた。狩猟の縄文時代といわ
れるが、伊丹では縄文晩期すで仁米作りが始まっ
ていたことになる.大陸からの文化がいち早く流

|れ込む地域であったことがうかがえる.
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也雲軒
1674 年、池田宗 81ま俳詰塾を聞き、奇阪な
発想、でユーモ?を求める伊円風俳詣が育つ。宗因
や西鶴ち訪れ、伊丹の俳句と酒に魅せられる.若
き日の鬼貫も入門するが、也雲車干の俳詣に疑問を
呈するころから俳聖鬼貫の狙自性が生まれる.

伊丹緑地
伊丹緑地は、猪名野伸社から国道 1

続く延長 1.

71 雪まで

2 キロの閑静な小道である。たんだ

ん小道と呼ばれ、緑ヶ池公園から端ヶ池、毘陽池

|仁結ぶ延長 1.

2 キロの水が流れる遊歩道もある。

憩える緑の叡歩道が緑の施設をつないでいる.

ゆ

ユニバーサル・デザイン
阪淘大震災で倒模した伊丹駅は、 全国初のユ二
パーサ jし・デザイン駅として再生しと.周辺のホ
ーんやホテル、歴史的建物などとは、段差の無い

タイル慰きの歩道で結ばれている。平成 1 4 年、
伊円市はパリヤフリー化推進功労者に選ばれる。

-え
FM いたみ
平成 8 年に開設されたコミュ二ティ放送局.愛

称は「ハッピ一工フエムいだみ」。市民参加・地織
密着・生活重視・緊急情報をテーマとしだ番組プ

ログラムを製作している。市民ボランティ?がパ
ーソナリティーを務めており百感が持てる.

よ

養老
養老とは老人をいたわり震うこと。江戸時代、

百歳翁の坂上宗清がおり、近衛家が呼んでお祝い

したという記録がある.行墓さんの社会事業や近
衛家の葺老施策の伝統が、現在の伊円の福祉施策

のレベ j しの高さ仁つながっている。
phd

'
'
A

'
1
.
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l 号令伊丹

l

頼山陽
江戸時代、 酒造業華やかなりし頃、酒造家は多

数の文人墨客を迎えて教えを請い、質の高い文芸
活動を行った.史学者の頼山陽、医者の原老柳、

|俳町田宗旦間因など伊丹はねピタ
リティー(歓待)あふれるまちといえる.

陸上自衛隊
昭利 30 年代、広窃鉄道網からはず11.た伊丹は、

まちの発震を工場や住宅の誘致に求めていた。自
衛隊を招致したのは昭和 26 年.商店街は大々的
に歓迎の式典を行ったという.装甲車がまちなか

を走っていてち違利感が無いのは伊円ならでは。

る

ルイス・フ口イス
15 7 6 年、荒木村重を訪れた宣教師ルイス・
フロイス i志、育問域のことを「甚だ壮大にして見
事なる域」と評した。地形を巧みに生かし町家を

域内部に取り込んだ、日本初の惣情えの域であ
る.昭利 54 年仁国の史跡として指定された.

れ

恋叡
「吾妹子仁猪名野は見せつ名次山角の祖原いつか
示さん J (妻に猪名野は見せたが、名次山や津門の
祖原をいつ見せてあげようか)平安時代の猪名野や

毘腸は利叡の名所であった.高市連黒人は名勝を読

み込みながら妻への深い愛情を示している.

t
r

ス

ケ

一フ

ロ

西日本唯一の連盟公認のローラ

スケート場が

|ある。なぎなたの道場や相撲場などもあり、スポ
ーツや武道の盛んなまちだ。企業グラウンドもあ

りスポーツセンタ ー の利用ち多い.近年は小学生
の聞にケン玉が流行し全国制覇ガ続いている.

唱』SA
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I

①
アメリカ・ワシントン ~IIII 、ポトマック河畔の千
本の桜並木は、明治 45 年に東京から公園整備に

と寄贈した桜である。この桜の苗木には植木づく
りが盛んな伊丹の東野地区が選ばれ、精苗園の園

芸家が丹精を込めて育てたものが送られた.

猪名川
古代、猪名川流I妥は渡来文化との交流処点であ

った.やがて華族が台頭し御願塚古墳などが造ら
れた.江戸時代、高瀬舟の舟運を利用して伊丹酒
を船積みで江戸に送っていた.現在は河川秀賞緑
地、市民花火大会の会場として親しまれている.

一つ

ウ才ーターランド
昭和 5 ì 年、空港周辺の環境整備事業で開設さ
れた県立西猪名公園には、家族連れで水に親しめ

る施設がある.ウ万一ターランドは、小川|、池、
水の遊具などがある水遊びの広場であり、 4 月か
ら 1 0 月は、いっち子供たちの歓声が聞こえる.

命令f
e で量

ゑ

演劇の 7 イホール
ガラス張りの?イホ-)しは、 7 リ才の再開発事
業でつくられた演慮~it ーん。関西では小演劇を志
す若者たちのメッ力である。タウン誌の編集者ち

7 イホ

ルのチェックは欠かせないという。併設

のジャズライブの店「ステージ」もおしゃれだ 。

旧岡田家住宅
国指定の重要文化財、現存する日本最古の酒蔵

が伊丹にある。伊丹酒で全国に名を馳せたまちの
語り、宝物。阪神大震災で被災したが、平成 1 3
年に多目的ホールとして再生された。旧石橋家住

宅、美術館 、 工芸センタ

とで文化ゾーンを形成。

17‑
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スワン
伊丹のシンボルの一つ.みにくいアヒルの予は

白鳥になって飛び立ったが、伊丹の未来はどこへ
向かえばいいのだろう.それは誰力、に決めてもら
うことではなく、市民自身が決めることだ. 21
世紀、市民自治のまちづくりが始まっている.

l
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第1 章
たたかう郷町

群像記

-ルールは変えるためにある
浜本穣

・神社の町からの発信
白石英樹

-ホームのある町
石川多賀雄

・顔の男える町をめざして
斉蕗真治

・貴重な歴史遺産があればこそ
安達文昭
・電波に乗せて幸ぜを運ぶ
岸本智香子
・ライフワークは地域通貨
芳田裕二
・商店街は生き残れるか
蕗田誠治

-インタピュア一
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元男三郎

第 1 章たたかう郷町群像記

J レールは蛮えるためにある
カフェモール「集い」・店主
浜本穣さん

「みやのまち四号館」にある小さな喫茶店。 開店

してまだ 2 年足らすですが、安くておいしいメニュ

ーをそろえ、着実に伊丹に醇在感のあるお店の一つ
になりました。伝統のある古い町で、長年抱いてい

た夢を実現させつつあります。 いっち丁寧な物腰で
誠実に努力しておられる浜本店長さんを訪ねました。
平成 1 4 年 9 月 9 日
インタビ、ユア一元男三郎

AHV

円ノ
u

深いグリーンを基調として、ゆったりとくつろいだ

人が集まる憩いの場を作りたい
21 年間勤務した某

時間を過ごしていただけるように、深い森の奥にさ

大手スポーツ用日メー力ーを退社。 一種のリストう

まよいこんだかのような、緑の古木にやさしく固ま

であったようです。 拓銀や山一証券など、かつての

れたような自然の安らぎ感をイメージしたとおっレ

超優良企業が次々に経営をゆきづまらせていく時代。

ゃいます。基本的にはセルフサービスの形式。 カウ

この会社でち浜本さんの所属する販売促進部門が縮

ンターまでお客様に取りに来てもらい、お勘定は前

少され、遣う部署 (営業〉への配置転換か、それと

金でいただく。こういう形式のお店は、大阪でなら

ち早期退職か、選択を迫られることになりました 。

とちかく、伊丹ではまだ定着した方式とは言えない

昭和 31 年生。 大学卒業後、

ので、お客様に合わせて、その都度自然なやり方で、

自分の残りの人生をどんなふうに生きるか。人生

適宜サービスしています。そのぷん、価格設定は大

にトライする最後の機会かも 。 そんなふうに考えた

蛮に魅力的。多くの人に、ます食べに来てもらいた

末、小さいころから雰囲気が大好きだつだ喫茶店を

いから。

経営することにしました。多くの人が集まる憩いの

揚を自分の手で作ろう 。 浜本さんの学生時代といえ

こだわりのメニューいろいろ

ぱ、まだ高校生が喫茶店にはいることが禁止されて

お得意のメニューについてお聞きしました。 決レ

いた時代 。 マジメな学生であった浜本さんは、喫茶

てお話の上手な人ではないのですが ( 失礼 〉 、こだわ

店にはいりたくとも、はいれなかった。そんなこと

りのメニューに闘しては当然ながら雄弁になります。

ち尾を引いていたかも知れません。

最初にスター卜したメニューの中から、不人気なメ

ニューちあった一方、自分で揮し出してきた商昂の
お店には夢がある、喜びがある

中で、絶大な支持を博しているものちあります。た

東京のあるフードサービスグループ ・ ・ ・ つまり

とえばモーニング ・ サービスに供するパンは、浜本

コンサルタント会社の一種ですが、そちらで半年問、

さん自ら逆瀬川のパン屋に出向いて取り寄せていま

喫茶店のノウハウを学びました。メニューやレシピ

す。

から、必要な器具・備品、店装、お店の立地等の相

談を得て、ここ「みやのまち四号館」に開業しまし

コーヒーに関レては、「泡立ちコーヒー」ほか 1

た。 それ以来、この 1 0 月でまる 2 年になります。

2

種類を即座に提供できる、西ドイツ裂の最高級のコ

「いかがですか」と聞くのは愚聞かち知れませんが。

ーヒーメーカーを導入しました。短時間でます満足

退職金の多くをつぎこんで、備昂の原価償却まで考

できる程度のちのを提供できるようにしました。け

え合わせると、決して満足な営業成績とは言えない。

れどちゆくゆくは、サイフォンを使い、このお店で

サラリーマン時代に比べると、収入面では大いに不

ちおいしいコーヒーち楽しんでいただけるようにし

満ではある。けれどち。夢がある。 喜びがある。お

たいとの事。

客機にきていただいて、おいしいと言っていただけ
れば。 もっとたくさんのお客機に喜んでもらえる店

当初、ランチメニューはなかったのですが、四国

になって、ちっと大きくしていきたい。 自分の第二

のお客様の要望にあわせて提供することに。会社員

の人生を賭けて、夢に取り組む。それち、自分の知

や O しさんたちの都合に合わせ、 45 分以内に食事

恵と工夫で、自分の頑張りで。まだまだこれからで

をすませて会社に戻れるように、工夫しています。

すが。これこそ自営業の醍醐昧ですよね。

ドリンク付きのメニューが格安価格。
美味。紹介いたしましょう 。

店内は森の奥でくつろぐイメージ

野菜ごろごろ力レー・ 680 円 。

営業時聞は 7 時から 1 9 時。日曜日・祝祭日は 8

ホワイ卜力レー・ 780 円 。

時から 1 8 時。 定休日は月曜日です。 お店の内装は

工ピピラフ・ 780 円 。

レかちどれも

よ
-E
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パスタは、ミートが 700 円 。

て、それから伊丹に引っ越してきました 。 高校は市

力ルボナーラ・ 780 円。

立伊丹高校。 だから、そのころの古い宮前商店街の

明末子パスタ・ 780 円 。

ことも、もちろん知っています。これからの郷町の

伺れもドリンク付きの値段。 昧は常連顧客の私が保

展望について語っていただきました 。 自分のお店を

証いたします。 ランチ・タイムは 1 1 時半 "-'14 時。

発展させていく、自分の夢の実現ということがもち
ろんあるのだけれど、しかし、自分の力だけでは、

メ、費{.o) フロー-""てこノヨー-/f) レト

タ力が知れている。 思いを同じくして働く人lマと一

夕方にかけてのデザート・メニューの中では、フ

ローズンヨーグルトが圧倒的人気。

緒になって、みんなで力を合わせてお客樟に喜んで

300 円 。 甘く

ちらえるように、たくさんのお客様に来ていただけ

てすっきり 。 子供さんだちにはもちろん、大人の女

るように、みんなでがんばるべき 。 この 1 0 月に開

性に絶大な人気とか。 神戸でならハーパーランド 。

店してくるダイヤモンドシティに苅して 。 スケール

大阪ならばI~\斎橋。神戸と大阪との間では、伊丹の

が遣い過ぎて、まともでは勝負にならない 。 遣う方

ここだけでしか昧わえない、アメリ力で一番人気の

法を考えて苅抗しなければ。

ヨーグルトだということです。 乳酸菌賞品ですから、
昔からのルールも変えていかねば

おいしく昧わっていだだくため、夏季限定商昂とな

っております。 ブルーペリー、パニラ、チョコトッ

初 I~\ に帰り、消費者の視点に立って町づくりを進

ピング、ストロペリーと 4 種類ありますが、中でも

めなければなりません。 残意なことに今の伊丹には、

一番人気はブルーペリー。 昨日ち売り切れたそうで

古くからの商売人が、昔からの規制を守ることに

す。

汲々としていて、保守的であるばかりか、新しい感
覚で工夫を試みる人だちの障害にさえなっている。

商自にこだわりを持って、他店との差別化をはか

そんな事例がいくつもあります。お客憶に喜んでも

る。 店主自皐が常に新しい好奇山を持ちつづけて、

らえるための工夫なら、町に活気を日早 i5iだめの工夫

お富僚の二一ズを探る。石の上にも 3 年と言います

であるなら、新しい試みの良い部分を古いお店もど

が、少しずつ常連のお害様も増え、夢に近づく手応

んどん学びとって、マネしていけばよいのではない

えを着実に感じておられるようです 。

のか。 時代が変わっていくのにつれて、昔からのル
ールをも蛮えていかねばならない。ルールは変える
だめにあるのではないのか。

シフォンケ一一キーセットも
人気商日をさらに一つ。シフォンケーキのケーキ

セット 。

ドリンク付きで 550 円 。 この昧をと仁か

猪名野神社で催されるお祭りへの参加等、精力的

く一度お試しいただきたいから、ギリギリの価格設

にまちおこしの行事に取り組みながら、浜本さんは

定です。 極上の生クリームを使い、甘味を押さえた

厳しくて真剣な問題意識をお持ちです。 小さいこと

チョコレート・スポンジケーキ。 私もいただいてき

からでも、でさることを。皆で知恵を出し合って、

ましたよ 。 インタビ、 ユアーの役得でございます。 や

ポジティブな気持ちを持って、みんなでがんばらね

やキメの粗い素朴なチョコレートベース 。 覆う生ク

ば、と思う。熱っ|まく結ばれました 。

リームは、本当にとろけるように柔らかい。阪急や
三越にも納入している、神戸のケーキメー力ーのも

のだそうです。 「英国屋のケーキよりもおいしい 。 J
と 褒めていただいたとか。どうぞ一度おためしあれ。

みんなでカを合わせること

浜本さんは大阪生まれ。 中学時代までは川西にい

円〆臼
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神社の町からの発信
宮ノ前商店会

水野楽器伊丹店・店長
白石英樹さん

41 才。一見きまじめですが、少し打ち解けると、
伝法で威勢力T良い 。 江戸つ子のような関西商人です。

ちとサラリーマンをやっておられましたが、親類の
この店に後継者がいないので、自分が継ぐことにし
ました。経緯については、いまだに自分でも不思議
な気がするけれど、とおっしゃってます。 平成 2 年 。

そのころといえば、好景気に支えられて、世は転職
ブーム。会社をやめてち、再就職先なんか、いくら

でもあった時代。 まさかブームに乗った、というつ
もりはないけれど、同じーっの会社で、敷かれたレ

ールの上をただ歩むという生き方には飽き足りなく
なっていました。 小さいころには良く遊びにきたこ

のお店が、後継者がいないということは知っていま

したが、親類からこのお店を継いで欲しいという話
が出た時に、ちょうどそういう気分になっていた、
ということでしょう。出会いなんてものは、そうい

ったものです。はたしてこの道を選んで良かったの
かどうか。 結論はまだまだこれからですね。 売れだ
時には納得するし、売れない時には後悔する。 だい

だいそんなものですよ 。 禍福はあさなえる縄のごと
しとか。ともかく、平成 2 年 9 月 6 日からこのお店

での仕事がはじまりました。
平成 1 4 年 9 月 1 5 日
インタビ、 ユア一

元男三郎
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まずお客の顔を覚えることから

でなら、津軽のほか、長唄、民謡、地唄、それぞれ

お店には、小さいころには良く遊びに来ていたの

に異なった種類のものが使われるのだそうです。サ

で、t:&い商品は一応は知っています。そうは言って

オの部分の木の太さが遣うとか。

も、最初のうちは、商売のイロハもわからない。和

-そう聞いても、素養のない私などは良くわか

楽器販売という商売はかなり専門性が高い。基本的

らないけれど。

に技術職であります。お客様の相手をするのに、楽
器のアフターケアであるとか、必要最怪限度、知っ

和楽器は長生きの秘訣

ておかね lまならない知識というものがあり、それを

今は亡くなられましたが、伊丹市の西台には有名

マスターするまではなかなか大変でした。それに、

な琴の宗家の大先生がおられました。この大先生の

商売そのものが初めてだから、お客撮との睡眠もわ

お弟子さん、孫弟子さん、ひ孫弟子さんまでこの近

からない。買って戴ける見込みのある人か、ただの

辺にたくさんおられて、伊丹にはかなりの琴人口が

冷やかし富であるのか、全然判断がつかない。

あるのだそうです。高齢化社会になるとは言っても、

それだけで琴の人口が増えるわけではない。新しく
けれども、まだ伺もわからなかったころ、すぐに

和楽器を志す人が増えていかなければ。一方ありが

100 万円くらいのものが売れたことがありました。

たいことに、和楽器をされる方にはワリと長生きの

象牙製昂で高価な三昧線のパチだったのですが、ま

方が多い。琴は長考の秘訣かも知れません。

だ自分で伺の説明もできないうちに、

100 万円も

の商品が簡単に売れてしまった。ピギナーズ・ラッ

本当は、いろいろと洋楽器ち置いてみたい。お店

クというやつですね。「こりゃ有り難い、良い商売ゃ

の広さの許す範囲で。普通の大きな楽器屋さんでは、

な。」その時そう思ってしまって、それが良かったの

あまり力を入れていない商材だけれど、小さい子供

かどうか。もちろんそんなことばかり続かないけれ

さんのための楽器もある程度揃えて、気軽にのぞい

ど、商売やっていると、時にはそんな楽しみもあり

てもらえるようなお店にしたいとも思う。学校教育

ます。

で、中学生の子供たちが和楽器に触れる機会はあり、

この商売は顧客がかなり限られていて、いわゆる「一

その意味ではこの商売はまだ恵まれている。現在水

見さん」はほぼ来ない。このお店を知っている人だ

野楽器は、ここ伊丹店と阪神百貨店内とのこ軒。店

けが買いにくる。まずお客の顔を覚えることから努

は大きくしだいと思うけれども。今はお店を増やす

力しました。

時代ではない。本拠地はしっ力、りと構えておいて、

ネットを充実させることを考えるべきですね。
和楽器f こもいろいろある

主力商昂は和楽器。琴とか三昧線とか。一般に、

宮ノ前通りはきれいになったが

和楽器の人口は決して多いとは言えない。だから和

まだまだ伊丹つ子の記憶には新しいけれど、昔は

楽器専門のお店というのは少ない。一市にー店、あ

この通りにはアーケードがありました。アーケード

るかないか。お客揮は、かなり広い範囲からやって

ち、もちろんあるに越したことはないが、もう白石

来られます。こちらから自動車で配達や御用聞きに

さんが商売を始められた当時には古びて汚かったし、

向うケースち多い。

暗くてうっとうしかった。店舗を改装して今の建物

になったのが平成 1 2 年の 9 月。お店の前の道路拡
和楽器にもたくさんなジャンルがあり、楽器の種

幅工事のため、土地を一部分市にゆす・って、建物の

類はジャンルによっていろいろに分かれます。たと

改築については補助金を得た。

えば一口に三昧線と言ってもいろいろあります。今
話題の、若い男の子が弾いている津軽三昧線という

きれいになった。広く明るく、はいりやすいお店

のは、作りが大 1.5\ りで、値段ち比較的高い。三昧線

になっだ。それは良いけれども人通りは増えない。
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中山市街地を練り歩く「ふとん末薮」。
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通りは閑敵としている。冷静に考えれば、昔のよう

が地域に求められる時代なのかも知れません。市民

な賑わいを復活させるなんて、もはや基本的には無

の人気スポットの一つです。ただし、神社はもとも

理な話。だいいち、立派な民家が通りに沿って新築

と商売人でないから、あまり商売っ気がない。商店

されて、ちう商店が増える余地がないレ。最近、近

会としては、いろいろともどかしい思いをすること

所に焼き豚のお店が新しく来るという噂が立ったこ

もあるようですね。

とがあったけれども。正直言って、「やめといたら。
たとえば西宮市の門戸厄神。あの有名な厄神さん

このへん、人通りも少ないのに」と思ったほど。

でち、最近は参詣者が減っているということで、地
個性的なお店に気づし、てもらえば

元の商店と神社が話し合って、行事の日程を調整す

けれどもこの商店会には、結構特色のあるお店が

るとか、協力し合うようになっているらしい。まし

残って、商売を続けています。たとえばスポーツ用

て、伊丹の口一力ルな神社なら、もっと地元の町お

昂のオギノさん。一度お店にはいって見なければわ

こレに目を向けていただきたい。といったことを、

からないけれど、卓I*用昂ではかなりな昂揃えをレ

機会を男て、雑識をまじえながら宮司さんに話した

ているそうです。知る人ぞ知る、といった、鰹節の

こともあつだとか。

専門店といった珍しいお店ちあります。

フリーマーケットを催すのに境内を借りたり、 riS，
お店のあることを、ちっとみんなに知ってもらえ

とん太鼓」の段取りなど、最近は商店会と宮司さん

れば。情報を発信しなければ。それには何かイベン

とが話合いをする機会ち培えてきています。少しす

トを打つ企て、地域の祭りを起こして、大勢の人がこ

つ、商店会と神社との接点を見出していく努力を続

こを訪れる機会を作る。そうして、面白いお店がこ

けています。

こにあることに気づいてもらう。伺と言ってち、宮
ノ前商店会は小さな商店会。盛業中なのは、僅か 1

2、

3 軒でしかない。お金ちないけれどち、少しす

っ手を打っていく。

何か面白いことをやらないと
白石さんは、宮ノ前商店会のほか、「伊丹 TMOJ
の行事にち顔を出し、多忙な聞をぬって、まちづく

りに積極的に関わっています。いろいろ会合に顔を
この 1 0 月には、

JR 伊丹駅東にダイヤモンドシ

出しているうちに「まるで泥沼にはまったように」

ティがオープンします。ダイヤモンドシティの脅威

飯けられなくなっていると笑う。ま。そうおっしゃ

についてお聞きしてみましたら、「来てち平気です

らずに。どっちみち地元の若手の、我尽でやってか

よ。」事も無げにおっしゃいました。お店の側面に大

なくちゃならんでしょうからね。

きな看板を取り伺けた。道館(飛行場線)からよく

見えるように。ダイヤモンドシティの開店当初は、

r ，s，とん末詰J は、今年は中央サンロード商店街

どうせ交通渋滞するに決まっている。渋滞して、す

の中にまではいって練り歩く予定です。これまでに

っと飛行場線でに止まっている車からチラッとでち

なかったことと、今から楽しみにしておられます。

こちらを見てくれたら、この看板が目につくはす。

どうせかつぐ以上 r~、大勢の人に見てもらいたい。

このお店に気づいてくれればしめたちの。

ひと暴れしてやりたい。お祝儀、どっさり頼んまっ
せ。伺か面白いことをやらないとね。勢いの良い、

猪名野神社との接点を見出したし、
今の宮ノ前商店会には、猪名野神社以外に伺ちな

伝法な口調で、町の活性化へ向けて気合はいってま
す。

い。けれども初詣の時など、猪名野神社の参詣蓄は
年尽確実に増えてますし、お祭りの時には、神社は

相当な人出があります。 I山を和まぜる伝統的な行事

‑26‑
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ホームのある町
有料老人ホーム「やすらぎの館」館長
石川多賀雄さん

おだやかな物腰。律義で丁寧な話しぶり。さすが
お仕事柄ですね。安 I~\ と信頼の雰囲気に加えて、石
川さんの表情は一種の「福相」を感じさせます。地
域のお祭り等にち積極的に参加され、実にマメな I~\
配りの人とお見受けしております。大勢の高齢者を

預かつてお世話をしながら、多くはその最後までを
看取るというお仕事は、我々のようなただの商売人

とは遣い、はるかにデリケートで気苦労の多いお仕
事だと思います。言葉ちよく選び阪かれ、「忌み言葉」
のようなものを避けて柔らかい言葉を使われますの

で、なんだかオブラートにくるまれたような表現 lま
かりで、インタピュアーとしては少しとまどいまし
た。

平成 1 4 年 9 月 1 7 日
インタピュア一

27

元見三郎

17 年間の介自問E 業の蓄積

日のパンがどうし疋の・・・じつに具体的で細かい

「やすらぎの館」は昭和 60 年 7 月 1 2 日に竣工。

岡 1 0 月 1 日にオープン致しまレ疋。

1 7 年前であ

要望に対レ、いちいち丁寧に回答がなされているよ
うです。衣食住全般の中で、やはり高齢者の楽しみ

ります。全国の有料老人ホーム協会が設立されてか

としては「食」に重点を置くと考えておられます。

ら、まだ日にちの浅いころ。事業としては、先駆的

一回一回のお食事を、いかに楽しんでいただくか。

なちのだったようです。介護の内容は年々入居者の

栄聾のバランスはもちろんのこと、熱いものは熱く、

要望に合わせて改善され、ノウハウを蓄積していき

冷疋いものは冷たく、四季の食材を工夫レて組み入

ます。

1 7 年の聞に、疋くさんの意見を出していた

れ、本当に一食ー食を楽しんでい疋だけるものを提

だいて、個々の二一ズに合わせて、より良いお世話

供する疋めに、食事については専門の業者に委託レ

ができるようになりました。四季の催事を通じ、地

ております。その一方。街中にある施設ですから、

元の人々との交流ち根づいています。子供さんだち

元気な人たちは自分の足で町ヘ出て、食事をされる。

には一緒にラジオ体操に来ていだだいたり。大勢の

外食でグルメを愉レんで来られるのも喜ばしいこと

地元の方が結構出入りされる施設です。このホーム

だし、また、気に入った食材を購入して、ご自分で

13 、国の特賞ホームとは遣い、元気な方を元気なま

設備を利用して作られる方ちある。ホームの食堂を

ま入居レていただくようになっています。そして時

利用して、皆さんで顔をあわせながら食事をするの

が経つとともに、体が不自由になれば、介護保険を

も良いし。誰もが自由なやり方で、楽しんでいただ

使っていただく、という利用法ができます。

くための設備になっています。

やすらぎの貧富J む，フレットより

もちろん有料老人ホームだから、大切なお金をた

『駅前という立地条件ですので、いつでも自分自

くさん預かります。最後までご満足のいくお世話を

身でお買い物、お食事と自由にお出かけになれます。

させていただくために、必要なコストを惜レます、

健康でありお元気でお過ごしくださること、介護認

多くのスタッフが誠I~\ 誠意I~\ をこめて仕事されてま

定を受けられてお世話させていただくこと、伺れに

す。今、入居者 64 名、スタッフ 25 名ということ

おいても、みなさまに頼りにされるサービスを多く

です。

積み重ねてまいります。「みなさまの足・手となり」
をモットーに気配り・ I~\配りを大切にさせていただ

きます。小さなホームですので、「手作りと真 I~\ の住

人のお世話をするということ
今もその傾向はありますが、当初は県外から入所

まい」を I~\がけております。』

に来られる方が多かつだ。高齢者を有料の施設に預

。年間行事

けるという行為は、好意的には理解されにくい司能

新年E 礼会、神社参拝、七草粥、恵比曹参拝、節

分、観梅、ひなまつり、お茶会、桜まつり、菖蒲湯、

性があります。顔がさす、とか、近蝿では利用され
にくい面があります。

八十八夜、七夕まつり、納涼大会、紅葉と観菊、ク

リスマス会、餅っき大会等

人のお世話をするという仕事は、なかなか思いが

0 サークル活動

相手に伝わらないというケースち、ままあります。

囲碁、読書の会、あみもの会、俳句の会、力ラオ
ケ会、ビデオ鑑賞

サークルなどを通じて、皆さんで仲良くにぎやかに
過ごしてい疋だけば良いが、人間関係というものは、

とかく単純にはいかない。{寸き合いち度が過ぎると
r :øt J を楽しむきめ細かな運営

重荷になるというケースちあり。「自治会」などと固

ロビーの掲示板には、食事に苅する入居者からの

じ種類の問題が生じる司能性はあるそうです。スタ

要望と、それに対する給食委託業者からの回答が張

ッフ一周で、家族同樟のI~\配りをもってお世話をさ

り出されています。ご飯が硬いの柔らかいの、伺曜

せてもらおうと一生懸命努力しておりますが、本当
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のところ実の家族ですら、実際には高齢者の lèJ\ には

商店街の常連客とレて、いっちにぎやかにお話レて

届かない部分は多い。一方、施設という大きな組織

いかれる方ちおられます。いくら空気がきれいで環

を一定のシステムに基づいて動かしていく上で、時

境が良くてち、山の中とか田舎の設備では淋レいけ

には一人一人の都合に添わない苅応をせざるを得な

れど、一歩外ヘ出ればそこには大勢の人疋ちの生活

い揚合もあります。

の揚、多くの人との出会いがあるというのは、単に

利便性ということを越えて、いつまでも若々レく薯
介腹の『腹』という気持ち

らすために、とても健康的な刺激であろうと思いま

そんな中で。介護の「謹」という字にこめられだ

す。そう思いながら、ここの入居者になったつもり

気持ち・・・入居者のみなさんを護っていこうとい

で、町をもう一度評価レ直す視点ちまちづくりの立

う気持ちは、常に祈りを伴つだ献身的なお仕事のよ

場としては必要だろうし、ホームがあることが、町

うに私には男えます。施設の組織が本当に力を発揮

の財産だと考えることちできる。

できるのは、入居者の体が不自由になられだ時だと
石川さんはおっレゃいます。本当に聞けが必要なの

まちに蹄りと自信を持って

は、自分で sos の信号さえ出せなくなった老人で

石川さんのお父僚は亡くなる前の 1 0 年間をここ

はないでレょうか。そう考えてみると、石川さんた

で薯らされ、

ちの献身的な仕事の多くは、ひょっとしだら報われ

「伊丹はいい町ゃな。」

ることも、気づかれることさえ少ないのではないか

とおっレやっていかれだそうです。

とち忠われます。

歴史に育まれた伝統文化が、いまだに色濃く町盟み

や街道に残され、郷愁をそそる昔ながらの風景が高
私の母が、年取ったらどこの施設に入ろうかなど

齢者にち優レい形で息づいています。歴史名所を歩

と、家で話題にすることがあります。まだ今の段階

いて巡るウオークラリーにち参加され、そのような

では、ただの冗談ですが。でもやがて足腰が弱って、

企画があることをち、とてもありがだく恵まれたこ

自宅の掃隙をするのも覚束なくなったら、案外すぐ

とと語っていだだきまレた。

具体的な問題になるかもしれない。

「やすらぎの館なんか、ええんちゃう?第一、近い

いま。伊丹は JR 駅東の超大型店「ダイヤモンド
シティ」出店を控え、我々地元の商売人は戦々恐々

し。」

とレておりますが、大規模店舗の出店を恐れるあま

「伺かあったらすぐ時びつけられる。飛んでいける。

知り合いちみんな伊丹にいるレ。伺かと便利やで。

り、地元の商売人が意気消沈してしまってはならな

しかもこんな息子が元気で地元で働いてて、館長さ

い。一過性の人気に惑わされることなく、新旧いり

んとも I~安ければ、なおのこと安 lèJ\ やで。」

まじつだ魅力をいっぱい持った伊丹にもっと夢を、

「少々、ちっと設備の良い施設が遠くにできたとし

ちっと将来に続く新レいイメージを指きながら、大

ても、やっぱり近いのがありがたいで。なん lま環境

らかな気持ちで自信を持ってまちづくりをはかって

がいいとか、空気がきれいや言うても、あんまり田

いきたい。そんなふうに、丁寧に結ばれまレだ。

舎の山の中とか、見舞いに行くにち不便なところや
ったら、かなわんで。それにやっぱり、気晴らレち
ないと。自然ばっかりやつだら飽きてレまう。静か
すぎる環境に負けて、ポケてレまうで。」

町のなかにホ一一ムがあること
「やすらぎの館」は町の中にあるホームです。元
気な入居者の方は、町ヘ出てこられます。中には、
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第 1 章た定かう郷町群像記

顔の見える町をめざして
伊丹 TMO 委員 (1 TC 委員長)
斎藤真治さん

42 才。

JC (青年会議所〕の元理事長。 弁ち立

つし、経済人として私などより遥かに大きなスケー

ルを持った人です。 わかりにくい話ちありますが、
一生懸命聞き書きします。各方面にて活躍し、たく
さんな肩書きを持った人物です。

ITC 、

TMO の

ほか、「伊丹まちづくり基本条例を作る会」運営委員。
伊丹市第四次総合計画審議委員。 本業は貸しピル及

びピル管理ですが、伊丹サンロード商店街の中にあ

るチケットショッブ rABC チケット」及び、その
関連の旅行会社「セイント・トラベルJ の代表取締
役。

ピル管理に関連して、木製自補修及びフローリ

ングの業務をも手がけています。 主に工務店を取引

先として、片手間仕事ながら、売り上げは昨年で 8
00 万円に達しました 。 全部で 30 ほどち肩書きを
持っておられます。 肩書きが多いからといって偉い
やつだとは限りませんが、彼の揚合は本当に各方面

で精力的に仕事をしています。
平成 1 4 年 9 月 24 日

インタピュア一

元男三郎
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アメリカの大学で経済を勉強

ます。

いわゆる二代目さんです。事業を引き継ぐにあた

って、親父さんとはいろいろとそれなりに確執があ

金券屋と不動産の二枚看板を掲げた斎藤さんがこ

ったようです。若い頃は美容師を目指しておりまし

れからの時代、どのように事業を展開していくか。

た。住みこみで一生懸命に働く姿を親父さんが認め、

要するに金券塵としてはキチンとしたものを確立し

後継者育成の英才教育としてアメリ力へ留学するこ

てステイタスを持つ。ちっとも大勢の人を使つての

とに。ハワイ州のダウツタウツにある商科大学。商

商売で、少々売り上げが多くとも、経費を差し引く

経学部で専攻は人事管理。ハワイには 4 年半いまし

とさほど儲かっているわけではない、とおっしゃい

た。学士号をとり、アメリ力の商工会議所のメツパ

ます。この本が税務署員の方々の目にとまる可能性

ーでちあります。

もあるので、そういうことにしておきます。ただ、

大勢のお客さんがお店に来られる、人の流れを作り
不動産は『買っても抱かなし、」

つづけるというところに意昧を見出すとのことです。

二代目に見えない、とよく言われます。豪快で押

しの強かった初代の親父さんが亡くなられたのが平

最近、ちと JC の友人のフットケアのお店を譲り

成 3 年 7 月 7 目。死因はガツでしだ。告知 3 ヶ月、

受け、そちらの経営にも乗り出しましだ。「リフレッ

まだ 54 才でした。その当時の彼はまだ不動産のフ

シュサロン・ケアキューブ」サンロード商店街 31

の字ち知らない。神戸にある飛行機の学校で英語の

10 ピルの 2 階です。角質取り+フットケアほか、

先生をやっていたそうです。平成 3 年と言えばバブ

35 分で 3500 円。かつては自皐で美容師をやっ

ルのころ、不動産業がまさに岐路に立っているころ

ていだ経験があり、その方面にも勘が働くようです。

です。彼自皐としては、すでにある程度不況の予測

は立っていたそうです。早晩、日本ちアメリ力とお

もはや家主業の時代ではなし、

多角経営化の背後には、自皐の不動産の有刻利用

なじようになるだろう。強含みの不動産市況に対し
ては早くから疑問を持っており、「買っても抱かな

という狙いがあります。次にスペースがあいだら、

い」という方針を変えませんでしだ。だから底地買

認可託児所の支所として、保育所ないし託児所に使

いに徹して堅実経営に努めだということです。国際

ってもらうという腹案もあります。自分のピルの中

的な視野があったからこそ、見えるべきものが見え

にできてしまった空き店舗を、自分だちでそのスペ

だ、ということでしょうか。

ースを運営できる、今時のビルオーナーとしてはそ

ういつだ力量が不可欠だとおっしゃいます。もはや
商売は多角経営の時代

家主業の時代ではない。不動産を暖めておけば定期

的にお金がはいるという業態は、斎藤さんの目から

このところ、世界経済の潮流としては、ボーダー

レス化社会へ向かっています。1ëとえば音楽業界な

は成り立だなくなっています。

んかでちそうですが、ジャズとかボサノバとかロッ
クといつだ、いわゆるジャンル分けがあまり意昧を

不動産はあるべき姿に戻る

なさない時代になっています。クラシックの世界で

商売上の、目下の悩みとしては。賃料の下落。築

さえ、才能のある若手の妻者はいろいろな分野へ挑

後年数が経つにつれて補修費・工事費用は上がる一

戦・進出し 1 くようです。各分野において「仕切り」

方であるのに、賃料は上げられない。今、明らかに

というちのが外されていきます。かなり以前から言

供給過多・借主優位の状態である。どうしてこんな

われていたことですが、酒屋さんが酒だけで商売す

に急速に伊丹周辺のマンションが増えたんでしょう

る時代ではありません。毛糸屋さんが毛糸だけで商

ね。それを聞いてみたら。一つには、今まで不動産

売する時代ではありません。喫茶店がコーヒーだけ

をたくさん保有していた地元の企業等が、君、に手持

でなく、ランチやケーキでグルメを競う社会であり

ちの不動産を手取しだしたということちあります。
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それと、マンション建設業者が、前倒しのかなり無

市民参画協働社会に向けて。何から手をつければ良

理な売りこみ攻勢をかけている。早晩そのやりかだ

いのだろうか。

が破綻するのではないかと、斎藤さんは危慎レてお
られます。不動産市況の現状を考えてみれば、結局

市民の意見は総意になっているか

皆、利用できるものしか、要るものしか買わなくな

現状として。市民が行政に苅してモノ申すやり方

っている。本来あるべき姿に戻っている、というこ

について。皆、それぞれの思いがあって意見を言い

とかも知れません。

合うが、なかなかそれが通らない。なぜ言ってるこ
とが、行政に受け入れられないのか。一つには、意

狭い範囲しか扱えなし、審醸会

男がバラバラで、みんなの総意となっていなし 1。行

JC の元理事長として行政からいろいろとお声が

政側としては、一定のルールに従って仕事をする。

かかるのを揃緒として、各審議会等に首を突っ込ん

ルールを無視しては動けない。阪本的に、ルールを

でおられます。だとえば、青少年育成協議会。ここ

変えていくことも視野に入れているけれども、それ

は、教育制度とか、青少年の健全育成に関すること

以前に、現行のルールを変える以前に市民の側にや

を審議レて、市にモノ申すべき機関であります。一

るべきことがまだまだだくさんある。

応はちゃんと機能しているけれども、職掌範囲が限
られてしまっている。県や国の教育委員により作ら

たとえば市民参画のタイミンクの取り方という問

れだ教育要項が、末舗では実践されていない。教育

題がある。伺事ち、決まってしまう以前に市民と苅

の現場がいっこうに良くならない。現場では一生懸

話がなければならないのは当然だが。具体的な方法

命やる先生とやらない先生がいて、こういつだ先生

は単純ではない。ことがらによるのである。道路の

たちを律する制度が確立されていない。そして、そ

区画整理といった問題で、地権者等、関係者に直接

うしたことを市が独自で決める権限がない。ただ意

的に利害がからむ揚合等。地権者の理解を得て素案

見書や答申書や請願書を提出するというだけで話が

が決まる、それ以前に情報を広く公開して、地権者

終わってレまう。

と同時に一般市民が参画することが可能なのだろう
か。

貰い子は小学校を卒業すると、私立の中学校に行

ってしまう。公立の学校の先生たちの多くが、自分

行政の立場も:理解した提言か

の子を私学に通わせる。これはいったいどういうこ

普通の市民が市政に参画・協働していくのが理想

とか。トヨタのクルマのセールスに行くのに、二ッ

であるが。市民が施策に関わっていくには、それ相

サンのクルマで出かけるようなものではないか。や

応の覚悟が要る。仕事を進めるにあたっての行政側

ってることに説得力がない。こうしたことで、先生

のルールをまず把握しなければならない。そのため

の向上度が期待できるだろうか。さすがに三児の父

のレクチャーから、ます始めなければならない。市

親であるだけに、明確な問題意識をお持ちです。

民の意見が、意見として、提案とレて聞き入れられ
るだけのものを提唱するには、市政の全体像を考え

て、市民がよほど勉強レなければならない。

B干 tC> な問題が蟻論されない審醸会
もともと行政の既存のやり方に対する不満があり
ましだ。一商業者として、自由な意見を言いたかっ

それでもやっていかなくちゃなりませんよね。ま

だ。ところが。多くの揚で感じたことは、各審議会

ちづくりの専門家だけに任せてしまうのでなく、町

ち、要するにデキレースである。どの審議会に行つ

の毛糸屋ち、市政のありかたに関わっていかなけれ

ても同じような顔ぶればかりが揃う。肝山の、議論

ばならない、そういう時代だと私も感じています。

されるべきことが議論されす、はじめから行政によ

少しすつでも意識を高め、できる範囲で行動してい

ってお膳立てが整えられてしまっている。あるべき

きだい。
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TMO 主催の「第 1 固いだみわっしょい」、 24 の踊り子チームが参加。

円ペリ
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人任せでは、町は進歩しない

されていないような気がして、実は私ち気になって

自分の「皇の丈」に合ったやり方で、やれる時に

いるところですが。使命感に燃えて献易的に仕事を

やれるだけのことをやろうと思う。但レ、ちゃんと

する、そうし 1 ったちのの一人でありたい。そんなふ

責任を持ってやる。自分でやると言ったことは、!邸

うに斎藤さんは結ばれました。

すやる。ちちろんやめるのは自由である。しかし、
自ずから「やめ方」というちのがあり、市民だから
と言って、無責任は許されない。人任せにして文句

を言ってるだけでは、町は進歩しない。大勢の市民

が参画できる環境をどうやって作るか。参画メンパ
ーを構成する個人個人に対するコミュ二ケーション
が!邸要不司欠となる。一人一人の環境を、みんなで

理解しあうことが必要となる。

伊丹を『蘭の見える町』にしたい

親父さんがやったような大風邑敷は広げない。ひ
ょっとしてその点だけは、自分が親父に及ばない点
かも知れないとも思う時がある。伊丹について語る

前に、自分の商売を隆盛にちしたいし、家族に刻す
る使命ちもちろんある。ます身の丈に合った仕事を、

やれるところからやっていく。そう。伊丹を「顔の
男える町」にしたい。お店にしてち、一人一人のお

客様との対話のある町。ちゃんとコミュ二ケーショ
ンを取り、的確にニーズをつかみながら、自分の商

売ち発展させたい。伊丹の古い商売人は、昔からの
やり方を踏襲するだけで、とかく初，~\を忘れがちで
す。商売人の原点に帰ることが大切です。

まず自分が率先してやること
伊丹の将来について。若い者たちにがんばって欲

しい、と言いながら、自分の息子にはまちづくりに
参画させようとしない老人。そういう存在が、伊丹

には結構多い。自己矛盾に、気づこうとちしない。
ます自分が率先してやること。「親父の背中」論です
ね。まちづくりに、ある日誰かが、スーパーマンが
来て聞けてくれることはない。「皐近なヒーロー」の

害在が肝，~\。身近なヒーローって何でしょうか。た

とえば、アメリ力の同時多発テロでの救助活動で犠
牲になった消防士たちのように。公共のために自分

の身命をちかえりみない、自己満足でなく自己犠牲
的に。今の日本では、そうし 1 った社会の屋台骨を人

知れす営々と支えている人々が、とかく正しく評価
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貴重な歴史遺産があればこそ
伊丹市文化財保存協会理事
安達文昭さん

知る人ぞ知る。 伊丹を代表する郷土史家・安達文

昭先生の登場です。地道な講演活動を続けるかたわ
ら、

FM いたみ、ケーブルテレビ等にちょく出演な

さっておられます。若いころは新聞社や広告代理店

に勤めておられました 。 ずっと学校でばかり研究し
ておられるお堅い 学究肌の先生とは遣い、ずっとさ

ばけた感じの魅力的な市民派の先生です。 持論の「広
告プランナーは 40 歳が定年」の言葉通り退職され 、
昭和 54 年からは伊丹市中央 2 丁目にて学習塾「中
央国語教室」を経営 ( 専任講師〉。

著書が今までに 3 問 。
「伊丹一城と酒と俳詣と J ( 昭和 58 年刊 〉。
「伊丹昭和史 J ( 平成 2 年干1] )。

「伊丹ウオッチングJ ( 平成 7 年刊 〉。
思いの多くは著書の中にこめられております。 是非
皆さんちご一読くださいませ 。

この日は先生のこぢ

んまりした国語教室で、私ち久しぶりに中学生に戻

った気分で、安達先生と差し向かいで、慢業を受け

ているようなインタビューとなりました 。
平成 1 4 年 1 0 月 4 日
インタピュア一元男三郎

、
今υ

EJ

有岡城の右垣や庭園跡が1発掘

になったとおっしゃいます。

昭和 51 年。有岡城跡で戦国時代の石垣が発掘さ
れ、続いて昭和 52 年には、庭園跡が発掘されまし

発掴現場のとりこ歴史研究に没頭

た。庭園と言っても、そんじよそこらの庭ではない。

小さい頃から遊び慣れたこの町が、大きな歴史遺

なにしろ荒木村重という人は「利体七哲」と即ばれ

産の上に位置していたことに苅しての驚き。たとえ

た干利体の高弟の一人です。当代一流の茶人であり、

ば。安達さんの祖母という方は、金光教の熱I~\な信

名物茶道具のコレクターでちあります。村重の全盛

者でおられたそうです。そのころ金光教の教会はち

時には、堺から茶の湯の巨匠たちを招いて、この有

ょうど有岡戚跡に建っていましたが、細いころに祖

岡城の庭圏で茶会ち聞かれたことであろう。そんな

母についていって、遊んだ教会の裏山が、実は村重

シーツを胸に錨き、想像をかき立てるに余りありま

時代の土塁の跡であった・・・そんなこともありま

す。実際に遺跡からは茶道具の磁片等、遺物ち男っ

した。発掘調査がはじまり、石垣が発見されるあた

かりました。こうしたことで、市行政側ち、史跡に

りから、安達さんはすっかり発掘現場のとりこにな

対する態度を改め、それまで忘れ去られ訂ち捨てら

りました。「ヤジ馬根性」などと自ら笑っておっしゃ

れていだような伊丹の戦国史が、俄然注目を浴びる

いますが、 8mm カメラを抱えて何度ち伺度ち通わ

ようになります。

れたそうです。足場の悪い遺跡の中を、夢中になっ
て力メラを構えてまわる安達さんの姿が想慢できま

再開発を績と更し園の史跡に指定

す。同時に、村重のころの歴史を自分で資料をあさ

なにしろ。昭和 48 年には、旧国鉄伊丹駅前再開

り、一生懸命研究するようになりました。

発の計画が持ち上がっており、古い城跡は全て切り
伊丹の豊かな歴史遺蹟E に気づく

崩してサラ地にしてしまう計画で、いったん決定し
ていたのです。この年には、有岡城跡を市の指定史

このころ安達さんが書かれた「荒木村重一茶の湯

跡として保害する案が却下されております。柑重ち

と居城の謎」が公に認められて郷土史研究功労賞〈昭

史跡ち歴史にまつわる工トセトラち、すべてガレキ

和 55 年)を受賞したり、大切に保管していた発掘

の中に埋もれてしまう危機を迎えていたわけです。

現場のフィルム記録が、陽の目を見て発表の償金に

怠のために行われたその後の発掘調査により、大変

恵まれたり。そうしたことに励まされながら、お城

なちのが続々出土して、開発計画ち大幅に修正を

にまつわることからさらに時代を下り、江戸時代か

迫られることになります。大きな声ではきえません

らの酒造りにまつわること等、次から次へと伊丹の

が、「面倒なちのが出てきやがって・・・」当時の開

歴史に興味が湧いて、夢中になって調べていきまし

発推進側からは舌訂ちする声ち聞こえてきたそうで

た。郷土史家への道をまっしぐらです。なにしろ、

すね。

そのころ伊丹を中山に据えたような歴史の研究など

は誰ちあまりやっていなかった。
とちあれ発掘により、行政側は態度を一転して、

歴史価値を市民にアピールすることに力を注ぎ出し

今でこそ、旧伊丹郷町は有岡城塞都市の名残であ

たのは喜ばしい限り。そして昭和 54 年には国の史

り、そこは史上初の総構えのお械として、その当時、

跡に指定されるに至りました。市指定、県指定を飛

寄せ手の信畏の軍勢をさんさんに悩まぜた、くらい

び越えて、一挙に 3 階級特進というわけです。

のことは伊丹人の常識と思っておりますが、これも

大急ぎで解説いだしましたが、このあたりの興味

昭和 50 年ごろの発掘調査の醸までわからないこと

深い事情・街余曲折は安達さんの著書に詳レくわか

であったようです。調べれば調べるほど。有岡城と

りやすく書かれております。ご興昧の湧いだ方はぜ

柑重。酒造りの歴史。俳譜と鬼貫。さらに万葉集に

ひそちらをどうぞ。この間の、昭和 51 年から 54

敬われたころからの、古い伝承や行基の業績など、

年にかけての史跡保存劇が、郷土史家としての原点

伊丹の歴史遺産は近隣の他都市と比べても遥かに豊

n4U

ρhu

かであることに気づきます。今なら伊丹の歴史を調

宝庫であることを思います。

べようと思えば、私のようなシロウトでち読める本
はだくさん手に入りますが、これもひとえに安達さ

町の歴史や文化を伝えること

んたち、熱I~\な研究者の方舟の成果なのです。

r町の歴史や文化を守り育て、文化財や地名のも
つ歴史的意義を若い世代に諮り伝えるのち、自治会
の重要な使命だと思います。」

古い地名は歴史的な文化遺産

有岡城発掘調査のころの伊丹には、「漢町」とか「外

安達さんは、自ら中山となって編集された「ふるさ

域」とか、昔からの古い地名がまだ残っていました。

と中央J C平成 4 年 1 1 月・伊丹申央自治会発行〉の

安達さんの家は、実はその昔は酒樽を作っていた蒙

編集後記の中でこのように書かれております。安達

で、曽祖父の代まではそれを家業とレておられまし

さんと史跡との幸運な出会いのあった、あの有岡減

疋。曽祖父の作った酒樽が伊丹の清酒をいっぱいに

発掘調査からもすでに四半世紀が過ぎ、その問、ま

満たして、船に載せられて江戸まで運ばれていく。

だ当時伊丹の町に残っていた歴史的な建造物が、

「漢町」は、その船着揚があったあたりとされてい

次々と惜しまれながら姿を消レて行きました。私の

ます。ところが安達さんがそうレたことに興味を持

ような若輩者の目から見ても、伊丹はすいぶん変わ

ち研究を始めた矢先。全国的な地名変更が行われ、

ってしまいましだ。安達さんはその後、市の無神経

歴史の香の漂う古い地名は一掃されてしまいました。

な乱開発にち巻きこまれながら cr伊丹昭和史」参照

お城のあったころからの、あるいは酒造りの町の名

のこと〉市民意識を高めてこられました。

残をとどめた、歴史にまつわる大切な地名が、「伊丹
貴重な歴史週隆盛があればこそ

市伊丹 Jr伊丹市中央J といったノッペラポウでどこ

か投げやりな地名に変えられてしまいました。地名

人々の思いはどうであれ、世の中は確実に移り変

とは偲か。住所を表す単なる符号ではない。今と昔

わってゆく。それでも、だからこそ後世にしっかり

とを信ぷ歴史的な文化遺産です。その時代に生きた

残していかねばならないものがある。伊丹経済交友

人々に思いをはせる、大切なとっかかりです。

会発行のグラフ情報詰「いたみティ」には、安達さ
んはかなり以前から歴史に閲する連載ちのを寄稿さ

古い地名力T忘れ去られる前に書きとどめておかね

れておられます。

ばならない。たしかに時代は移り、人は変わり、土

「伊丹に貴重な歴史遺産があればこそ。こうい斗こ

地・地形だって蓄のままではいられない。郵便集配

ともさせていただける。」

や運送業の方舟のご苦労ち視野にいれて、変わって

安達さんは昭和 62 年から伊丹市文化財保害協会理

いかなければならないのだけれど。安易な無神経な

事を麓められ、時々は小西酒造様式会社との共催の、

やり乃は許せない。昔があってこそ今があるのだか

畏奪蔵にての連続講座「伊丹歴史探訪J の講師とし

ら。悔しさに駆りたてられるように、安達さんは精

ておいでになられます。次回は平成 1 5 年の 2 月 1

力的に古い地名の研究に取りかかられました。その

8 日が安達さんの出番です。何とか時間を都合つけ

著書の申には、伊丹の古い地名に関する研究が相当

てうかがいだいものです。

なページ数を占めています。

「今後とも、伊丹の歴史や文化の“語り部"として
お役に立ちだい。」

まだまだ歴史に闘しては調べていきたいことがある

外から初めて伊丹に来られた人には読みにくい地

と、安達さんはますます意欲満々でおられます。

名が、伊丹にはたくさんあります。毘陽。御願塚。

鋳物師。全部正確に読めたら、あなたちすっかり伊

丹人・・・そレてそれらの地名は、すべてそれぞれ
に歴史的な意味を持っているのです。安達さんの地
名研究を読みながら、つくづくと伊丹は歴史遺産の
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電波に乗せて幸せを運ぶ
伊丹コミュニティ政送局・ハッピー工フ工ムいたみ
編成部制作ディレクター

岸本智香子さん

いっち明るくてエネルギッシユ。伊丹の元気の発
信源・おなじみ「工フ工ムいたみ」の岸本さんを訪
ねました 。 お仕事柄、インタビ、ユーするのは大得意

の岸本さんですが、今日はいっちと逆のパターンで、
私のたどだどしいインタビューで迫ってみました。

平成 1 4 年 1 0 月 1 7 日
インタピュア一

元見三郎
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ライブイン センタプル
(j OR， llR， 12R 中継) [尼崎般観]

岸本智香子
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国間

園

~奥さん 4 時です
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J (月)ママにもわかるスポーツ
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図画 []
16瓦日
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いたみ

[面 樽白眠草学梶 l

スウイートザ ン セット

ハッピーシティ
16:07 今日のいたみ
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もしもし倣送局[大手前大学]
〈大手前大学歓送部制作〉
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〈尼崎厩躯開値目のみ〉

[伊丹!買シ 11'，バ ±ι.~1センタ

[50UNDlst伊丹店協力]

〈尼崎般艇開催日のみ〉

ワシコレイク・ミュージツク〈音楽鼠送 〉

(第 2.4 週)
シル バ一通信ー私の履歴書
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[猪名野神社協員]
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あす は何の目
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[伊丹市文化顕興財団1
明日の運勢

30

{阪神 自動車宇院]

勉

[金]井上

1 ・地震台風洪水大雨大雪火災大事故等のときは

リ ラ ヲゼーションル

内海将志
ム

ライ ブインフヌメーション

園・・・通勤通学情報

オ初B'年末年婦なとIZlt-Blf1の IIIDを変更・休止 す.?)ζ とがあります。

ザツツ演歌
テインメント
.演置の電力を幅広い年代に
亡紹介します

圏一交通情報

図・・・天気情報

・放送時聞はウラ面にも掲載じています 。(時聞は 目安です )

重量

旦

あなたの街の「エフエムいたみをお聴きください

※その他、予告なく番組を変更する場合があります。三了承ください。
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(月~木)シネマガイド
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ツク工スト&メッセーシ'Ict

TEL0727・78-8181 IFAX0727-78幽 7940
ハガキ干 664-8558 ハ'ツピー工フ工ムいたみ
1
1 ホームページ h 仕 p:/ /
www.itami.fm/

l・

E‑Mail

happy@itami.fm

E1m目指町市司aJ!J出宮祖国巨星直司T三市E温

震災を契機に FM 局が開局

け持ってマイクの前で喋る仕事ちあります。雑用を

伊丹に FM 放送局が発足したのは、平成 8 年 1

2

きめて、何でも屋であります。ハタから見ていると、

月 21 日。忘れもしない、平成 7 年の阪神淡路大震

この小さな放送局の一切のことをこの人が仕切って

災 。 災害救助活動をきっかけとして、

いるように見えます(嘗めてるんです〉。時間的にち

FM 放送が

地域情報伝達の媒体として、その存在意義がみんな

不規則です。遅くなる日もあるし、朝は 5 時に起き

に再認識される・・・そういった全国的な潮流の中

る日もあったり。けれど、その仕事が苦になったこ

でのスタートです。岸本さんはその 2 、

3 年くらい

とがないとおっしゃいます。コミュニティ放送局の

前から各地で司会や政送のお仕事をしておられまし

良さは、大きな政送局と違って、取材して出会った

たが、“縁あって"平成 9 年 1 月から FM 伊丹に来ら

人との距離感が近い。

れました。
今までに 5 千人とおしゃべり

庶民的な『ピ J ミ伊丹』のファン

番組の中で、小学生の子供さんの書いだ作文を読

はじめて伊丹で働くことが決まって、その少し前

んで、それをテープにとって、子供さんの田舎のお

lこ一度伊丹を訪れたとき、伺げなくはいったのが「ピ

ばあちゃんに送ってあげたら、そのおばあちゃんが

パ伊丹」商店街。その時の回象が大きい。今まで伊

感激して泣いて、お礼状を届けていただいたり 。 工

丹と言えばどちらかというと、おしゃれでハイソな

フ工ムいたみの政送局を大勢で見学に来た小学生が

所だと思っていたのに、こんな元気な商店街が健在

とてち喜んで帰って、あとで「工フエム伊丹をみん

でした。庶民的な活気にあふれた町。それだけでは

なで聞きましょう」というキャンペーンを学校でや

なく、他所から来た人にも慢しい町。近所の人、地

って、実瞭にみんながどれくらい工フ工ム伊丹を聞

元の人だけを相手にするのではなく、初めて伊丹を

いているか、学校でアンケートを取ってその結果を

訪れたヨソ者でもなじみ易い、買いやすい雰囲気が

知らせてきてくれたことがあります。そうした嬉し

ありました。

い励まされる話が山のようにあります。

「一人でいっぺんに食べられへんから、キュウリ、

その力ゴの半分だけちょうだい」とか、お客さんの

この仕事を通じて、これまで岸本さんが伊丹でお

方から気軽に声をかけやすい雰囲気。その時以来、

相手しておしゃべりをした人の数が合計すると 5 千

ずっとこの商店街のファンになりました。

人を越えたそうです。大しだ数字ですね、これは。

全伊丹市民の約 3% に達しています。買い物申とか、

制作ディレクターという仕事

町を歩いていると、噂びとめられることが多い。病

当然ながら、昔からおしゃべり好き。しゃべるな
と言われてち、

3 分間しか黙れないのだそうです。

院に行っても、タクシーに乗っても、やたら声をか

けられる回数が多い。単に有名人だからというので

放送局のディレクターを初めから目指していたわけ

なくて、気軽に話しかけてもらえる人尽の温かみを

ではないけれど、とにかくマイクの前で喋る仕事を

すごく感じています。放送を通じて、人との結びつ

やりたかった。そしてアタマの切り替えが早い。ス

きをすごく感じています。そうしてその揚で岸本さ

タジオの一角で私とのインタビューの相手をしなが

んが聞いたリスナーのナマの声を次の番組制作に役

ら、リアルタイムで本番中のスタッフたちの方へ指

立てたり、自分のおしゃべりの中に加えたりもでき

示を出していきます。

ます。大勢の人lマの応援・支持を感じながら、さら

なる拡大を目指しています。

制作ディレクターという仕事は忙しい。ゲストの

お相手をしてインタビューしたり、取材に出かけた

自分で情報発信する楽しさ

り、他のスタッフと情報収集の打ち合わせをしたり、

トライヤルウィークの際には、市内の中学生がた

畝送用の原稿を書いたり、もちろん自分で番組を受

くさん工フ工ムいたみ版送局へやってきます。彼ら

‑40‑
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阪急・ J R. 伊丹市バス・
空の便(伊丹空港)の運行
状況をお伝えします

〈月~金〉

7:
00
:
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:
2
5

伊丹市内の事件・事故の発生状況を
ラジオとインターネットでお伝えします

〈日〉

〈金〉

16:45

[箇カ : 伊丹市・伊丹警察署・伊丹市消防局]

1
7:
5
5

ホームページ U

RL:
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w.
i
t
a
m.
if
m
/
s
e
i
k
a
t
u
/

-ハッピーエフエムいたみが受託・制作・放映しています

阪急伊丹駅前広場にある「阪急伊丹駅前電光サイン J では、
伊丹市からのお知らせ・ニュース・スポーツ・コロ野球速報・天気・駅周辺駐輪駐車場状況・
生活安全情報なと役立つ情報を、朝 7 時から夜 1 1 時まで放映中!

争器棚とf:TIMET伊盟表
[月火水木金

2002
‑
.
1
0

1'1

E~ lti"I ia 町百T司.~l!Glðß司

I
ウイークエンド・オールデイーヌ

ラジオ de 広報伊丹

・.でも知っている洋楽 ・ 邦楽のオールデイーズを
た~ っぷりとお届けします

-月 2 団発行される「広報伊丹」の全紙面を
己紹介じます

岸本智香子
[伊丹市]

〈第 1 ・ 3 週 >

元気はつらつ歌謡曲!

ディスコ・タイムマシーン

[月[j.()水木金]
釜山かすさ水前寺清子小金沢昇司谷本知美コロムビア・トツヌ

・ 80 年代の洋楽ディスコナンバーを中心に

くその他の週 > 演歌大行進

演歌大行進
・懐かしの愈陸演般をた~ っぷりと

S匂 ndard

1

・訟もが知っているような邦楽・洋楽を

l
t
a
m
iMorningF
u
s
i
o
n
.穏やかなフュージョンミュージックを

イタミ・サンライヌ・ジャズ
eJ-POP の名簡をインストつルメンタルで

Eヨ -m玄白立ヨE忌歪H!JIT;fF.豆 E吉富

固回目回目固

あなたの愛唱歌
・昭和 40 - 50 年代の歎緩簡をお送りします

J ーランド・アンソロジー
・ノンジャンルで J - POP をノンストッヌ A

ir

伊丹から地球音楽
・民族音楽を中心にお送りします

I
t
amiMorningF
u
s
i
o
n
・穏やかなフュージョンミュージックを

イタミ・サンライヌ・ジャヌ
・ J - POP の名幽をインストウルメンタルで

※予告なく番組を変更する場合があります。 こ了承ください 。

のお相手をしながら、仕事を教えるのち岸本さんの

工ムいたみを推奨してもらえる。若者に片寄らす、

お仕事です。ここを選んでやってきた生徒たちは、

だれにでも聞きやすい。こんなにあらゆる年代の

毎年すごく喜んでくれて、トライヤルウィークが終

人々から、アクションを起こしてもらえる、そんな

わって帰るときには、!白す・感激して泣き出す生徒が

般送局は工フ工ムいたみくらいのちのだと自負して

いるそうです。短いけれど、すごく充実した時聞が

います。

送れるのでしょうね。番組の中では、中学生にち学
校生活の発表をさせたりして、しゃべってもらいま

FM いたみ独自の学校情報

す。自分の声力T放送で流れることに苅する感激。自

他の FM 局、特に開局したばかりの新しい放送局

分で情報を発信していくことの喜びに触れてもらい

などからよく伊丹ヘ見学に来られます。訪問された

ます。政送を通じて、多くの人とつながっていくと

方々に伊丹での政送内容を紹介する中で、特に関，~\

いうことを、申学生にち実感・経験させてあげるの

を持たれる企画があります。エフエムいだみでは、

です。

学校の梅子を特に放送内容の中に入れて伝えるよう
にしています。学校給宣や修学旅行・柿聞旅行の梅

その後、仕事で申学校に行った時に、その時の子

子など、特に旅行先の現地に電話を入れ、現地のナ

だちが声をかけてくれたり。普段、学校ではおとな

マの声を伝える、などという企画があり、「へえ」と

しかつだ子が、このトライヤルウィークをきっかけ

感，~されることが多い。こういう視点のあり方は、

として良く話すようになって回りを驚かせたり、「高

工フエムいたみならではではないかと思う。うちの

校で放送部にはいりました J r部活で賞とりました」

学校のち般送してよ、とリスナーから声がかかるこ

そんなことを放送局まで言いに来てくれるそうです。

ともありました。

放送局でのお仕事の経験ちそうでしょうが、やはり
今を感じるコミュニティ放送局

輝いてお仕事される岸本さんに触発されるのでしょ

学校、官庁、企業、自治会、それだけでなく、あ

つ。

らゆる市民の声を放送に乗せていく。コミュ二ティ
般送局は情報発信の最前線の現場。いろいろな市民

カウントダウンで猪名野神社へ
エフエムいだみ放送局は、平成 1 3 年 3 月にここ

の声がダイレクトに聞こえてくる揚であり、それだ

「宮ノ前」に移って来ました。近くの猪名野神社で

けに、みんなが伺を感じ、伺を考えるか、伊丹の「今」

は、毎年暮れに大勢のリスナーと一緒に「力ウント

を一番感じることのできる揚ではないだろうか。放

ダウン」をやります。 神社の参詣者ち最近は僧えて

送局というと、なんだかおしゃれで、ちょっととり

きておりますが、力ウントダウンは商店会の方々の

すました揖所のように思われがちだけれど、本当は

協力もあり、年々多くの人と盛り上がってきました。

ずっと人間くさい蝿所に思う。人間関係の希薄な時

「紅白」男て、年越しそばを盛べてから外に出て、

代と言われる現代ですが、岸本さんは工フ工ムいた

工フ工ムいだみの力ウントダウンやって、猪名野神

みを「人情J と一番関われる揚所と思うそうです。

社に詣でて帰る、という「行動パターン」を、大晦

誰からも愛される岸本さん白昼の人柄と共鳴するの

日の伊丹の人々の中に、定着させつつあります。

でしょうね。みんなに愛されるこの放送局を支え、

さらなる広がりを目指し、 rJ\ ッピー工フエム」の名
の通り、電波に乗せて季世を運ぶ、そういう局であ

あらゆる年代から反応がある

下は泊稚園児から、すっと高齢者にいたるまで、

りたい。いつも明るく元気な岸本さんの声でレ定。

どの年代の人々にち楽しんでもらえ、リクエストな
どを通じてご意見なども寄せていただける。働きか
(岸本さんは、平成 14 年 1 1 月 1 日惜けで編成・

けてもらえる。たまだまタクシーに乗ったら、こち

制作部主幹にご栄転なさいましだ。〉

らが伺か言い出す前に、運転手さんからもよく工フ

斗A

A

n ，臼
，

第 1 章疋たかう郷町群像記

ライフワークは地域通貨
元・伊丹市立有岡小学校 PTA 会長
芳田裕二さん

芳田クンと私とは、中学時代、同じ塾で勉強した
〔遊んだ〕仲間です。徳はずっと伊丹市中央の郵便

聞に勤務していますが、最近、学校教育関係での彼
の活躍 15\ りをよく耳にしていたので、一度話を聞き
たいものと思っておりました 。 今回機会を得て、彼
の快諾ち得て、久しぶりに彼の話を聞いて、この郷

町群像記に加えることにしました。子育て経験ち P

TA 経験もない私にはわかりにくい部分が多いです

が、とりあえずがんばって聞き書きしてみました。
平成 1 4 年 1 1 月 4 日
インタビ、 ュア一

元見三郎

守
aA

円tu

元有岡小学校 PTA 会長

CAP 蹄習を行う

彼にはお子さんが 4 人います。その一番下の子が

またこの時期、小学校の体育館で防犯の集会をや

小学絞 2 年生から 5 年生になるまでの 4 年間、有岡

りました。学校ち警察ちはいった、地域あげての防

小学校の PTA 会長を務めました。前任者の会長は、

犯の集会で、主催は育聞の地区社協です。

彼の小学校時代の同級生。今ちよく顔を合わせる仲

〔地区社協とは、学枝と地域の仲立ちをするべき組

で、 PTA の副会長をやらないかと勧められたのが

織で、各小学校区ごとの

きっかけです。副会長を引き受ける気でいたら、急

この副地区長となっています。学校と地鼠と保護者

な都合で前任者が会長を降りることになり、いろい

が結びつくしくみになっているのだそうです。〕

ろあつだ後、自分で会長を引き受けることになりま

それから CAP の講習をやろう、ということになり

しだ。

ました。

PTA 会長がだいていそ

CAP とは、実臨に加害者と対した子ども

だちが、どんなふうに行動すればよいかを教える、
会長を引き受けた年。この地域で子どもが力ッタ

子どもへの暴力防止のプログラムです。一年目はま

ーナイフで脅される事件があり、まだそれからすぐ

す大人だけを対象とした講座を行い、二年目には P

に例の神戸市須磨区のサ力キパラ・セイトの事件が

TA の行事として、地区社協からち伊丹市からち予

起こりました。学校ち教育委員会ち PTA ち自治会

算をちらって、小学校 3 年生の子どもたち全員を

ち大騒ぎになり、子どちを守れ、という声の上がる

対象にやりました。その後、 3 年目、 4 年目と、学

なか、夏休みには地場でパトロールをしたりしてみ

校の捜業の中で CAP 講習をやりましだ。保護者ち

たのですが、その時頭の中にあったのは。

学枝ち地域ち一緒になって、子どちのだめの虐待防

「パトロールをやりだしたけれども、これをいつま
でも続けているわけには

止活動をやつだわけで、彼としては PTA らしいこ

いかない。いつかは終わ

とができたと自負しています。

らせねばならないのだけれど、それをいつ、どうい

会長一人では何もできない

う形で終わらせれば良いのか。」

ということでした。

4 期務めて、

PTA の会長を降りましだ。長年郵

パトロールをやめるにしてち、それに代わるちのを、

便局員を務めていたので、 PTA の仕事で体みたい

どういうふうに用意すれば良いのだろうか。すっと

時には、職場にはかなり融通してもらえたのですが、

悩みのタネでありました。

それもそろそろ限界かな、と感じていました。一人
の人聞があまり長く会長席に居座るべきではないと

子ども 1

1 0 番の憲
10 番の家J

ち思いました。その一方、

PTA の会長として伺か

を作ることにしまし

やろうと思ったら、一年では伺ちできないな、と思

た。商店とか、いつも誰かがいる揚所へ、プレート

います。周りに教えてもらいながらつき従っていく

を貼らせてもらう。伺かがあった時、看板のある揚

だけで 1 年目が過ぎ、

所へ子どもが逃げ込めば良い。そういう逃げ揚所を

なければならないな」というのが見えてきます。そ

作りまし定。個人の努力だけではなかなか広げてい

れらを形にしていくことができるのが、ようやく 3

けるものではないので、

PTA から、連合 PTA の

年目、 4 年目ということになります。でも、実際に

協力ち得て運動を広げ、有岡小校区では、いち早く

動くのは副会長や執行部などの女性役員で、彼女た

伺+箇所かの子ども 110 番の家を作り、マップち

ちが動かなければ会長一人では伺ちできません。

結局、「子どち 1

2 年目でようやく「これをし

作りましだ。ショッキングな事件の直後、子どちを

守ろうと、みんなの意識が高まっている時期でした。

PTA 父視の会

地域、学校、警察など、だくさんの人々の協力をい

PTA という組織は、伊丹では妙なことになって

いて、たいていの小学校では会長一人が男性で、他

だだいて、それだけのことができましだ。

の役員は全部女性。

44 ・

84・

か、と持ちかけられたときにも、

〔他市ではそれほど極端なことはない〕

PTA とは別に、

PTA 行

父親たちがすごく協力してくれました。仕組みが動

事やお祭りの時などに、機会を見つけては男性に声

き出すまでには、人脈がつながるまでには少し時聞

をかけて、 2 、

3 年がかりで有岡小学校では父親の

がかかりますが、やりだいことがあれば、 PTA と

会を作りました。お祭りの際など、「お父さんにチャ

いう組織はいろんなことができるところだと実感し

レンジ」コーナーをつくり、お父さんの得意技・相

ました。

なんとか男性にはいってちらえるように、

撲とかゲームとかで子どち達と競って、子どもがお
彼が会長を降りてから、新しい PTA 執行部の方

父さんに勝つだら賞畠を渡すようなことをやり、大

針が変わったようで、それまで彼がやってきたこと

好評を博しました。

ち、継続されなくなりました。年々顔ぶれが変わり、

お父さん、ピオトープ池をつくる

それぞれの動機付け、そちそちやりたいことという

たまだま彼が会長の任期中に、有岡小は劃立 30

周年を迎え、

のがメンパーとともに変わっていってしまいます。

JC から予算が出て、学校にピオトー

その時のメンパーが自分たちの身丈に合わせた活動

ブを作ってくれることになりました。池を作るのに

をしていけば良い。何でちそれまでの事を継続して

穴を掘ってくれたり、地場の田んぼの土を運んでき

いけば良いというわけではない。それぞれの人の思

てもらったり、三田の博物館から学芸員が来られて、

いはさまざまであるし、その時尽の人の持ち味ち遣

クロメダ力をいただいたり、伊丹の水生植物・デン

ってきます。そんなふうに、彼はこだわらすに語っ

ジソウを移植したり、この時にはお父さんたちが

てくれました。

積極的に手伝いを買って出て、すごい力を発揮して
くれました。ツテを頼って、池の周りに JR のまく

戦争はいらない伊丹市民の会
2000 年の 1 月。伊丹の自衛隊総監部にて、日

ら木を持ってきてくれた人ちいます。

米共同指揮所演習というのが行われましだ。有事の
疋またま周圏の気運に重量って「父親の会」を作り

際のシミコレーション演習です。その時彼の知り合

ましたが、これは何ちきちんと決まったちのではな

いの女性で、伊丹は「平和都市宣言」を行った市で

い。言うなれば、ただノリで集まっただけで、正式

あるのに、どうしてその伊丹市で、戦争のための訓

名称ちなかったのです。父親の会が PTA とどうい

練をしないといけないのか。そう言って声をあげた

う関係になるのか。どういう関係にあれば良いのか

人がおりました。それではどうやって「いや」と言

ちまだ結論が出す、手探りでした。それでち 2 年目

えるだろうか。周囲に届く形で戦争反対の意思表明

ともなると、

PTA の専門部という形で組織の中に

をするには、どうすれば良いのだろうか。市民団体

組みこんで、僅かにせよ予算をつけることにしまし

を作って「いや」と言える館所を作ろう、というこ

疋。ところが、学校組織の活動費となると、使途が

とで始めたのが発舗だそうです。演習の当日には、

制限されたり、費目によって払えるの払えないのと、

豊中や川西や尼崎や、周辺の市から、同じ思いを持

実醸にはメンドクサイことになりました。ちっと自

った団体が集まってきて、相当大きな集会になりま

由に、 PTA とは別に活動しようという声があがり

した。その中で、伊丹市民の会ち、一緒にデモをや

ました。既害の組織とどういう関係でやればいいの

りました。度対運動がすぐに実を結ぶというわけで

か、なかなか見えて来ないままでの活動でした。

はありませんが、とりあえす、皆に混じって、「戦争

反対」を自分たちち言葉にして発言することができ

P T Aはいろんな活動ができる

た。

でも、自分たちの子どちのことですから、かかわ
り出したら、すごくはまってきます。父親の会を作

その後ち、せっかく会を作ったことだし、集まつ

ってすぐくらいに、ネットデイを有岡小でやらない

て話をしようかということで続いています。つい先

an
ヨ

Fhd

ごろは、戦時中に歌われた大衆歌謡曲や童謡のテー

とが表面に出てきて、すんなりつながりやすくなる

プを聞く会が催され、私ち聞きに行ってきました。

のではないか。うまくシステムを作ってやれば、需

「歌」がどんなふうに戦争宣伝に利用され、純粋な

給をうまくつないで、みなが持っている特肢をちっ

人のI~' を戦争へと駆り立てて行ったか、しかとこの

と生かせる揚が与えられるのではないだろうか。目

耳で聞いてきました。なかなかユニークな催しでし

に男える形で、つながりを形にしていくことができ

た。ネタがなければ、高齢者たちが自分たちの戦争

る、地域通貨がその仲立ちになるのではないかと考

体験を語るだけで終始してしまう傾向があるようで

える。たとえば農村で必要としている労働力を、都

すが、それでち「いやだ」と思つだことを「いやだ」

市からの人口が補っていく方法を、なにもいっち行

と発言できる揚を作っているのは意義あることと思

政側が旗を振らなくとも、市民のモラルに頼らなく

います。会を作って集まってみれば、自分以外に、

とも、地域通貨の流通を通じて、自律的に促進して

それぞれ微妙にいろんな立場・憲男のあることにち

いけるのではないか。うまいシステムを最初に作れ

気づくことがあるそうです。

ば、やりたい人がやって、勝手にコミュ二ケーショ
ンが育っていくようなことができそうな気がする。
そういうものを考えたい。自分のライフワークとし

子どもを守るネットワークが必要
今、子どもを虐待からどうやって守るかについて

てでち地域通貨を勉強していきたいと思っている。

考える。学校と地域と家庭とが、一緒になってやら
なければならないことと思う。伊丹市の虐待防止ネ

賢い。さすがに良いこと考えてるな。けれども市

ットワークというものを行政が作っています。とこ

民というちのは、本業が別にそれぞれあって忙しく

ろが、ここには肝ゅの市民参加がないのです。行政

て、市民活動にばかりとらわれているわけにはいか

のネットワークは、保育所や学校の先生がたや、い

ない。やりたいことは、考えたいことはたくさんあ

わば教育の専門家だけのネットワークである。一方

るけれど、その何分のーもできないよな一。そう言

では、地域の市民活動として、子どもをサポートで

って笑いあいました。焦らす、ぼちぼちやろうぜ。

きるいろいろなグループ、 CAP 活動のグループな

息長くやろうぜ。そう言って励まし合って別れまし

どがある。こういういろんな人たちが同じネットワ

た。伊丹郷町在住。我々の大切なまちづくりの仲間

ークにはいって来れなければならない。いろいろな

であります。

人の知恵と活動のネットワークにより、虐待の芽を

つんでいくように、いろんな立場から人R がそれぞ
れに手をさしのべて、解決の道をさぐるような、そ

ういつだネットワークを構築すべきと思う。子ども

を守ることに苅し、行政と住民がタイアップする方
向へ、そこへ自分がどういうふうにかかわっていけ
るだろうか、と思う。

地域通貨でつながりを形 I こしたい

ちう一つ。地鼠通貨を考えている。いろいろなボ
ランティア団体が、社会のさまざまな揚面で個均に
努力しているという現状だけれど、通貨があること
によって、個々にやっていることを表面に出してこ

れるのではないか。 8U なボランティア団体との提携
が容易になるのではないか。通貨があることによっ
て、必要なサービスの需要とそれを供給できる揚所
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商店街は生き残れるか
伊丹中央サンロード商店街振興組合
理事長

回目

藤田誠治さん

伊丹を代表する老舗果実店の店主、藤田さんの登

二Fつぐ門.時

鼠です。 商売人としても私たちの大先 輩 ですが、長
年理事としてサンロード商店街の運営に携わってこ

られ、近年は理事長を務めておられます。 理事長と
言ってち、奥のほうに座って威張ってるだけのじい
さんとは遣います 。 有言実行の人。 もちろん弁ち立

ちますが、祭事などの折にはいっち率先して行動し、
モタモタしてる若者たちをテキパキと束ねて、易を

ちってリーダーシップを発揮します。 お店にはいち
早くパソコンを導入して、インターネットによる情
報収集に活用する等、進取の気性に富んだ{築物の理

事長さんです。
平成 1 4 年 1 1 月 22 日
インタビ、ユ 7フ一

元男三郎

斗A

4

勺 4・

サニノロードは生鮮食品が中心

売店が、全部東になっても、全体の 2 割に過ぎない

商店街というものが、どの町でも生き難くなって

のです。しかもこの傾向は、年々顕著になりつつあ

いる時代です。すでに「シャッタ一通り」になって

ります。生鮮食料品が充実していることで定評を得

しまった商店街の事例は他都市ではいくつもあり、

てきたわがサンロード商店街ち、ゆくゆく行き詰ま

自にするだびに I~' を痛めております。その中で、わ

っていくのは時間の問題でしかないのでしょうか。

れらがサツロード商店街は、生鮮食畠中 I~\の街とし

それでも我々はこれからを生きる道をなんとか探ら

て、健在でがんばっているように男えます。けれど、

なければなりません。

その将来慢はやはり決して明るいものとは言えませ
みすaから遭を見つけていくだけ

ん。

一方、スー J\ ーにち弱みがあります。商品をこれ
歴史的に。スーパーの発展とともに小規模な小売

までのように安く売ることができなくなってきます。

業者は衰退を余儀なくされてきました。昔、この界

市場が成熟するとともに、販促のコストがかかって

隈で隆盛であった多くの市場・・・伊丹市場、丸安

きます。また、雇いいれた従業員が、勤続年数が増

市場、日の出市揚。どれもが、スーパーマーケット

えるにつれて、人件費はますますかかってきます。

の興隆とともに、次々に市場は衰退して、廃業に追

さらに、環境問題をはじめ、大企業が社会に苅して

い込まれてきました。「統制経済」の名残である各種

責任を果たし、負荷を負っていく度合いが増せば、

の親制が外れたり緩和されたりして、酒類や米など、

これもコストがかかる話であります。

大型店との競争にさらされ疋小規模店は次々に競争
そんな大規棲スーパーの販売攻勢の隙聞をうまく

に敗れて、廃業に遣い込まれていきます。

狙い、主に独自の仕入れ技術をもってスーパーより
も安く売る。そんな業態のお店もすでに出てきてい

生鮮食品にも大企業が参入

現在ビパ伊丹商店街には 5 軒の果物屋があるのを

ます。日本の小売商業界の将来がどうなっていくか

はじめ、野菜を扱うお店ちたくさん健在でがんばっ

は、誰にも言えないことだけれど、商店街は商店街

ています。それらは定価の決まつだ商畠でないだけ

として、みすから道を見つけていくことになるでし

に、お店ごとに独自の商売のやり方ができる余地が

ょう。いすれにせよ、新しい人が新しい手法でもっ

ある、ということだそうです。しかしそれも時間の

て商売をやっていく。そんなふうに醸田さんは語り

問題だとおっしゃいます。舗入されてき疋生鮮物を、

ます。

即時パックしてスーパーに運ぶようなシステムが
整備されつつあります。 一方では、食晶メーカーが
直接寝業に携わることに目をつける動きもあります。

見舞 L 、に果物の時代ではない
毎年お盆体みの時など、果物屋さんとしては撞き

機掛化の集約農業に、大資本が参入しようという動

いれどきで、大きな西凪だの、盛り簡だのが果物屋

きがあります。生鮮度晶ちやがては大量生産、大量

のお店から溢れんばかりに並ぶのが、夏の風物詩で

消費の流れに組み入れられていくなか、零細な小売

もありましたが、そうし疋需要もやはり頭打ち傾向

業の生き残る余地は全くないのではないか。

にあるようです。昔なら病人のお男舞いに果物は定
番でしたが、今はだいぶ減つ疋そうです。なんでち

行き詰まっていくのは時間の問題

現金で済ませる傾向のようです。世の中の流れ、と

なんだか。甘いお話を期待してい疋わけではない

言いますか。病院の近くで果物屋を開業すれば食い

けれど、のっけから厳しい展開になりまし疋ね。さ

っぱぐれはない、などと昔はよく言ったものですが、

すがに冷徹な目で現実を分析されておられます。現

もはやとんでもない。そんな時代ではないのだそう

在すでに、中央市場での荷扱い量は、スーパー、デ

です。

J\ ート向けが 8 劃を占めています。一般の小さな小
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商店の前の道路こそ生活道路

葬式や法事 1= は休みがなし、
藤田果実店としては、お葬式や法事での需要を手

商店の前の道路は交通量ち多いけれども、駐車さ

がけています。限られだ生き残り策の一つですが、

れる自動車ち多い。ちちろんこれらは「違法駐車」

ただしこの世界ち、中途半錨な参入はできません。

であり、よく取り締まりの対象になっています。大

一歩踏み込めば一年 365 目、葬儀屋と同じく、一

切なお客さんの自動車が摘発されないように、婦警

日ち休みがないことになります。斎場の窯の火が消

さんだちがやってきだらお客さんにお知らせするの

えるのは毎年の 1 2 月 31 日から 1 月 2 日まで。

が我々商売人の役目だつだりします。この道路の違

1

月 2 日のお通夜に間に合うように果物を揃えようと

法駐車をなくす方法として、役人さんが藤田さんの

思えば、結局、お正月ち休むわけにはいかないので

ちとへやって来たときに、
「道路幅員が中途半蹴なので、植栽をして、駐車で

になりますが、その問、自分の父親のお葬式の時に

きるような余地をなくしてしまってはいかがです

休んだ以外は、一度ち体んだことがないとおっしゃ

か。」

っています。

そんなことを言われたので、藤田さんが忠告しまし
だ

す。醸田さんが弔事を本格的に手がけて 14 、 5 年

行政は商売が分からない

「この道路は高速道路ではない。自動車を目的地に

昭和 40 年代、市の官公庁がいっせいに干僧のほ

運ぶためだけの道路ではない。目的地。それはここ

うに移転して行ってしまいまし疋。やむをえないこ

でっしゃろ。ここをめがけて、お客さんが来はるん

ととは言え、これなどち中央の商業者を圧迫した一

でっせ。クルマをいったん止めて、ここで用を足せ

因だと言います。伊丹の中山が西にすれた。ところ

る、そういう道路でっせ。

が、伊丹市西部の山田、毘陽。といったところの住
人は、買い物をするのに、市営パスを使って塚口仁

こういう道路のことを、

『生活道路』言いまんのや。市民の生活のこと、良

う勉強して出直してきなはれ。」

「そない言うたった」そうです。ぱちぱち lまち。

出てしまう。これが阪急パスならばあきらめちつく
けれど、公営のパスで、伊丹市民をわざわざ市外に

送り出してしまっているのです。
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皆で困難を克服したアーケード
サンロード商店街のアーケードができて 1 4 年。

ITAMI 。

市のお金は市内で使え、などと行政は言うけれど、

当時は私ちまだごく若かつだけれど、アーケード建

結局行政が真っ先に市のお金の流出に力を貸してし

設をめぐっては、いろいろゴタゴタを繰り返してい

まっているのではないのか。

たのを覚えています。商店者同志でもなかなか意見

が合わす、足を引っ張る仲間ちいたし、行政ち概し

ソフトの再開発が必要

て協力的ではありませんでした。ちうこの話は時刻

中央 1 丁目で再燃しかけている再開発計画につい

でしょうが、まぎわになって伊丹市が、県道側のア

て。「再開発」というものは決してうまくいくもので

ーケードは必要ないとして、建設許司を渋った経緯

はない。古い発想でもって町を衰退させてしまつだ

を私ち聞いた覚えがあります。中山になって携わつ

張本人である古い地権者が、新しい建物の中でち自

だ方々は、さぞかし歯がゆい、悔しい思いをなさつ

分の権利を振り回すことになる。「箱物」ばかり新し

だことと思います。まさに内患外憂のなか、藤田さ

くなってち、ソフトが新しくなれない。あるいは、

んはじめ鍛名の理事の方々が、まさに命がけで奔走

地権者が権利蛮換で得たスペースを、他の業者に賃

して建つだアーケードでしだ。アーケードそのちの

貸したとする。けれどこの揚合ち、ピル全体として

よりち、皆で困難を克服して一つのものを作ること

の特色を出すことができない。明確なコンセプトを

ができた、そのシンボルとして、アーケードは商店

持った強力なデペロッパーが開発を推進するのでな

街のみんなのI l)\ に生き続けています。

ければ、新しい商業地開発は成功できないでしょう。
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「本当は、アーケードを作るのに働いた人たちは、
その時点で理事を降りなければならない 。 そうする

べ きであるのはわかってい疋が、理事を降りること
はできなかった。 でも、いろいろなことをやらせて
いただいたおかげで、いくらお金を払ってでもでき

ないような体験を

させていただい疋ことには感謝

レております。 J

重い内容のことをも、いつもさわやかな笑顔につ
つんで、陽気におっしゃいます。 本当に先行きの見

えない、小売業にとっては難しい時代ですが、商店
街を引き継ぐ若い世代を暖かく見守りながら、いつ
までも我々の灯火となって、これからもますます元

気に頑張っていただき疋いと思います。 われらがサ
ンロード商店街の語る名物理事長、醸田誠治さんで
し疋。

たたかう伊丹まちづくり会議・専属従軍記者

手芸店「モトミ」店主

元男三郎

rhd

nHu

第2章
伊丹たて・

ょこ・ななめ

-情報発信×まちづくり

講師・森まゆみ

・ブロードバンド時代の情報発信
講師・井上はねこ

唱'A

phu

東京の歴史は家康から 400 年

第 2 章伊丹たて・よこ・ななめ

東京の歴史は、例外的に在原業平・言聞い橋とか

いったちのもあるが、やはり江戸開府以来、家康以

情報発信×まちづくり

降の 400 年に概ね集約されると言える。 これが関
西では、はるか聖徳太子にまでさかのぼり、歴史が

講師・森まゆみ

すっと長い。専ら歴史を扱うとなると、苅象とすべ

きスパンが長くてなかなか大変。

地域雑誌「谷中・根津・干厳木」編集者
まち工房@いたみ

都心は過疎化と高齢化が進む

2001

「谷根干」は 1984 年の創刊、

平成 1 3 年 1 0 月 1 7 日

18 年目になる。

この間、都}~\は過疎化と高齢化が目立つ。文京区で

旧岡田家住宅酒蔵ホール

言うと、昭和 30 年代には 26 万人あった人口が、

30年間で

16 万人になっだ。ある意味では適正人

口になつだと言えるが、この過疎化の最大の要因|立
地価の高騰にある。子供が大きくなって結婚して所
帯を持つと、みんな出て行ってしまう。昭和 42 年

に千代回線が開通しましたが、これを使って行ける
ところへ、郊外の、たとえば松戸市などへ行ってし
まう 。

それでもみんな、明るく元気で暮らしている。

90 代のおばあさんが 60 代のおじいさんの介護を
していたり 。 長屋は、一軒一軒は狭いけれども皆で
「共用 J すれば結構広い。 誰の家のたんすのどの引
出しに伺がはいっているか、みんな知っていたり。
会いに行ったら、勝手に隣りのおばあちゃんが応苅

したり 。 お葬式の最中に、喪主のおばあさんが休憩
のため、別の部屋に寝に行っていたり。みんなでお

茶を飲みながら、時が過ぎるにつれて日当たりの良
い部屋から部屋ヘ移動したり 。 長屋では音からの暮

らしぶりが続いている。

防火のために道路の拡幅工事が行なわれているが、

みんな火事のないのが自慢であって、日頃から火の
始末を徹底している。 24 時間申、長屋のどこかの

家で!脳す誰かが起きてるので、

ドロポーが少ないと

いうのち自慢とか、そんな話が出てくる。

公園めぐりから町の面白さを発見
「谷根干」発刊当時、このあたりはあまり知られ

ていない地域であった 。 町自体が、音からあまり愛
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わらない。古くて煤けて、乗り遅れていだ。森さん

怖いもの知らすの 20 代である。夏休みに「趣意

は 15 坪の長屋の、歯医者の家に育った。結婚して

書」を作り、区域を因子坂下の谷中・摂津・千駄木・

子供を産んで、町から出られなくなってしまった。

生活圏として実感できる区域に定め、家々を一軒一

町にしばりつけられているように感じだ。

軒訪ね歩いたが、最初はまるで受け入れてもらえな

かった。その意昧をわかってもらえす、区議選にで
今で言う「公園デビュー」。赤ちゃんが大きくなっ

ち出るっちりかとか、新手の新興宗教ではないかと

か、いろいろなことを言われた。

て、はじめて公園に連れて行ってみると、公園には

ハパツがあって、仲間はすれにされてしまった。レ

当時の感覚で、「まちづくり」なんてのは、お役所

かたなく別の公園を捜レて行くのがきっかけになっ

の仕事。それを自分たちでやろうなんてのはおこが

て、あちこち町を歩くようになった。

まレいというのが、一般的な意識であった。それで

ち 40 軒くらいの個人商店の方が、「応援レょうか」

このあたりは北区・荒川区・・・などの区境にな

っていて、区の遣いによって公園の作り方が遣うの

と言ってくれた。

を発見したり、いろいろ町の面白さを発見レた。目

的地までの途中の道が面白い。お稲荷さんとか、木

取っておきたいタウン憶をめざす

の電柱とか、古いただすまいがそのまま残っていて

第一号の谷根千は、一冊 100 円。 8 ページで、

不思議な感じがする。

谷中のお寺の菊のおまつりの際に、菊人形のことを
特集レて出レた。これは一日で 1000 部売れ、そ

生活史を自分たちで調べる

の後ち何度ち版を重ねた。

そんな折に、たとえばゴミ箱。昔のゴミ箱が今の

第二号は、お風邑屋さんの特集をやった。地域の

ポリバケツに変わった事情を清掃局に電話をかけて

中にある 1 5 軒のお風 E 屋さんすべてを回って取材

聞いて、東京オリンピック当時に町の美観のだめに

レた。なかなか話を聞かせてちらえない所では、裸

ゴミ箱を廃止したという回答を得たり。そういう生

で番台とやり取りレたこともあった。

活史の面白さに気づき、図書館で調べるようになっ

第三号は谷中と干猷木の境を流れていだ藍染川の

た。震災・戦災を避け得だ町なら結構あるけれど、

特集をやった。苦労レながら作った初期のちのは、

そのうち昔から人がちゃんと住んでいた所となると、

細かなレイアウトまで思い出すことができる。この

さほど多くない。

ころは、作った谷根干が飛ぶように売れるのが、う

大して有名でちない、東京のこんな小さな町の歴

れレくてレかたなかった。

史は活字になってはいない。区史などは行政史であ
って、そこにどういう人たちが生活していたかはわ

タウン誌というちのは、盛り場でレか成立レない。

からない。これを自分たちで調べてみようというこ

この町で作るとすれば、お金を払って買っていただ

とになって、「谷中スケッチブック J (ちくまブック

けるちのを作る。取っておきたくなるようなちのを、

ス)という本ができだ。 18 年前。

資料性、内容のあるちのを作らねばならない。すべ
ての作業を自分たち 3 人でやった。一軒一軒、スタ

ッフが自転車に積んで十日間くらいかかって配達し

普からあるいいものを守りたい

ところがその時に感じたのは、昔から残っていだ

て回る。この配達の聞のやり取りが取材にちなる。

いいちのが、取材レている最中に壊れていってレま
う。なんで、こんないいものを壊すのか。本に出す

自分たちのメディアを残レだい。記録を伝え残す

だけでなく、運動を展開レていかなければいけない

ことにより、人尽に、町を大切にしようという気持

と思った。そレて、どうにか残していけるように、

ちが出てくれればいいな、と思う。建物を保害する

記録だけでち取りたいと思い、仲間とともに雑誌を

のにち、上からの規制に頼るのではだめで、所有者

作ることにした。

の方尽に、古くからのちのを大切にレようという気
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持ちがなければならない。それを育てていきだい。

沈下が背景にある。不忍 j也というのは江戸湾の奥入

り江の遺構であり、調べれば四代将軍家綱のころの
三人で仕事と家庭を助け合う

施策にまでさかのぼる。地下水の水質調査、植生や

毎号、特集を組んで打ち込む苅象をしぼった。毎

渡り鳥の調査、駐車揚の必要性をめぐって交通調査、

回、スタッフち新しいことがわかるという楽しみが

そして酸性雨の調査等を手掛けだ。

できる。スタッフは三人三様に、それぞれやりだい

首都圏への水を、三国峠を環境破壊しながら遠く

ことや特技が違い、みんなが遣うことにのめりこむ

新潟から引きこもうという計画に反対し、遠くの雪

ので、一人がやることをその都度、あとのこ人が応

水よりも、足ちとに降る雨と仲良くしよう、という

援するという形にしだ。

態度をとった。

調査の過程で、・・・大気汚染調査は子供たちが楽
子供の病気の時は辛い。忙しい、大蛮な時に限っ

しんで手伝ってくれだ・・・水質汚染の実態など、

実感として把握することができだ。

て、それを狙いすましたかのように子供が熱を出す。

その時はやはり大変だが、結局なんとかなる。町に
住んで、外へでれば地域雑誌を作り、家に帰って家

町を調べるグループが育つ

庭に向き合えば、そのことは切りはなす。仕事と家

谷中学校を創設しだ。町のことをいろいろ調べて

庭の両立、というか、両方の良い面で気持ちをコン

勉強するグループが育っている。建築班、くらし班、

トロールして落としこんでいく感じ。

お寺班などにわかれ、いろんなグループとゆるやか

な連合を結びながら、独立しだいろいろなグループ

仕事と家庭が混然一体となっている。仲間と一緒
に、

が育ってきている。一人一人がいろんなことを始め

3 人の親で 1 0 人の子供だちを育ててきだ。共

に育ってきだ輔があり、東京では珍しい子育てがで

ている。いわく、文京建物応援団など。

きだ。

重要文化財の指定といえば、今までは古社寺にほ
最初は、アルバイト収入を谷根干につぎこんでい

ぼ隈られていだが、最近では風向きが変わってきて

だ。収益が上がれば、 3 人でトランプの力一ドを配

おり、明治時代以降のものも認められるようになっ

るようにして分け合つだ思い出がある。そのうちに、

だ。さらに昭和の近代建築物でも童文指定を受ける

普通のパートさんには負けないくらいのお給料が出

ものが出てきた。一つは三井本館。ちう一つは上野

せることがわかっだ。

の東京美術館。

最近、有限会社にしだ。取り引き先の書店などの

経理上のI必要。責任を持った仕事のできる形態でな

登録文化財制度というものができている。固定資

ければならないが、利潤追求を目的とはしない。仕

産税の減額くらいで、だいしてメリットはないが、

事か、道楽かの二者択一ではなく、

こちらから登録できる。みんなが親しんでいる建物

NPO に切りか

を守ろうという動きが出てきている。残せないまで

えるのも可。

もせめて記録を眠らせてほしい。いいものが、あっ
地域の問題を取り上げる

さりと壊されてしまわないように。それでも、登録

されだ 2500 物件中、 2 棟がすでになくなってし

地域雑誌に携わっていると、いろんな問題がむこ

まっている。

うから勝手に押し寄せてくる。

景観に対する意識も変わる

建物の保存運動では、日本最古の洋楽ホールであ

る奏楽堂や、赤レンガの東京駅を手がけている。上

谷中の富士見坂は、地面から富士山の全景が見え

野の不忍池の地下駐車場の反対運動ちゃった。時代

る、東京では唯一の揚所。

本郷通りにペンシルマンションが建って、富士の

の変化に取り残された上野の、商業地としての地盤
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左裾が一部噂されてしまった。ピル計画の中止をお

として考えたい。ギャラリーが増えた。骨董屋が増

願いに行って結局ダメだったけれど、この次このピ

えだ。骨董屋は一軒一軒同じものを破っているわけ

ルが接されだ時にはがんばろう、と町会長のなんと

ではないから、増えればむしろ集積効果が高まる。

80 代のおじいちゃんがおっしゃったのに勇気づけ

クラフトハウスのようなものも増えた。

られた。東観に対する意識も確実に蛮わってきてい
るようだ。役所の文言の中にも、「遠くの山並みが見

情報がどこにあるかをつかむ

えるように」といつだ表現が増えてきた。

町にどうやってはいっていくか。森さんたちの揚

合、前からいた人々に捕から聞いていけば良い。と
ばかりに、行動に出た。前からいだ人といっても、

谷根干に住みたい人は多い

マツション建設反対運動がホームページを賑わし

案外あまり古くない人ち多かったりする。一方、古

ている。今、谷根子地既に住みたいという人は多い。

い人ばかりでなく、昨日来た人だって住人だ。そう

物件が少ない。けれど、町がそれまでどうやって成

感じる時ちある。

り立ってきたか、そのことを無視しだマンション建

酒屋特集をやつだ時に感じだけれど、酒屋あるい

設を受け入れることはできない。粘り強い運動の結

はお米匡は、お得意さんとのつながりがあり、町の

果ライオンズマンションでは、 9 階建ての計画のマ

ことを非常に良く知っている。また魚屋は家の台所

ンショツが、前面 4 階・後面 6 階の建物に改めると

にまで上がって仕事をするので、事情によく通じて

いうことで紛争が解決した。マンションメーカーと

いる。情報がどこにあるのかをつかめばスムーズに

しても多大な出費と思う。もっともこの件は、相手

いく。

側の宣伝に利用される部分ちあつだけれども。

マツションメー力ーだけに損をさせるのでなく、

一人から聞いた話をそのままウノミにしない。伺

地区協定を作ろうという動きが出ている。

人かの人から話を聞いてっきあわせる。ウラをとる。

みんな言ってることが違つだり、そしてそれがみん
集合住宅では動物を飼えない。子供が生き物と触

な本当であったり。「昔はこうだっ疋」という話が、

れ合うことのできない社会である。森先生白昼の子

どの程度の昔か、特定する必要がある。震災と戦災

供さんは東京を飛び出して、沖縄で馬の世話をして

がごっちゃになっていたり。

いる。都I~\の小学枝で廃校になっ足場所を超高層の

住宅にしようという動きがあり、それも悪くはない

まちづくりは取益のでる活動を

が、あいた蝿所をあいた甥所として生かせないか。

まちづくりの組織は、組織として独自に収益をあ

小学校あとを森に戻すとか。大型動物、だとえば馬

げること。そうすることにより、運動を展開する足

を東京で闘って、学絞で子供を馬に乗せて情緒教育

固めができる。行政だのみでは資金ぐりで皐動きが

に生かすとか。

できなくなる。だから、組織としては収益が出るよ
うな活動に目を向けていくことをお勧めする。

今まで、特別にイヤだつだことというのは、あま

りないけれども。「いい雑誌だけど、自分の町にあん
なのあつだらやだな。」と言われたことがある。批判
する権利は町の人にもあり、みんなに貯かれようと

するのは無理。

町は楽しく暮らす場所に

良くある議論で町の活性化と言うが、活性化とい

う言い方は好ましくない。町を楽しく暮らせる揚所

・

文責・ビタミンブック編集委員会
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会場は今年の春、宮ノ前に誕生した 、

丹

「みやのまえ文化の郷 J と
伊丹市商工プラザ 。
日本最古の酒蔵と最先立誌のインテリ ジ
エントピル 。こ の 2 つの会場 で伊丹を思

い っきり 、表現しませんか 。

気
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みやのまえ文化の郷旧岡田家住宅酒蔵ホール
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まちのお宝はど こにある
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。

っと

から眺めた

報

今、「いたみ」が注目されている

。

ら

、私た ちの「いたみ」も、ちょ

。

。

伊丹のまち資源を収

、

。

「いたみ」の中身はつどんな「いたみ」なのかっ気にな

るところだ

。

そし ても う一つの

になってきた

何が見えるのだろう

、

@ いたみは

!伝 えよう!伊丹のステキ

工房

伊丹 をた て・ よ こ・ななめ・ おも て・う

ら

集めよう

今 年のまち

。

してみたい 、ま ちづくりに輿

しています

集し 、新 しい情報発信を訳みる講座です

伊丹が好き、情報発信

をお待ち

味がある、新しい友達がほしい

そんな方々

. 情

。

、

井

上

はね ' こ
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.
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.
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商工プラザ 2 階多目的ホール

o6

方法の冒険
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商工プラザ 2 階多目的ホール

。

アミ編集学校という学校を作り、小人数ですが、

第 2 章伊舟たて・よこ・ななめ

ブロの編集者を育てている。生徒の中には、むしろ
編集者以外で有名になってしまった人がいる。その

ブロードバンド時代の情報発信

一人に作家の谷崎光さんがいる。
アミ編集者学校のページで、彼女のインタビュー

講師・井上はねこ

が読める。
h抗p:/ /
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i
.
p
/
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i
/
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t
/
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/
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o
.
1
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フリー編集者
まち工房@いたみ

o
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u
r
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k
o
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e
.
h
t
m
l
ほかに、アフガ二スタンでペシャワール会の井戸

2001

掘り隊の責任者として活動している蓮岡修氏などが

平成 1 3 年 1 0 月 26 日

いる。

商工プラザ多目的ホール

最初は書籍の編集。仕事を始めたころはまだのん
びりしていだ。企画が決まれば著者に交渉にいく。

フリーになってからは、企画・ライター・行政関連
の仕事(編集講座、講演、企画編集など〉、震災以降

はインターネットを手がける。
さて、今日の講座は、企画会議を開くためのブレ

ーンストーミンクの日と位置付けてもらいだい。い
ろんな意見を出し合って情報発信の方法を探っても

らうため、太枠と道筋をレジュメに示した。

多様化するメディア、何を選ぶか
-企画のニつの側面

a. メディア〈媒体)を運ぶ

どんどん新しい媒体が出てくる。こういう時代に、

かえって思いきりアナログなものを出すという方法
ちある。今、

USJ のおかげで太阪へやってくる高

校生の修学旅行生が増えているが、遠方から来た男

女高校生に、

USJ 以外で絶対見たいところはどこ

か、と尋ねたら。どこが一番人気だったと思います
か?

答えはなんと。道頓堀のグリコのおじさん。

それだけを見にやってくる。最新の通信媒体から、
地べたメディアまで、何でも視野にいれておきたい。

。印刷媒体=ミ二コミ、タウン誌、情報誌、書籍、

e
t
c
.
紙メディア。これが一番多い。けれども最近はか
の「谷根干」でさえ売れ行き鈍化。 18 年前だから、
あれだけ成功したと言える。「谷根干」ち現在はサー

J~ ーを持ち、ホ-1::.ページを聞いている。

FhJV

門，a

。放送媒体=

コミュ二ティラジオ、ケーブルテ

ているようなものだから、空き巣狙いの標的にされ

レビ、 etc.

る危険が生する。というので、自転車屋とか八百匡、

放送。一兆円や二兆円では放送局は作れない。コ

魚屋などを「子どち 110 醤の家」にするように変

ミュ二ティラジオなど、双方向情報発信に使われる。

えた。

ケーブルテレビ。 17、 8 年前、京都の洛西ニュー

旗がメディアである。このやり方は大阪では通用

タウンにあった CA1Vで最ち視聴率の高かつだの
は、保育園と泊稚園の日常を撮影したちの。

しない。町の規模に合わせたいい方法と言える。

1 日何

度ち再放送されだので、帰宅遅い父親にち圏での子

伊丹の特徴は「中途半蝿」ということらしいが、

どちの梅子を男せることができる。使いようではパ

これを別の形にして、第三の価値観をちだせるよう

力にできない。

に考える。

今、電車に乗ると、ユニク口が英国進出記意とか
。通信雄体=ホームページ、メールマガジン CH

で、車イスに乗つだホーキンス槽士に 980 円のフ

ソコン用、携帯電話用〉、 etc.

リースを着せた広告を展開している。商売が二極分

アメリ力の保育所では、親がインターネットで常

化している。ユニクロが好調な一方で、ブランドち

時子どもの梅子が男られるサービスを行っている。

のも売れている。海外ブランドを追うお嬢さんだち

だだし個人の HP で自分の子どもの情報をさらすべ

が、今は海外へ行くのは怖いのでパリやニューヨー

きではない。子どもを誘拐してくれ、と言っている

クには行かずに、銀座やI[)I斎橋の海外ブランドショ

ようなものだから。情報公開はセキュリティを厳重

ップで買い物をしている。

にすることが前揮である。

中途半端なものは要らない。スーパーが落ち込ん

でいる。人々が金を出してでも高いものを買う風潮。
HP は、定期的に更新する必要がある。たとえ 1

ところがスーパーと並んで負け組に属していだはず
の百貨店が、第 3 の価値観、勢力となって健闘して

ヶ月に 1 度でち、きちんと更新すること。

(伊丹まち工房の HP が更新されてないことをチラ

いる。その理由を考えてみてはどうだろう。

ッと指摘されました〉

建物。重要文化財である旧岡田家ちメッセージを

メールマガジン。例の小泉首相のちのは、最近全

帯びだ建物であると言える。

然読まなくなつだ。近鉄百貨店からのものは、最初
に「井上はねこ樟」とあて先の名前が示され、ちょ

豊中の料理研究家の女性は、生徒さんに Sick

っと人間味のある書き出しで始まる。最初の 3 行に

house 症候群の話を聞いだのをきっかけに、新建材

工夫されている。この 3 行で読んでもらえるかどう

を使わす、富山県の古い民家を解体・移築しだ。」

かが決まる。

の家そのちのが情報を発信している。

@町媒体=パネル、看板、市民活動ネットワーク、

お店を作る。お店には、商昂・情報・ディス力ツ

ションがある。人が集まる蝿所。 24 時間 X365

広告、建築、店、商品開発、 etc.

町そのちのが媒体となるケース。グリコのおじさ

日ではなく、毎週伺曜日の何時からだけ、その揚所

んの人気に便乗して、サントリーが「醤J の看板を

が異空間になるというあり方ち可。

向かい側に出しだなんてケースちありますが。市民

先生自身、飲み屋が好きである。アルバイトち、

飲み屋・水商売ばかり 10 年の経験がある。飲み屋

活動のネットワークを町の中にどう表現するか。

が楽しくでしょうがない。初めて行ったところは、

大阪府南部のある市では、子どち会や PTA など
子ども関係の活動に携わっている家に「子どち 110

赤ちょうちん。気の強いおかみさんがいて、お客さ

番の旗」を掲げていだ。家人が留守の時は旗を外し

んの「屈折した」オッちゃんたちを小気味よくあし

ておくのだが、すると、家が留守であることを教え

りつ。

Fhd

口O

飲み屋をインターネット上に作った。ご厚知 HP

b.i育報発信のく目的〉を共有する

「うさぎや」である。コンセプトにはす・いぶん悩ん
だ。単なる自己 PR に終わらせだくなかったし、ヘ

。伺を発信するのか=テーマ

タなものを作ると本業にち支障が出かねないので、

@いつ発信するのか=時事性、頻度(週刊、月刊、
季刊など〉

じっくりと考えた。

飲み屋であるから、シラフではできないような話

0 誰に発信するのか=読者対象(地域、性、年齢、

ちあり。さて、飲み屋では、きれいなお姉さんだけ

価値観・・・)

が求められているわけではない。男の人は、飲み屋

O なぜ発信するのか二発行のねらい、目的

にお説教されにちゃってくる。「あーあ。今日ち怒ら

。いくらかけるのか二予算(人件費、取材費、発

れた」と言いながら、なんとなくすっきりして帰っ

行費・・・〉

ていく。イライラを家に持って帰らないためには、

。どう発信するのか=メディア〈媒体)を選 fS\

そんな揚所があっても良い。いいたいことをズケズ
企画書を作るところまで行きだい。必ず企画書を

ケ言い合う揚所としての飲み屋の存在意義。

作ってほしい。みんなで話し合いをして、「そやそや」
3 ヶ月ぷんの原稿を先に

とうなすいていてち、「そや」の申身は個々でみんな

作って用意した。男るほうの立蝿なら、約束通りに

違う。必ず文章にして確認する必要がある。やって

必ず更新されてなければイヤである。オープンして

いるうちに内容がズレて来た時に、書いたものをも

みたら、これが結果的には良かった。見ず知らずの

とに基本に戻ることができる。また外に対して働き

人から、本当にたくさんメールが来る。

かけるときに、自分だちの惇在証明の役割を果たす。

HP 立ち上げの時には、

H P r うさぎや」には外国のお客が多い。だとえ
ば、パプアニューギ二?に青年海外協力隊で行った

情報発信の目的を明らかにすること。伺を、なぜ

橋本さん。インターネットでうさぎやの客になった。

発信するのか。タイミングが大切。人より一歩先は

現地で地震と津波が起こり、大惨事となり、協力隊

ダメ。半歩先でないと成功しない。井上先生は先走

員は 24 時間体制で救援活動を行った。うさぎやで

り人問。女性起業家の本を昔出したが、今出レだな

は募金力ンパをつのり、

らもっと売れただろう。

120 万円ほど集まった。

1970 年代、「アンアンごっこ」をやった経験が

そのお金で、職業学校が建つ。
h社p:j /
www.osk.3web.ne
j
.
p;‑haneko/toukou

ある。当時はアバンギャルドで力ッコ良かった。町

991011.html :t:t学絞

中で自分が見つけた面白いものがいつアンアンに載

http://www.h3.dio
n
.ne
j
.
p;‑haneko‑i

るか、編集者と私ではどっちが先にそれを見つけだ

〈下は、現在のホームページ、うさぎやピルヂング〉

かを、勝手に競っていた。

半歩先がいつになるのか、自分一人ではなかなか
商昂開発

わからないちのである。だから大企業では、マーケ

具体的なモノを売る。モノにメッセー

ジがこめられる。

ットリサーチをして半歩先をつかむ。今、半歩先は

備長炭。まだブームが起きる前、雑誌の取材で紀

どこか。それをしっかりつかむこと。

州の南部(みなベ〉に行った。冷蔵庫の脱臭や洗濯

発信の頻度。決めたら守ること。 HP の更新でも

に使っている。備長炭と天塩で洗濯して汚れが落ち

そうだが、きちんと更新するならそれがたとえ一ヶ

るかどうか、科学的な根拠は明らかにされていない

月に一度でも待てる。

が、仕上がりは上々。すすぎが一回ですむ上、柔軟
剤がいらない。自然を守ることにもつながる。村お

発信の苅象を明らかにすること。伊丹市民でも新

こしにも役立つ。商昂自体がメディアであり、メッ

しい人と古い人がいる。対象を明確にしておくこと

セージである。

により、対象外の 1 人からの利用価値・需要ち見込

r同d

nud

める。

ぴあ。エルマガジン。関西ウォー力一。関西 1 週
間。四誌のうち、井上先生はぴあを選ぶ。どの雑誌
も井上先生を苅象にしているわけではないが、ウォ
ー力ーや 1 週間は、「情報を選びきれない J r仲間外
れになりたくないJ 若い世代をターゲットにしてい

るが、ぴあは編集部で情報を取捨選択せす、情報す
べて提供するので、読者が自分の包みや判断で主体

的に選択できる。

対象が明確であるからこそ、そこに普遍性が生ま
れ、対象外の人にち利用価値が生する。

具体的な読書館をつくり、その人に向けたものを

発信する。「主婦の友」がリニューアルしだ。編集長
は男性。スタッフは家事をしない若い男性/女性が

多い。編集方針をどうまとめるか。クレヨンしんち

ゃんのママ「みさえJ を象徴的な読者とした。「みさ
え」という具体的な読者のイメージを鮮烈にスタッ

フに値え付けた。みさえが読むのなら、どんなもの
を書くべきか。ぞれを意頭において作る。

予算をどう考えるか。場合によっては持ち出しも

ありうる。井上先生がかなりの時閣を割いて HP を
更新し続けるのは収入のだめではなく、お金では得

られない楽しみ・価値を得るためであり、現実に+
分に満足を得ている。予算ちしっかり考えること。
無理をすると続かない。

編集という仕事の涜れ

a.ブレーンヌトーミジグ=企画案を話し合う
b情報収集、先行メディアの調査研究、予備取材
c.企画をまとめる〈企画曹を作成する)

=文事表

現や内容に閲する基準をつくる

次回、まちへ出られる時には、今日の話をもとに、

予備取材を行ってほしい。
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第3章

どうする伊丹

のまんなか

-伊丹郷町の歴史と文化

講師・安達文昭
・伊丹/中山市街地の変遷
講師・安達文昭

・伊丹郷町の今日を感じる

ビタミンブック編集委員会
.伊丹郷町の明日を考える

ビタミンブック編集委員会
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シティテラス

オープン初日から大勢の人でにぎわったダイヤモンド

JR 伊丹駅東の伊丹市天樟に建設され

見込みは300億円。同センターによると、
たショッピングセンター「ダイヤモンド

午前 10時の開店前に約7500人が列をつく
シティテラス」が 10 日、オープンした。

ったといい、真新しい店内での買い物を

延べ床面積が約 15万2000平方匂と、関西

楽し人ノだ。

【脇田顕辞】
最大級の複合商業施設で、年間売り上げ

HI 斗 (0.11 毎日

伊丹に関西最大級の複合商業施設

、

東洋ゴム工業伊丹工べ
場た。一日時、レストランは午後
跡地(約6万 1000 平 同センターは年中無一日時、ジャスコと映画館
方針)に建てられ4た
階 休。閉店は専門店が午後一は
0時
深。
夜
建てピルにメlンテナン
トのジャスコや約
150
の専門店、8スクリーン
の映画館が入る。
1日から周辺住民やテ
ナントの得意客を対象に
仮営業してきたが、連日
6
7万人の客が入り、

の記者会見で「阪神聞は
人口密度も住民の所得も
高く、マーケットとして
魅力がある。今後新しい
競争が始まっていくが、
この地域で最も支持され
るショッピングセンター
でありたい」と抱負を述

ジャスコを経営する
「イオン」の岡田元也社
長はオープンイベント後

6日にはロ万人が訪れた
という。
この日は、松下勉伊丹
市長らのテlプカットの
後、待ちかねた客が一斉
に店内に入り、お昼時に
はレストランの前に行列
ができた。

7500 人 長島宮@房副

円ノ[】
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ひなびたちのと新しいちのの接点、というか。まあまあ人間ですからね
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伊丹駅と阪急伊丹駅

新旧共存したまち
JR

にはさまれた、旧伊丹郷町

のある伊丹郷町らしさを大

が、桂枝雀ち評価した、情緒

丹市文化財保存協会理事)

定評のある安達文昭さん(伊

て出てくるような語り口で

通史をお願いしています。

に、江戸時代から現代までの

切にしたいちのです。

いいとこ探し講座
そこで、歴史の流れの中で

まちを歩いてみて
歴史の話を闘いたあとは、

4

かなんし、その中間みたいなのが伊丹で、わたしに合ってるような気が

ワークショップを

そして、未来につなげた

い郷町のいいとこを、ワー

クショップで出し合いま
す。

地図の上に写真や意見を

貼り付けながら、参加者の

意見をまとめるワークを計

画しています。

図書にまとめ発表

今回の講座で得られた成

果は、これまでのまちづく

り講座の記録などと一緒に

中山になり、伊丹学の発展のために活動している市民団体です。

界隈は、俳聖鬼買を育んだ
現在を見すえ未来を考える、

歴史的町並みや酒蔵が残
といえば少し大げさですが、

実際にまちを歩いて自分た

り、商業業務施設や文化施

伊丹郷町のいいとこ探しの

設とほどよく調和した伊丹
の中山地です。

講座を組みました。
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央 h一

市阻

丹白
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参加希望者は、お名前・ご住所・電話番号をお知らせください。

2 軸といわれる中山市街

11 月 16 日の懇親会は自由参加です。

極

懇親会参加費

住所

荒木まで

クロスロード・カフ工

2 月に

申込み・連絡

図書にまとめ、来年

参加者のみ別途徴収します。

編集をお手伝いいただけ

資料代・会場代等に使います。

伊丹まちづくり会議とは、伊丹市主催の旧「伊丹学講座」の卒業生が

本講座は、伊丹まちづくり会議が主催しています。

は発表する予定です。

講座当日に徴収します。

ちの目で耳で、伊丹郷町や

2002.11.
21 (木) 19:00~21 :00

る方ち歓迎します。

10αコ円(全 4 回分)

地を感じだいと思います。

講座参加費

まち歩きのあとは、懇親会

「伊丹郷町の明日を考える」

をお楽しみに。

まち歩き後に懇親会(自由参加)予定

枝雀の愛したまち

「伊丹郷町の今日を感じる」

emale

0727‑77‑1369

電話

14:oo~17:oo

2002.11.16 (土)

:00
19 ・ 00~21

2002.
11.
7(木)

雨天決行
伊丹郷町~中山市街地を歩く

江戸から現代まで

講師安達文昭

隣接してダイヤモンド・

講師安達文昭

講師には、ほこりを被った

「戦前戦後~現代の都市づくり」

シティが生まれ、地区は今、

「江戸時代、まちの歴史と文化」

古文書の中から歴史が歩い

ワークショップで話し合い

•
•

5 階会議室 3
いたみホール

5 階会議室 3
いたみホール

5 階会議室 3
いたみホール

:00
19 ・ 00~21

2002.10.31 (木)

桂枝雀 (new あんぐる昭和 62 年)
しますなあ。

大きな刺激を受けています

講座プログラム

•

講座参加者募集

E圃ヨ
F ・E

あんまり新しいちのばかりでちかなんし、あんまり古いちんばかりでち

伊丹まちづくり会議

第3章

21 世紀を迎えた昨年の夏、伊丹の中山市街地に

どうする伊丹のまんなか

位置する旧伊丹郷町では、旧岡田家住宅〈国指定重
要文化財〉や旧石橋家住宅(県指定文化財〉が復元

伊丹郷町の歴史と文化

され、「伊丹郷町館」としてオープンしましだ。それ
らは、既寄の柿衛文庫、美術館、工芸センターとと

一戦国城下町から酒造の町ヘー

もに、一大文化ゾーン〈みやのまえ文化の郷〉を形

講師:安達文昭

伊丹市文化財保容協会理事
まち工房@いだみ

2002

平成 1 4 年 10 月 31 日

いたみホール会議室

成しています。
その旧伊丹郷町には、いったい、どんな歴史があ
るのでしょうか。

その昔、戦国時代の有岡域の城下町だった場所が、

イコール江戸時代の伊丹郷町ということになるわけ
ですが、本日は、現在の伊丹市の“原点"ともいう
べきこの地援に照準を合わ世、その歴史と文化にス

ポットを当ててみたいと思います。

【伊丹城→有岡械の城下町】

伊丹郷町の歴史は今から 700 年前、鎌倉時代に
舗を発します。つまり、嘉元元年 (1303) の文献
史料(多田神社の宝物館にあります〉に「描津圏伊

丹村」と記されており、それが「伊丹」という地名
の初見だということです。
そのころすでに、猪名川を見下ろす段Eの上には

伊丹城があって、伊丹氏の館町が形成されていたも
のと思われます。伊丹城は、たび重なる戦乱のなか
で難攻不落を誇り、 250 年以上も続いていました。

ところが、戦国の風雲に乗って、荒木村重 (1535

"-'1586) が突如として頭角を現してまいります。
村重はもと池田城の家臣でしたが、まさに時は下克
上の時代。減主の池田勝正を訂倒し、さらに矛先を
伊丹に向けて伊丹親興を倒し、天正 2 年 (1574) 、

伊丹誠ヘ入城。もともとの古い地名としてあった「有
明ヶ岡」の字を取って城の名称を「有岡城」と改め、
村重は信長配下の慎津守として君臨します。

摂津といえば、東は大山崎にて山城国と境を接し、
西は須磨・明石付近にまで及んで播磨国と境を接し、

北は三回付近にて丹波国と境を接し、南は堺あだり
にまで及んで和泉国と接する。非常に広大な領土で
す。しかも、その領土の多くは平野部にあり、交通・
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文化・経済の面からもまさに要衝の地。これを信長

を浴び、国の史跡に指定されます。けれど、“総構え"

から与えられることになります。

のお城の内部がどうなっていたのか、ということな

ども史料がなくて、さっぱりわからないわけです。

ちょっと前まで池田械の家臣に過ぎなかった者が、
まさにトントン拍子の出世をとげて、なんと摂津 3
7 万 5 干石の城主になるわけです。ついでに言えば、

そんな中で「械と町との間に侍町あり。これをば

このころ羽柴秀吉は長浜城にて 1 2 万石の城主。明

火を懸け、はだか城になされたり」と、『信長公記』

智光秀は坂本城にて、まだ 5 万石の城主に過ぎない。

という文献に記述があります。これでいけば、本丸

それらと比べて、全くケタ遣い、阪群の大阪擢を受

の西に家臣らの住むサムライ町があったと推定され

けて、柑重は織田軍団の幕僚として絶頂期を迎えま

ます。そして、その西側(現在の産業道路付近〉は

す。

町人たちの暮らす城下町だったようです。つまり、

土塁と掘で固まれた“域内"に城下町があるという、
さて、その荒木柑重が旧来の伊丹械をモデルチ工

きわめて特異な城構えだったことになります。

ンジして拡張・強化した育岡城は、今は JR の線路

によって城跡の東半分が切り崩されてしまってます

しかし、柑重の謀反が発舗となり、有岡城は天正

が、昔は東まで大きく張り出していたわけで、その

7 年 (1579) に港減してしまいました。そして、

張り出した崖の上を本丸とし、町全体を城塞化した

その戦国城下町の跡地〈“総構え"の領既〉が、のち

史上初めての“総構え"のお城でありました。その

に酒造の町として発展する伊丹郷町ということにな

領鼠は、地図で示したように、北は猪名野神社(宮

るわけです。

ノ前 3 丁目〉から南は輔窟(伊丹 7 丁目〉まで。北

けれど、その前に、この謀反、信長に叛旗を翻し

と南にそれぞれ砦を築き、町全体を土塁と堀で取り

たということですが、これについてちいろいろと謎

囲んでいたようでした。つまり、淡路島の形状に似

に包まれております。たとえば、明智光秀が信長に、

た南北 1.5 キロに及ぶ高台が、そっくりそのまま有

柑重についてあることないこと密告したというよう

岡城の“域内"だったということです。

な説もあるのです。信用を失った村重が謀反を起こ

さねばならないような立場に遣い込まれたというよ
うな。ところが、実は村重の嫡男の正室は、光秀の

けれども伊丹に古くからあるお城の跡が、そうし

た全国で初めての“総構え"の城であったことは、

娘でもあるのです。光秀の娘といえば、有名な細川

近年までわかっていなかったのです。あたかも柑重

ガラシャ夫人がおり、たぶんその姉にあたる女性で

が突如、歴史上に現れだように、有岡城の存在は近

しょうが、ともかく政略結婚にせよ、柑重と光秀は

年になって突如として我々の前に現れたのです。そ

姻戚関係を結んでいるのです。また、石山本願寺を

れまで、我/マは子供のころから伺となく「伊丹域」

めぐっての、毛利輝元と信長との確執もあります。

として聞かされてきたけれども、それが正確にどこ

その中で、村重の部下が本願寺に兵糧米を融通した

までがお城の範囲であったのか、発掘調査の前まで

とかいう話が伝わっていて、いったいどういう状況

はさっぱりわからなかったのです。

であったのか、想慢をめぐらせば興味津尽でありま
す。

今日のレジュメに、昭和 51 年 (1976) に有岡
城の本丸跡から出土した石垣の写真を載せています。

よくテレビドラマなどでは、信長は他の俳寝に比

この石垣 Id:戦国時代最古のものであることがわかっ

べて貫禄十分に描かれますが、実際、村重が信長に

たのですが、すっと土中に埋もれていて、この状態

仕えたとき、柑重は 39 歳。信長は 40 歳。秀吉は

で発掘されだわけです。そのころの発掘調査から、

38 歳で、ほぽ周年代です。一方、光秀はこのとき

もう四半世紀が経ちますが、この石垣発見の翌年に

46 歳。他の若い武将に対して、年齢的に熊りがあ

は庭園跡の遺構が見つかって、有岡蹴跡は一躍注目

ったかも知れません。外慌の村重ごときが急に重用

ρnu

phd

されたのが、光秀は面白くなかっだかも知れません。
そんなことも想像できます。

【日本一の酒造産業都市】

ともかく、村重は敗れ、有岡城の歴史はたったの
足掛け 6 年で幕を閉じてしまいます。

さて、伊丹は清酒発祥の地であります。慶長 5 年

(1600) 、伊丹の北郷・鴻池柑で初めて清酒が開発
さて、その有岡城の城跡は、奇しくも落城から満

され、同じころ伊丹郷町の小西家 (r 白雪」醸造元〉

400 年後の昭和 54 年 (1979) 、国の史跡に指定

ち清酒の醸造を開始します。それまでのお酒は、清

されました。伊丹の誇るかけがえのない歴史遺産と

酒ではなく、濁り酒だつだわけです。小西酒造は創

いえましょう。しかも、珍しいことに、史跡に指定

業 450 年。天文 1 9 年 (1550) の創業ですから、

されたのは、現 JR 伊丹駅前の本丸跡と、当時の出

まだ有岡城もできていない時代、伊丹城の時代です。

城であった現在の猪名野神社の全既と、それから城

小西家は薬種商との兼業で、濁り酒をつくっていま

の外郭線でした。西側の外郭線にあたる外堀の跡、

しだが、今から 400 年ほど前に、清酒の醸造に乗

現在の道路および水路が指定されるという、「点と

り出したようです。

線」による指定となりました。“総構え"のお城とい

うことで、史跡指定のされ方ち、とても珍しいパタ
ーンのものとなりました。

ところで、鴻池柑で清酒をつくった人物ですが、
戦国武将であった山中鹿之介の次男であると、伝わ

っております。この山中鹿之介の次男が戦場から逃
有岡城の本丸跡は、明治中期に鉄道が開通したと

れてきて隠れ住んだのが伊丹の鴻池柑。山中新六と、

き、崖を切り崩されて、東半分が姿を消してしまい

姿も名前ち変えて、清酒の開発に励み、最初、馬の

ました。このときに崩されなかった部分で、本丸の

背中にお酒を二樽くくりつけて江戸ヘ売りに行った

西北隅には今ち往時の土塁が残っており、昭和 51

といわれています。後々名をはせる「江戸下り酒」

年に発掘された古い石垣ち保害されています。また、

の最初です。山中新六は鴻池で酒造業を興して財を

出城のあった猪名野神社の境内にも、高さ 3m"'4

なしたので、後に鴻池新六と名乗り、有名な鴻池財

m の土塁が神社境内の西から北へかけて、

100m

閥の始祖となった人物です。三和銀行のルーツをた

以上にもわたって残っています。そこには少し前ま

どるとこの人物に行き当たります。東大阪市に鴻池

で、素掘りの堀の跡がそのまま残っていたほどで、

新田という所がありますが、そこもゆかりの地で、

十分に外堀の名残がうかがえました。

鴻 j也家の新回会所跡は園の史跡に指定されています。

皆さんの中に北中学校出身の方はおられますか。

[A 氏手を上げる〕

寛文元年 (166 1)、伊丹郷町は近衛家の領有地と
なり、領主の庇護のもと、酒づくりにますます拍車

今は北中学校の揚所は清水 4 丁目という地名になっ

がかかるようになりました。『伊丹市史 Jl によると、

ていますが、その昔「堀越」という地名で昭ばれた

寛文 6 年に 36 軒であった伊丹の造り酒屋は、正徳

のはご醇知でしょうか・・・ご杏知ない?

5 年 (1715) には 72 軒と倍増。メー力ーである

「堀越」というのは「堀を越えた所」という意味で

酒屋の敏が倍増する問、酒蔵の敏はそれ以上に増え

しょう。この神社に砦があったころ、そこに外郭の

たと催測できます。今の産業道路の界隈に酒蔵がズ

堀が寄在したことをうかがわせて、貴重な歴史地名

ラッと建ち並んでいたといわれています。

と思います。しかし、今から 24 、

5 年前、住居表

示法によって「小字(こあざ )J の地名がことごとく

伊丹郷町は近衛家の領有地ではありますが、当時

消え失せてしまったのは、非常に残意でなりません。

の造り酒屋のE 那衆 24 人が選ばれて、「惣宿老」と
して町政を運営したという記録があります。つまり、

産業自治都市がここにできていたことになります。
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有岡城の本丸跡から出土した戦国時代最古の石垣
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近衛家のお役所ちもちろんありましだが、そこが全

ミノサケケサノミタイ」の回文が生まれるほどのフ

てを取り仕切るわけではなく、地元の旦郡衆が町政

ィーパーぶりだっだといわれます。

を運営していたとすれば、これは特筆すべきことで

以上のように、伊丹は日本一の銘醸地として一世

す。ちなみに、亨和元年 (180 1)の史料では、伊

を風蹄しましたが、残意ながら江戸時代の後期ごろ

丹郷町の世帯叡は 2167 軒。人口は 8237 人と

からは灘の酒に押されて、衰退を余儀なくされまし

なっています。こんな狭い地慢ですが、大変な人口

た。サパイパルゲームに勝ち残ったのは、今では小

密集地帯であったわけです。

西酒造だけになっています。

郷町という言葉ですが、これは地方の商工業都市

では、なぜ、混の酒造業は大きく躍進したのでし

といったような意昧でしょうか。今の伊丹市域は水

ょうか。それは、宝麿 4 年 (1754) に悪府から公

団地帯の中に小さな集落が点在している程度だっ疋

達された清酒の「勝手造り令J (自由競争)、海岸べ

のでしょうが、この伊丹郷町だけは圧倒的に人口が

りに位置する灘の立地条件の良さ、天保 1 1 年

集中する「酒造産業都市」でしだ。伊丹の博物館の

(1840) の西宮での「宮水」発見、六甲山系の急

2 階の常設展示掲には、その伊丹郷町の町並みをそ

流を利用しだ水車精米の導入、六甲おろしの寒気を

っくり再現し疋模型があります。ご惇知ない方はぜ

生かしだ「寒造り集中方式」の確立など、灘の酒造

ひ行かれたら良いと思いますが、酒蔵や民家など、

業に野条件が重なつだからだと思います。

当時の撮子をありありとしのぶことができるのは、
太蛮うれしいことです。

それにしても、伊丹郷町は、中世においては館町。
戦国時代においては城下町。そして、江戸時代にお

当時、伊丹郷から江戸へ出荷されだ清酒は、年間

いては酒造産業都市と擢移しました。このようなド

およそ 20 万梅に及びました。最盛期の文化元年

ラマチックともいうべき蛮遭は、社会経済史的にも

(1804) には、 277，704 樽という新記録を達成

きわめてユニークだつだのではないでしょうか。

しています(酒樽は 4 31- =72 リットル入り〉。伊丹

では 1 0 万石くらいがコンスタントな生産高でした

なお、昭和 50 年 (1975) ごろまで、有岡城本

が、その生産量の 80 パーセントを江戸ヘ積み出す

丸跡の北西〈現在の伊丹 1 丁目)に「湊町」という

という、特異な形の“近世江戸積酒造業"であつだ

地名(小字〉がありました。この高台の町に、なん

わけです。これもまたユニークなことであります。

で港やねん、ということになりますが、江戸時代、

伊丹の酒を満タンにしだ酒憎の群れは、ます高瀬

その東側の崖下に伊丹酒を積み出す船着揚があり、

舟で猪名川を下り、尼崎のあたりから樽回船に乗り

「湊町」は酒樽の集歓地だったのであります。実は

換えて、産地直送で海上ルートを江戸へ旅立って行

個人的に、私はこの「湊町」という地名には愛着が

ったのです。酒樽に使われるのは吉野産の杉の木で

ありました。私の先祖は江戸時代には酒樽づくりを

す。お酒が船で江戸へ運ばれる問、憎の中で杉の雷

家業としていたのです。「槽文」という屋号の槽屋だ

がお酒に移り、それが昧わいを深めるという効果も

つだのですが、先祖の作った酒樽ち「凄町」あだり

ありましだ。大量のお酒を運ぶには大量の酒憎が必

にあつだという船着場から江戸へ旅立って行つだの

要です。当時、吉野の山と契約を交わし、現地で杉

だなあと、この地名に関しては自分のルーツに対す

材を婚の半製自に加工して伊丹に運ぶというように、

るノスタルジアがありました。しかし、伊丹の酒造

梅材の調達ち非常にシステム化されだ工程をとり、

史を伝えだその由緒ある地名ち、町名変更のだめ失

清酒の大量輔送を支えていましだ。

われてしまいました。

そのころ、伊丹産の銘酒は「剣菱 J r 白雪J r男山」

一方、宮ノ前 2 丁目に現容している旧岡田家住宅

「老松」などが人気を博し、砲のお江戸では「イタ

(店舗・酒蔵)は、平成 4 年 (1992) 、国の重要文化財
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伊丹の市章の由来

古くから伊丹の中心をなした旧

伊丹郷町は、寛文元年(一六六こ

から明治維新までの 二 百年あまり

の問、五摂家筆頭・近衛家の領有

地であった。

その近衛家の家紋の一つが「合

印紋」だが、昭和十五年ご九四

O) 、伊丹に市制がしかれたとき、

とくに同家の許可を得て、ゆかり

の深いこの「合印紋」が市章とし

て制定された。

phv

nud

に指定されました。伊丹の酒づくりの歴史を生々し

ただよつだのだろうと思います。酒蔵の中を酒造職

く伝える、かけがえのない文化遺産といえましょう。

人だちがせわしく行き交い、ときには「酒造り唄」

旧岡田家住宅の店舗は延宝 2 年 (1674) に建てられ

ち聞こえたことでしょう。この一枚の古い給図には、

たちので、築 320 年を越えています。町屋の建物

興亡の戦国ロマンと江戸時代の賑わいが凝縮されて

としては兵庫県内で最古。全国的にち、酒蔵と一体

いるような気がいたします。

化した構えを残している点で、きわめて貴重だとい

そろそろ時聞がきたようですが、量後にちう一つ

われています。

だけ触れておきましょう。伊丹の市章の由来につい
次に、資料として付けている『寛文 9 年 (1669)

て、レジュメに掲げましたが、古くから伊丹の中山

伊丹郷町給図』を男ておきましょうか。この給図は

をなしだ旧伊丹郷町は、寛文元年 (1661) から明

伊丹市の文化財に指定されているのです。寛文 9 年

治維新までの 200 年あまりの閥、五摂家筆頭・近

といえば、ちょうど伊丹郷町が近衛家の領有地とな

衛家の領有地でしだ。その近衛家の家絞の一つが「合

っ疋ころで、荒木村重の有岡城が落城してから 90

団紋」ですが、昭和 1 5 年 (1940) 、伊丹に市制が

年後に当だります。当時、このように町づくりが進

しかれだとき、とくに同家の許可を得て、ゆかりの

んでいた嶺子がよくわかります。

深いこの「合印紋」力市章として制定されだのです。

給図は上が北です。北の方に猫かれている森が猪
名野神社で、そこから南へ延びている道は、現在の

今もこの市章が、伊丹の由緒ある歴史の一端を物語
っていると思います。

宮ノ前通りです。一つへだてた東が産業道路。その
下に四角 ζ 固まれている揚所は有岡城の城跡ですが、

そこに「本丸」と書き込まれだ文字が見えます。本
丸の東の崖下には外堀があり、それがぐるりと伊丹
郷町の外側を一巡しているのです。また、町の西側

には、土霊の高まりも錨かれています。これは、有
岡城が“総構え"だつだことを物語る、貴重な古給

図だと思います。

余談ですが、「本町通り」と睡ばれていた産業道路
は、昭和 8 年 (1933) まで、給図のように「北ノ口」

で行き止まりでした。南側ち行き止まりで、そこか
ら南へ行こうと思えば、一つ東にずれて、「大振道」

の旧街道しかなかっ疋のです。
なお、この給図のころは、伊丹生まれの俳人・上
島鬼貫 (1661 '"'-'1738) の生きだ時代でしだ。鬼買

の旬に、「古城や茨くろなる

きりきりす」という

のがあります。この旬を彫り刻んだ句碑力T現在、

J

R 伊丹駅前にある荒柑寺の境内に建てられているの
ですが、鬼賓がこの俳句を詠んだころには、有岡減
跡は「古城」となり、人尽に忘れられ、打ち信てら

れていたのでしょう。
それに引きかえ、伊丹郷町の中山部は大いに活気

づき、建ち並ぶ酒蔵から芳醇霞郁たる銘酒の香りが

一 7
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第 3章

ます最初に、お手元の資料にある「昭和 31 年当

どうする伊丹のまんなか

時の中央地区」の航空写真をごらんください 。 今か
ら 46 年前の写真ですが、昔の市役所とか、そのこ

《伊丹》中山市街地の変遷

ろの公共の建物の位置関係をつかんでおいていただ
きたいと思います。

一明治・大正から昭和・平成ヘー

ます左上の伊丹小学授の隣仁、「東中学校跡」とい

講師:安達文昭

うのがありますが、これが今、私たちのいるいたみ

ホールの位置になります。わすかな期間ですが、昭

伊丹市文化財保存協会理事
まち工房@いたみ

和 20 年代には、ここに東中学枝がありましだ 。 東

2002

平成 1 4 年 1 1 月 7 日

いたみホール会議室

中学較は昭和 30 年ごろには、現在の揚所(高台 2 丁

目)ヘ移転いだしました 。 次に、産業道路はすいぶん

と狭いです。「酒蔵」と書いて、たくさん矢印が引か
れていますね。 現在の、小西酒造の「長考蔵」ちこ

のうちの一つですが、当時はもっとちっと、だくさ
ん酒蔵がありました。「郡役所跡」と記しだところに
は、後から申しますとおり、川辺郡の郡役所があり
ました。現在はそこに小西酒造の本社ピルが建って

おります。

市役所はこの揚所に、昭和 47 年までありましだ 。

「警察」と書いてある所とこの市役所の間あたりに、
現在、伊丹シティホテルが建っているわけです。 阪
急伊丹駅は、伊丹線をまっすぐ北上したところにあ

りました。現在のみなと銀行。この 8 月までローズ・
グリーツ劇場のあった建物の揚所に、かつては阪急

伊丹駅がありました。今の阪急伊丹駅が建つ前の、
市民グラウッドにはパックネット付の野球場があり、
小さな木造の観覧席もありました。

申 I~\市街地には、

46 年前でもやはり人家がかな

り建てこんでいるのがわかります。 ただ、西台地区
や南本町・平松あたりには、当時はまだ田ん|まや畑

がありました。

次に、その下の写真をごらんください。「昭和 40

年ごろの中央商店街J。

旧市役所前の大通りです。 正面の建物が当時の伊丹
市役所です。 ちなみに、私は昭和 1 0 年生まれです

が、この市役所のすぐ近くで生まれ育ちました。私
にとっては懐かしい揚面です。
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昭和 31 年当時の中央地区
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伊丹市役所の跡地には、現在、 7 階建てのネオ伊

などもみんな川辺郡でしだ。明治 1 1 年に郡制がし

丹ピルが建っています。 30 年前に、市役所は現在

かれ、郡役所には絶大な権限を持つ E 官吏の郡長が

の干僧 1 丁目ヘ移転しましだ。阪急伊丹駅はそれよ

いましだ。当時の川辺郡の領域は、今の尼崎市の大

り少し前に、市民クラウンドの位置に移転していま

部分と、伊丹市の全域と、宝塚市の大部分。それか

す。

ら川西市と猪名川町の全域をきみます。

さて、今回は、どうしても断片的な話になります

「川辺」の名が物語るように、猪名川の川べりの

が、中山市街地である旧伊丹郷町とその周辺地鼠の

部分の、主に西側が川辺郡でした。この領燭の中に

移り変わりについて、時系列的に検証してみたいと

は、尼崎町ち 2 まれていだのに、郡役所は伊丹町に

思います。

設置されだのです。川辺郡全体の中山に伊丹が近い、
という地理的な要因もあったでしょうが、後で申し
ますように、中学校や女学校なども、よそに先駆け

【戦前】・・・明治・大正~昭和 20 年

て伊丹に設置されたことなども合わせて考えますと、
伊丹が古くからずっと栄えてきた町揚であつだから
だと思います。

戦国城下町から酒造の町へと発展した旧伊丹郷町
には、江戸時代以降ち、ゆっくりと“時"が流れま

した。町は昔のままの雰囲気を残していたようで、

ところで、今日ここに持ってきましたが、こんな

鉄道の開通、学校の創立、町制=今市制の施行などが、

写真集がこの 3 月(平成 14 年)に出版されましだ。
『宝塚・伊丹・川西・猪名川の 100 年』というタ

この時代の主な動きでした。

イトルがついており、明治・大正・昭和、激動の一

世紀が今よみがえるーというのが副題です。まさに

以下、年表形式で、中山市街地とその周辺の主な

この地区がかつての川辺郡で、 3 市 1 町の合併を視

出来事を列挙しておきます。

野に入れだ企画でしょうか。
明治 6 年 (1873)

伊丹小学枝が創立(中央 3 丁
共同執筆ということで、私ち参画しております。

目=旧伊丹市役所の場所)

この本には伊丹の写真が 100 枚ほど掲載されてい
ます。編集委員としては、伊丹市からは私だけで、

伊丹小学校は、来年(平成 1 5 年)で創立 1 30 周

年を迎えます。定だし、当初は今の蝿所でなく、ち

伊丹の写真のぶんは、すべて私が説明文を書きまし

との市役所の場所にありましだ。伊丹ではいちばん

だ。

古い伝統枝です。このあと、明治 8 年に、稲野小学

校と神津小学校がそれぞれ閑枝します。戦前は、伊

この写真集には、明治 41 年に伊丹の東野村から

丹市場には伊丹・稲野・神津の 3 つの小学絞レかな

アメリ力へ苗木が輔出される蝿面(育名な「ワシント

かったのです。

ンの桜」は東野産)、昭和 8 年の伊丹町役場(中央 3
丁目)、昭和 1 6 年に近衛文麿首相(江戸時代に伊丹

明治 1 1 年 (1878)

川辺郡役所が開設(郡制施

郷町の領主だった近衛家の当主)が伊丹を来訪され

行く大正 1 2 年まで〉、中央 3 丁目=現在の小西酒造

た揚面、昭和 22 年にアメリ力軍が撮影しだという

本社の場所)

在りし日の毘陽池と干僧今池の航空写真など、昔の
珍しい写真がたくさん載せられています。歴史の記

録写真としても、きわめて貴重だと思います。

さて川辺郡といいますと、現在は猪名川町だけで
す。けれどち、かつてはいくつもの町柑がまとまっ
て一つの郡を形成していたわけで、伊丹町や稲野村

さて、本題に戻りましょう。資料の年表をごらん

門，a

nhu

昭和 40 年ごろの中央商店街
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とも坂の上で行き止まりでした。その状態が昭和の

ください。

初期まで続いていだようです。それがようやくこの
明治 22 年 (1889)

年に解消され、南や北へつながったわけです。

伊丹町力旬制を施行

それまでち伊丹町と昭ばれていましたが、この年、

昭和 14 年 (1939)

法令で正式に町制がしかれ、大鹿・北村・天津・北

伊丹飛行揚が神津村に開港、

さらに拡張へ

淘原の 4 ヶ柑が伊丹町に統合されます。
昭和 1 5 年 (1940)
明治 26 年 (1893)

伊丹市が市制を施行(伊丹

町と稲野村が合併)、伊丹市の人口が 33 ， 579 人

尼崎ー伊丹ー池田聞に鉄道

が開通、伊丹駅開設(現 J R)

となる

この 2 年前に、ます川辺馬車鉄道が開通していま

昭和 1 8 年 (1943)

阪急伊丹線の複線化が完成

昭和 20 年 (1945)

開港直後から軍用空港とな

す。蒸気機関車の走る鉄道は、このあと宝塚まで、
そして福知山まで延長されていきます。

っていだ伊丹飛行場をグラマン 120 機が襲撃 /8
明治 35 年 (H訓02)

県立伊丹中学枝(県立伊丹高

29 ち伊丹上空ヘ飛来

枝の前身)が創立(現在の北中学枝の場所)

さて、昔日の面影を色濃く残した古い町に、市街
県高は今年 100 周年を迎えましだが、創立当時、

地改造の“第一波"が押し寄ぜだのは、今から 57

この近辺には、まるっきり中学枝(旧制)というもの

年前、戦時中(終戦直前)のことでしだ。旧伊丹郷町

がありませんでした。西はすっと神戸中学まで。そ

における変革の歴史は、ます、その忘れられた(知ら

れから東は大阪の北野中学まで。その問、阪神間に

れざる)話から書き起こしていかねばなりません。

中学というちのが全然なかっだのです。ずいぶん遠
くから中学生たちが伊丹へやってきだわけです。

昭和 20 年 (1945) 7 月下旬

伊丹市役所の周辺

で「建物強制疎開」
明治 40 年 (1907ヲ

町立裁縫学校(市立伊丹高

校の前身)が創立(旧伊丹市役所の蝿所)

当時の阪急伊丹駅(中央 4 丁目)一伊丹市役所(同
3 丁目)一国鉄伊丹駅 (J R) を結ぶ道路は、幅 4 メ

大正

9 年 (1920)

阪急伊丹線が神戸線と同時

一トル程度であったでしょうか。その狭い道が一番

に開通、伊丹駅開設(中央 4 丁目=現在のみなと銀

の自販き通りで、古くから“停車場線"と睡ばれて

行の揚所)/伊丹町の人口 9 ， 537 人(第一回国勢

おりましだ。

調査〉

ところが、そこが一気に鉱幅されます。空襲で焼
大正 1 0 年 (1921 )

県立伊丹高等女学枝(県立

け疋わけではない。お上の命令で取り壊されたので

伊丹高枝の前身)が創立(現在の市高の揚所)

す。道ぞいに建ち並んでいた商店や民家(道路の北

側だけ〉がある日、突然、立ち退きとなり、姿を消
昭和

8 年 (1933)

伊丹町役場の庁舎が完成

しましだ。その付近に市役所、警察署、税務署など

(中央 3 丁目)/産業道路が開通。

があっだだめでしょう。取り壊された建物の跡地は、
東西およそ 500 メートル。思いもよらぬ“急造広

前回の講座で述べましだように、江戸時代の古給

揚"の出現でした。道路の幅はこれにより、

図に猫かれていた道(本町通り=産業道路)は、南北

20m くらい、約 4 倍に広がったのです。

16""'
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志のため、最初の航空写真をもう一度ごらんくだ

争終結) )) 伊丹飛行揚が米軍基地(イタミ・工アベー

さい。産業道路は狭いのに、市役所と阪急伊丹駅と

ス)となる/阪急伊丹駅前の“君、造広場"にヤミ市

の聞の道はす・ いぶん広いですね。市役所の西側の交

が出現

差点付近ち、それから南や東へ続く道路ち明らかに
広くなっています。写真は昭和.3 1 年に撮影された

接収されて米軍基地となっだ飛行場ヘ向けて、伊

ものですが、終戦直前(昭和 20 年 7 月下旬)の時

丹の市街地を横切る「飛行場線」を、西からアメリ

点で、ちうこの広さとなっていたわけです。

力兵の乗ったジープや大型の幌っきトラックが何台
ち何台ち連なって、真昼間から憧尽とライトを照ら
してやってくる、そんな異憶な光崇を覚えておりま

伊丹だけでなく、全国の都市部で突如断行されだ

「建物強制疎開」という名の“建物つぶし"は、「空

す。伊丹国民学校 4 年生のときでした。

襲被害ヲ最小限二食イ i上メルタメ J r重要施設周辺」

「防火道路造成」が理由であったといいます。(光文

昭和 22 年 (1947)

伊丹市が神津村を合併/

社の『太平洋戦争』は、「日本宮憲は防火道路をつく

学制政革 (6 ・ 3 ・ 3 ・ 4 制) /新制の東中学校が

るだめ、 61 5 ， 000 戸の建物を取り壊したのであ

開校〈いたみホールの揚所〉、西・南・北中学校ち同

った」と述べています〉。

時に開校

昭和 24 年 (1949)

伊丹市営パスが開通

たからです。 9 績のときでした。代々続いてきた私

昭和 25 年 (1950)

ジヱーン台風が阪神聞を

の家の母屋にあたる建物が壊されるのを、まのあた

直撃(最大瞬間風速 55 メートル) /伊丹市の人口

りに見ておりましだ。

56 ，.3 48 人

こんな 57 年ち前のことを、なぜ、よく費えてい
るかといいますと、実は私はその時の当事者であっ

戦後、伊丹市役所の前の道路が歩道のあるメイン

昭和 29 年 (1954)

ストリートとして機能してきだウラには、このよう

伊丹市役所が全焼、翌年

に再建

な歴史が秘められていたのです。当初、殺風景とち

思えたその広々とした“空間"は、「戦争遺跡J とい

1 月の深夜、モルタル張り木造 2 階建ての庁含(昭
和 8 年完成〉と、その敷地内にあつだ、近衛家会所

ってち過言ではないでしょう。

跡の建物(築 290 年?)・・-時代劇に出てきそう

な武家屋敷 15\ うの建物でしたが、これらが失火によ

【戦後~現代】・・-昭和 20年以降

り炎上しまレた。当時私は県立伊丹高絞の 3 年生で
したから、まだ郷土史に関 11)1 はありませんでしたが、

伊丹の町は、空港や一部の工場地帯を隙き、空襲

今にして思えば、たいへん惜しいことでした。ちし

をまぬかれました。おかげで、昭和 40 年ごろまで

この近衛家会所の遺構が健在であったなら、当然、

は、町並みに大きな変化はなかっだように思います。

国の史跡に指定されるくらいの価値はあったでしょ

しかし、その後、人口の急増を契機として、中山市

う。

街地は驚くばかりのハイピッチで急激に変貌してい
きます。時代の趨勢による変化のほか、市街地再開

昭和.3 0 年 (1955)

発、都市改造、道路の拡幅、広場の新設などが、そ

編入、現在の市域 (25.09 rrD が確立

伊丹市が長尾村の南部を

れに拍車をかけたとちいえましょう。
長尾村の北半分は宝塚市に編入されました。地図

昭和 20 年 (1945)

《日本が降伏(太平洋戦

を見ると、伊丹市の北部地域〈荒牧・荻野・鴻池〉

円，a

nHυ

が四角く出っ張ったような形になっておりますのが、
その時の名残です。

巨大な飛行機が黒々と煙をなびかせながら離着陸。
騒音公害が深刻化します。

昭和 34 年 (1959)

伊丹飛行場〈昭和 20'"

33 年=米軍基地)が返還され、大阪国瞭空港に昇

昭和 30 年代後半

御園劇場が開業〈中央 1 丁

目=やすらぎ館の南西〉

椙/関西スーパーが開業(申央 5 丁目・伊丹で初の

スー H-)

ちと水田であったところが地上げされ、映画館が
できました。東宝の封切館でした。

昭和 36 年 (1961

)

伊丹市の人口が 1 0 万人

を突磁

昭和 40 年代前半

産業道路(本町通り〉が甑

幅
この昭和 30 年代に、寺本公団住宅 (581 戸〉、

千僧公団住宅 (260 戸)などのニュータウンが出

以前は、「伊丹本町白雪前」のパス停柑近でち、阪

現。まだ、毘陽池・瑞ヶ池の一部をはじめ、市内の

急パスがすれ違うのに四苦八苦していました。その

濯澗用水池が多く埋め立てられます。水田をなくし、

狭い産業道路(旧伊丹郷町部分〉が現在のような姿

宅地造成する一方、濯漉用の溜池が無用の長物化し

に生まれ変わったのは、昭和 40 年代の前半ごろで

ていきました。

す。〈小西酒造の本社ピルは昭和 45 年に唆工〉。

昭和 38 年 (1963)

文化会館(いたみホール

の前皐〉が完成

「昭和 38 年の伊丹 3 丁目方面」の写真をごらん

ください。写っているパスは伊丹市営パスです。当
時のボンネット型のパスが、産業道路を北へ向かつ

東中学綬の跡地など〈宮ノ前 1 丁目〉に建設され

て走っています。上に「白雪」の建物が写っていま

だ、伊丹で初の本格的文化施設。当時、伊丹小学校

すね。これは昭和 38 年にできた、四季醸造蔵です。

の周囲には幅 1.5"'2 メートルの水路があって、毘

小西酒造ではこの年、業界初の完全才一トメーショ

陽池が氾濫したときには、付近に水があふれたちの

ン設備を導入しました。

でした。その水路が暗渠となり、歩道のある道路に

拡幅されたのは、昭和 40"'50 年代ごろでしょう

この写真では当時の産業道路の狭さというのはよ

くわかりませんが、ちう一枚の写真「郡役所跡の東

か。

側の酒蔵のイラ力 J をごらんください。イラ力の向
昭和 38 年 (Hお3)

町名変更が始まる〈全国

こうに写っているレンガ造りの煙突ですが、これは
現在ちその場所(小西酒造万蔵 1 号蔵〉にあって、

的に「住居表示法」が施行開始)

それは産業道路のすぐ脇になります。つまり、この

町の歴史と文化を伝えてきた古い町名〈小字〉が、
次々と失われます。「湊町」や「堀越」といった由緒

写真の表通り側の建物がそっくりなくなって、魅幅
された産業道路となつだわけです。

ある歴史地名が完全に消え失せ、伊丹市内で ro丁
目 O番O号」方式が適用されたのは、おおむね昭和

昭和 43 年 (1968)

50 年ごろからでした。

移転

阪急伊丹駅が高架新駅へ

大阪国際空港〈伊丹空港)

人口の増加に伴う都市改造事業で、昭和 41 年か

にボーインク 727、ダグラス DC8 などのジェット

ら区画整理が始まり、それから 2 年後、駅はパスタ

旅客機が就航

ーミナルを引き連れて西台 1 丁目(市民クラウンド

昭和 39 年 (H謁4)
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昭和 38 年の伊丹 3 丁目方面

量

郡役所跡の東側の酒蔵のイラ力
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跡)へ移転しました。同時に、新駅舎内でタミータ

昭和 58 年 (1983)

ウン(ターミナルデパート)が開業。その後、周囲

成

伊丹小学校の新校舎が完

には高層のショッピングピル、マンションなどが
次々と出現します。

昭和 59 年 (1984)

昭和 45 年 (1970)

伊丹市の人口が 1 5 万人

昭和 61 年 (1986)

を突破/スーパー長崎屋が開業

昭和 46 年 (1971

)

柿衛文庫が完成

東消防署が北本町へ転出、

伊丹郵便局の新庁舎が完成

伊丹ショッピングデパー

昭和 62 年 (1987)

伊丹第一ホテルが開業

卜、伊丹セントラルプラザが開業
昭和 59 年の秋、建設計画が発表されました。伊
昭和 47 年 (1972)

伊丹市役所が新庁舎へ移

丹市と市内の民間企業 57 社が提携する第 3 セクタ
一方式。業界大手である第一ホテルとのフランチャ

転

イズ契約で、計画から完成まで、早いペースで進み
人口の急増で中山市街地が手狭となったせいか、

ました。警察跡の空地とその近隣が伊丹第一ホテル

市役所、警察署などすべての官公庁が干僧 1 丁目(子

の用地となりましたが、建設予定地の確保・折衝な

僧今池の埋立地など)ヘ移転。その新しい官庁街の

どは市の土地開発公社が担当。民有地など 8 軒に波

ー画に、このとき博物館や図書館ち新設されました。

及する市街地改造となりました。このとき、前記し

その後、申央公民館、総合教育センターち建てられ

た「戦争遺跡」の一部(中央 2 丁目)が、立ち退き

ます。

となった伊丹市農協(現・ JA 兵庫六甲)の代替地
に充当されました。(ホテルは平成 14 年 4 月から

昭和 51 年 (1976)

「伊丹シティホテル」に改組)。

有岡城跡で緊急発掘調査

が行われ、戦国時代最古といわれる石垣が出土/翌
年には庭園跡の遺構が見つかる

昭和 62 年 (1987)

美術館が完成/社会経済

会館(旧市役所)が廃館となる
昭和 54 年 (1979)

有岡城跡が、「国の史跡」

に指定される(指定範囲は、①本丸跡二 JR 伊丹駅

昭和 62 "'-J 63 年

前・ 3.320 rri\ ②出城跡=猪名野神社境内・ 11.309

駅の周辺が無電柱化

伊丹第一ホテルや阪急伊丹

rrl 、③外郭線二“総構え"の城の西側防禦

景観を一新するためか、電線ケーブルが地下に埋

ライン・延長 2.122m)

設され、付近一帯の電柱が姿を消しました。また、
昭和 56 年 (198 1)

国鉄伊丹駅の新駅舎が完

その界隈の信号灯や歩道なども全面的に改修され、

歩道はタイル張りとなりました。

成(国鉄の民営化は昭和 62 年)

昭和 63 年 (1988)

国鉄福知山線のうち、尼崎一宝塚聞の複線電化工

JR 伊丹駅前再開発が完

事が完成。明治の面影を残す跨線橋があった、古い

成《再開発ピル(アリオ) 2 棟/アイホール(演劇

木造の伊丹駅ち、酒蔵をイメージした新しい駅舎に

ホール) /周辺の道路範幅・広場や史跡公園の整備

生まれ蛮わりましだ。駅舎 2 階のコンコースと、力

など》

リヨンのそびえる有岡減跡のE 陵が陸橋で結ばれ、
再開発事業は昭和 48 年に都市計画が決定しまし

橋は「古城橋」と名づけられました。

たが、着工に先だって、駅前にある有岡城本丸跡の

ワb

n
x
u

伊丹郷町の面影を残す「白雪」長考蔵前の通り。平成 2 年までは狭い道筋だった。

つd

n
x
u

緊急発掘調査が行われました。その結果、昭和 51

政組〉

年に戦国時代の石垣、翌 52 年に庭園跡の遺構など
が出土。当初は城跡のE陵を全面的に切り崩して駅

平成 6 年 (1994)

前広場を設ける計画でしだが、それが昭和 52 年 1

の基幹空港となる(関西国際空港が開港) /伊丹市

1 月に見直され、減跡は大部分が保害されることに

内に局地的な集中豪雨(総雨量 300.3 ミリ〉

大阪国隙空港が圏内線専用

なりました。紡余曲折のすえ、再開発事業がようや
く完成したのは、この年です。

平成 7 年 (1995)

(有岡城跡は昭和 54 年に「国の史跡」に指定/国

鉄伊丹駅の新駅舎は 56 年に完成〉

臨神大震災〈マグニチュー

ド 7.2)が発生、阪急伊丹駅崩i裏、伊丹市内にも大
被害でる(市内の死者 23 名、全半壊家屋 8 ， 894
棟〉

昭和 63 年 (1988)

三軒寺前プラザが完成く
平成 8 年 (1996)

一部は平成 1 3 年に完成>

工フ工ムいたみ(伊丹の F

M ラジオ放送局〉が開局
市街地政造の一環として、中央地区にある法巌
寺・正善寺・大蓮寺の南側に、総タイル張りの細長

平成 9 年 (1997)

宮ノ前地下駐車場が完成

い広場が新設されました。この改造に関連して、 J
R 伊丹駅へ至る狭い道筋も鉱幅。築 200 年の「白

宮ノ前再開発の一環として開通した“新"飛行場

雪」長考蔵は、よく動かせたものだと思いますが、

線〈柿衛文庫北側一伊丹小学校前〉は、長さ約 40

コロ(転がし軸受け〉を用いた伝統的な手法で北ヘ

0 メートル。その地下に、

少し移動しました。一方、「大手柄」の古い酒蔵は、

車場が新設されました。

326 台が収容できる駐

広場の計画用地となって完全に姿を消しました。
平成 10 年 (1998)
平成元年 (1989)

工芸センターが完成

平成 2 年 (19銃刀

伊丹市市制施行 50 周年/

阪急伊丹駅、いたみホール

(文化会館〉が復旧完成

平成 1 2 年 (2α)())

阪急伊丹駅前広場が完成

神津大橋が完成/旧市役所跡にネオ伊丹ピルが完成
新装なつだ伊丹阪急駅ピル(リータ〉の北側に、

/伊丹市の人口 186 ， 1 34 人

広々としたパスターミナル、タクシー乗り揚が出現。
元の市役所だった社会経済会館(申央 3 丁目〉が

その地下には駐輔揚 (1 ， 188 台収容〉が設けられ、

取り壊され、その跡地に 7 階建ての新しいピル(三

駅ピルの西と北には連絡デッキ(陸橋〉、エレベータ

菱系〉が登場。

ーなども設置されました。

30 年間の公有地信託方式だという

ことです。
平成 1 2 年 (2α)())
平成 3 年 (199 1)

伊丹アイフォニックホール

(音楽ホール〉が完成

平成 4 年 (1992)

伊丹市・宝塚市・川西市・

猪名川町による合併を視野に入れた広鼠行政の研究

会(阪神北部広域行政研究会〉が発足

旧岡田家住宅(店舗・酒蔵〉

平成 1 3 年 (2α) 1)

宮ノ前再開発が完成《伊丹

アイフォニックホール(平成 3 年完成) /再開発ピ

が「国の重要文化財」に指定される

ル 2 棟(みやのまち 4 号館 =7 年完成・みやのまち
平成 5 年 (1993)

C VI (伊丹のケーブルテ

レビ放送局〉が開局(現在は阪神シティケーブルに

3 号館=

11

年完成) /商工プラザ(産業・

情報センター)/“新"飛行場線/周辺道路の拡幅・
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人口は大きく伸びましたが、

整備など》

1 世帯あたりの平均

人員はわすか 2 . 66 です。これは、少子高齢化の傾

昭和 59 年に開発計画が浮上レ、 62 年 4 月に「計
画決定」。レかレ、地権者との折衝は難航レたらしく、

向がいちだんと進んだことを如実に物語る数字とい
えましょう。

再開発事業の完成まで 1 5 年以上もの歳月を要レま
した。ちなみに、当初の完成予定は平成 2 年 3 月で

この 21 世紀一、私だちのまち「伊丹」は、どの

した。なお、この事業の関連とレて、道幅 20 メー

ような歴史を刻んでいくのでレょうか。平和で住み

トルの“新"飛行場線が開通。宮ノ前通りや周辺の

やすく、人々が連帯感を持てる町であってほしいと

道路なども鉱幅されまレた。

)

平成 1 3 年 (2α)1

思います。

伊丹郷町館(旧岡田家住宅・

旧石橋家住宅・新町屋〉が完成

旧岡田家住宅は阪神大震災での全壊から復旧、旧
石橋家住宅は宮ノ前通りから移築、新町屋は新築。

これらは柿衛文庫・美術館・工芸センターとともに、
「みやのまえ文化の郷(さと )J と命名されまレた。

平成 1 3 年 (2α)1

)

空港までの JR 延伸構想が

浮上

この構想は以前からち再三、姐上にのぼっていま
した。『いたみティ』の記事によりますと、今回の計
画では、空港の西側に神津駅を設 11 、滑走路の下を

くぐる予定。平成 22 年の開通をめざすということ
です。

平成 14 年 (2α)2)

ダイヤモンドシティが開業、

城跡に巨大な歩道橋が出現

JR 伊丹駅北東の東洋ゴム伊丹工場跡〈藤ノ木 1
丁目〉に、関西で最大規模といわれるショッピング
センター(地上 5 階・地下 1 階、売揚面積 52.00

0 附〉がオープンレまレた。これに連動して、有岡
減跡の申央部から伊丹駅をまたぎ、同駅のコンコー
スと民間開発地のダイヤモンドシティを結ぶ、巨大

な陸橋(東西連絡橋〉が登場。同時に、駅前のE 陵
(城跡〉へ通じる工ス力レーターも新設されました。

平成 1 4 年 (2α)2)

世帯数 72.025

伊丹市の人口 1

(
10 月

91.916 、

1 日現在推計〉
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第3章

まち歩きのテーマを絞る

どうする伊丹のまんなか

伊丹郷町は不思議なまちだ。歴史的な城跡・酒造

地・街道筋の面影が残り、古くからの住宅地がある。

伊丹郷町の今日を感じる

駅前の商業地鼠であり、文化集客施設ち多い。

まち歩き
ビタミンブック編集委員会
まち工房@いたみ

伊丹の都市核・文化核である伊丹郷町の、どこに

まち歩きのテーマを絞るかは難しい 。 今回はダイヤ

モンド・シティ・テラスが才一ブンしだ直後であり、
伊丹郷町の魅力探しをテーマとした。

2002

平成 1 4 年 1 1 月 1 6 日

伊丹郷町~中山市街地

事前に文献調査を行う
事前に読むべき文献や古地図は多い。

「伊丹市史」、伊丹の歴史を考える時の基本文献、
全 7 巻あるが 3 巷までは必読書である。
「新・伊丹史話J 、伊丹の歴史を 1 問で読め、籾痕

土器や惣宿老など新しい研究成果が記されている。
「伊丹歴史探訪J、小西酒造の歴史講座の記録、現
代史ち鮫い伊丹の通史に育つことを願う 。
「地鼠研究いたみ第 1 7 号」、伊丹郷町の模型製作

過程が克明に述べられ、建築史の視点がわかる。
「伊丹まちの歴史と寮観」、近代以降の市街地愚観

の変遷をていねいにまとめてあり、好感が持てる。

「伊丹ウオッチング」、旧地名と現町名の対照を行
っており労作である。
「伊丹古給図集成J、郷町をはじめとして市境すべ
ての集落の古地図〈給図〉を網躍、詳細な解説付き。
「のびる伊丹市」、小学授の社会科の劃読本であり、

伊丹の歴史を観観するのによい。

これらの図書を調べると、かつて「いたみ」が日
本酒の代名詞だったことが、分かつてくる。

少し本論からすれるが、「伊丹古給図集成」のなか

の、「寛政 8 年伊丹細見図」が面白い。
最盛期の伊丹郷町の姿を記録しており、町名だけ
でち当時の賑わいを街備とさせるからだ。
伊勢町、南町、竹屋町、材木町、紺屋町、仲之町、
八百屋町、井筒町、綿屋町、柳町、米屋町、鍋屋町、

常盤町、天王町、戎町、宮崎町、泉町、魚屋町、新
町、扇子町、湊町、鍛冶匡町、堺町、住吉町、大手

町、橘町、北之口町の 27 町である。
また、地図の余白に次のような書き込みがあり興

味がつきない。
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万国のうち日本酒が最上、摂 ~IIII では伊丹酒が最

実際のコースは、中山市街地の活性化ち考慮し、

2 時間程度で歩けるよう、次のように組んだ。

上、だから伊丹酒は宇宙第一の酒である。

加蕗治郎藤原の景擦が功により伊丹の城を賜り、

①三軒寺前プラザ

七代をへて治郎兵衛景親が伊丹氏を名乗る。

②阪急伊丹駅東通り

武蔵出弁慶が伊丹で景廉から兵糧を送られる。

③阪急伊丹駅周辺

保元・平治の頃は神崎より猪名川を経て湊町ま

④サンロード周辺

で舟が来ていた。

⑤伊丹シティホテル
⑥旧大板道

⑦湊町周辺

まちの歩き方
まち歩きとは、まちをよく観察すること、タウン・

⑧猪名野神社

ウオッチングすることだ。基本は、ひたすら自分の

⑨宮ノ前通り

眼で見る、自分の耳で聞くということ。

⑩みやのまえ文化の郷
⑪白書長著蔵

見る対象はいろいろある。
人の流れ、歩いている人のファッションや年齢・
性別、お店の看板や店構え、商晶の陳列、店員の嶺

子。町並みの美しさや道の嶺子。舗装種別や街路樹、
清潔感や駐車状況など遵の使い方。住宅地では敵地
規模や建物の高さ、生垣や庭の緑の状蝦など。歴史

的なまちでは、古い建物や神社仏問、史跡や天然記

当日に皐備したもの

まち歩き当日のために次のものを用意した。

「伊丹郷町J 伊丹市文化財保善協会発行のベージュ

のパンフレット CA2 サイズ四つ折〉。
「伊丹郷町周辺地図J 周辺の公共施設や道路網が分
かる 1/1α)()() の地図を A4 サイズにしたもの。

意物、路地や水路など。

そのまちの特徴や空気がつかめればと思う。

「まち歩きシート」場所ごとの評価やまち歩き全体
の感想を求めるアンケート用紙。

ウオッチングする時期や時間帯をずらす、よその
まちの同じような揚所を歩くといったことも大切だ

当日遅れて参加する申込みがあったので、事務局
の携帯電話を連絡した。

と思う。

例え!ま、伊丹郷では白雪が長著蔵を活用レてまち
の賑わいを作り出しているが、お隣の西宮郷では、

集合そして出発

集合は、土曜日の午後 2 時に三軒寺前プラザとし

白鷹・日本盛・大関・白鹿がそれぞれ酒造関連の展

た。

示とレストランを聞いており、まちに回避性が生ま

設定だ。

れている。こういうことを知れば、まちの見方が変
わってくるのではないだろうか。

1 1 月の中旬であり、比較的おだやかな午後の

参加者が集まると、輸になってます簡単な自己紹
介と趣旨説明を行った。そして、旧地名の説明板の

前で概略のコース説明を行い出発した。事前に 2 回
の講座を実施しているので、顔見知りの多いなごや

下見でコースを決定する

机上調査でだいたいのコースを額定レ、地図を見

かなスタートだ。

ながら現地を歩いてみる。
当初、伊丹郷町の歴史的な町並みに期待していた

一応、下見で歩くコースを決めており、説明内容

が、実際に歩いてみると、男ごだえのある揚所が限

も考えていたが、地元に詳しい方が伺人ち参加して

られていることが分かった。そして、町並みよりは

おられ事務局の出番は少なかった。

曲がりくねった路地や多様な道路のあり方に、郷町
らしさがあるのではないかと思えた。

三軒寺前プラザ
昭和 63 年に作られた、 4 極 2 軸といわれる中山
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旧地名の説明板の前で、コースの説明を行う 。

こんなところにイタリア料理店、グルメ通りを行く 。
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市街地のへソにあたるオープンスペース。タイル敷、

ホテル西側のまがった道はかつての有岡城の外郭

輝石製のポラード(車止め〉など広場っぽい仕上げ

とのこと。そういえば、周辺から微妙に土地の高さ

の歩行者恒先道路である。残怠なのは沿道の建物が

が上がっているのが分かる。

プラザに対して閉鎖的なこと。伊丹郷町では伊丹小
学校・猪名野神社と並び、青空イベントが仕掛けら

ここでは墨染寺で鬼貫のお墓参りをした。気楽に

れる大切な揚所である。旧地名の説明板がある。

お参りできるお寺はありがたい。

阪急伊丹駅東通り

1 自負=坦亘週直

阪急駅東通りの商店街は、狭くてごじゃごじゃし

お待ちかねの景観形成道路「旧大板道J だ。旧の

ていて〈ほめてるんです〉個人的には野きな道のひ

字がつくだけあって、大振の坂の字が眠ではない。

とつだが、駅前だからス力ッとしだいなという声ち

このあだりの気配りがいし、。

お目当ての厨子二階の建築物だが、改築している

聞く。平成 3 年に再開発計画が出され、ポシャツタ

経緯があるが、また再開発の話がでているらしい。

建物が多くこれだというものは少ない。最観形成に

道をひろげて賑わいがへった例を皐近に見ているは

は時聞がかかる。あと特徴的な建物として、なまこ

すだが。

壁の家や酒蔵などがある。
自然発生的な郷町の面影力t不規則な路地の形態に

阪急伊丹駅周辺

残っている。また、建物の下をくぐる道(なんて言

伊丹市は伊丹駅や駅前広場を福祉の視点で整備し

うのだろうか〉などもあって面白い。

だことにより、バリアフリー化推進功労者貨を受賞
しだ。平成 14 年度のうれしい三ユースのひとつだ。

諸島田I 周司辺E

駅の西側に lët4 極 2 軸につながる形でコミュ二ティ

旧大坂道の迷路のような路地を被け、漢町にきだ。

道路が整備されている。まだ駅の南側には和食・中

ヒメポタルのことは参加者から聞いたのだが、かな

華・イタリアンなど個性的な店のあつまるグルメ通

り騒がれだ時期があつだらしい。

りがある。

ここの楽レみは佳枝雀が住んでいだ家を探すこと

だ。下見の段階で分からなかっだのだが、参加者が
自主的に聞き込みを行ってその家を特定することが

サンロード周辺
正式名称ほ「伊丹中央サンロード商店街」、伊丹の

できだ。

台所とは上手い表現だ。市内で唯一、アーケードの

肢雀が住んだ家なら文化財クラスだ。写真をとつ

ある商店街、いつも人が一杯で通り簸けるのに時間

だりしてぐずぐずしていると、偶然にち枝雀の恩

がかかるのが、いい感じだ。

師・森本先生にお会いすることが出来た。おしゃれ

な先生だ。さらに植雀との出会いを語っていだだい
時間をかけて一軒一軒見たいところだが、声ので

だ。ラッキーとはこういうことか。今回のまち歩き

かい人の「この道ち面白いよ」の声に、一同予定の

のハイライトになった。

コースをはすれ、何故かだこ焼きやの前に。ここで

猪名野神社

タコヤキタイムとなった。

森本先生との遭遇の余韻を残しつつ、陽ち少しか
げってきだので、再会を一方的に約束して猪名野神

伊丹シティホテル

社に向かう。途中、産業道路下のトンネルをくぐり、

ホテル北側のパス道を伊丹のメインストリートと

いう人は多い。旧伊丹町の中山地だつだからだ。人

地形の変化〈段E崖〉を償目で見ながら神社を目指

通りがあるのだから、メインストリー卜らしい街並

す。

みの風格づくりを求めたいのだが。

n『u
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伊丹シティホテル南の墨染寺、鬼賓のお墓がある。

伊丹郷町は路地に特徴がある、歩いていくと建物の下をくぐる不思議な道。

n同d
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神社では鬼買の句や、「修理個性」などの紹介、伊

丹緑地との連続性などを男てもらうよう予定してい
たが、時間足らすで早めのお参りとなっ定。その後、
再開発で変わった宮ノ前通りを南下し、三軒寺前プ
ラザに戻った。

予定では、美術館・柿衛文庫・工芸センター・旧

岡田家・旧石構家のある「みやのまえ文化の郷」を
男て、酒蔵をレストランやホールに再生した白雪長
著蔵や、小西酒造角の道路元標などを男てまわるっ

ちりだった。

題視舎は延々つづく

語やかな土曜日の昼下がり、伊丹郷町周辺を歩き
回つだ。そして懇親会。

懇親会蝿は、今年の夏にオーブンした「クロスロ
ード・力フ工」。ミスター・?ラジの作る無国語料理

に人気がある。地域のコミュニティの核になるよう
な店を目指しているのち面白い。
まち歩きはだめだけど、懇親会だけなら参加でき

るという人が次々に 4 人もきて賑やかだ。歴史を語

る人、今の伊丹が野きな人、まち歩きの感想やら、
森本先生との出会いやら、各自の伊丹への思いが聞
け、楽しい話は尽きない。ここで 4 時間近く話し込
んだ。
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厨子二階の建物、日本 E、漆喰壁、む し こ窓、伝統的な民家のデザイ ン 。

まちづくりはアルコール・ネットワーク、懇親会は延々続く。
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第3章

ワークショップの準備と実瞭

どうする伊丹のまんなか

どうする伊丹のまんなか、まち工房@いたみの最

終回は地図を広げてのワークショップを行つだ。

伊丹郷町の明日を考える

ワークショップで話レ合うには、歩いたコースが

ワークショッブ
ビタミンブック編集委員会
まち工房@いたみ

2002

平成 14 年 1 1 月 21 日
いたみホール会議室

よく分かる地図があると便利だ。ます伊丹市役所発
行 1/2.5αコの白地図 2 枚を貼り合わせ、買やすい

ように色塗りをしだ。
伊丹郷町は道路に特徴がある。道路を黄色に着色
して道路網を浮かび上がらせ、主な公共公益施設(公
園・社寺・学校・ホールなど)や大規模店舗に色を

塗り、地区の骨格が分かるようにレた。これだけで
半日以上かかる。

まち歩きのコースは、ワークショップ当日に皆の
前で、一緒に思い出レながら黒績で書き込んだ。

ワークショップは、机を寄せた中央に地図を置き、
参加者が回りを取り囲むような配置にレた。

全員にポストイットを配布レ、ます伊丹郷町のい
いなと思う点、これはちょっとと思う点、こうなれ
ばと思う点を各自が書き出すようにお願いした。

15 分ほど静かな時聞が続く。
そレて地図を買ながら、一人すつ順番に話してち

らい、ポストイットを貼っていく。あとは自由討議
とレた。

ワークショップのまとめ
いいなと思うところは、駅前で「よくここまで手

を入れてきた」のに「人の営みの歴史を感じる」こ
と、道の表情が豊かで「歩いていて楽レい」、古い建

物などに「とてちいい雰囲気でレた」などの意見が
あった。
これはちょっとと思うところは、街並み力T雑然と

していて「郷町は名前だけか」の声や、「ゆっくり散
策出来ない J r面白くないタウン」などの意見があっ
た。

こうなればと思うところは、「迷路の町で売り出せ
ば」など魅力あるみちづくりの提言、「寺まいりで P
R できるJ など聞かれた寺社への要望、人を集めて

「外貨を獲得すること」や、伊丹市の核だから「ち
っと市民の意見を聞けば」という声などがでた。
以下に宝の声を掲載レておこう 。
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残していく努力をすべきと思う

いいなと思うところ .

・

碑等はわりあい多く残っている

・

古い建物を残す努力をしているところはとて

よくここまで手を入れてきた

・

舗装材のグレードが高い

・

他市の人から文化的なものが伊丹には多いと

・

ちいい

・

まだ残してほしい町家がある(通りが失われて
いる)

聞くことがある

・

新旧混在のまち

郷町の中山、阪急伊丹駅より JR 伊丹駅の問、

・

古い町

他市町村から見ればよくここまで手を入れて

・

戦中に空襲をまぬがれ、江戸時代・明治・大正・

きだ、申し分のない状況です

昭和初期の家がだくさん残っているのに感動

・

これだけ公共投資されだまちはない

致しました

・

ホール・集会施設の数が多い

これはちょっとと思うところ

人の営みの歴史を感じる

・

駅前だけど生活感のあるまち

・

伊丹の発祥、人の営みの歴史を感じる

.IIT は名前だけか

・

古くからのコミュニティ(子ども会・自治会)

・

古い町並みが減った(地震のせい?)

の活動がさかんである

・

古くて良い建物ありそうで少ない(郷町は名前

・

みこしやお地蔵さんがある

・

全体的に住宅展示場のような感じがして、漢町

だけか)

・

伺近ではじめて伊丹人が生きている、生きてき

街並みが雑然としている、色調も統一レた方が
すっきりする

・

たと思えホッとした

古い建物と新しい建物がごちゃまぜで統一感
がない

若罪 L 、て~L 、て~.l- L 、

・

郷町溝橋が無くなる危慣にある

・

歩行者系の道整備が進んでいる

・

立体的なジオラマを槽物館で見たらイメージ

・

道の表情の豊富なまち

・

路地などがあって歩いていて楽しい

・

旧大振道の昔のおもかげがある

ゆっくり散策出来ない

・

三軒寺前プラザのケヤキがいい

・

肢雀通り、グルメ通りが分かりにくい

・

二階長屋の一階の通り飯けられるところ

・

電柱が目ざわり

・

ダイヤモンドシティテラスの開業により人通

・

そぞろ歩きに楽しい道がない

りふえた

・

自転車が危ない

五合儒道路のイチョウ並木よい

・

走っている自転車が多くゆっくり敵策出来な

・

がわいだけど、そうじゃないと分からない

い

とてもいい雰囲気でした

・

自転車が使いにくい

・

碑・寺院たくさんある

・

道がせまい

・

有岡のEが旅情気分をさそう

・

タイル舗装ばかり

・

地震でほとんどなくなってしまつだと思って

・

小さな路地まで舗装しないほうがいい

いた中二階の長屋が結構残っていた、特に佳枝
雀の住んでいたあたりはとてもいい雰囲気で

面白くないタウン

した、有岡減の石垣ともども説明績をつけたり

・

脹急伊丹駅東側

Fhd
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‑

東通り商店街、何とかする必要はあると思うが、

・

外貨を撞得することを考えよう

ピルばかり建てる再開発では味気ない

・

玄関口はもっと整備すべき

・商店街がさびれている
・

・桂筏雀(が住んだまち)を PR する

新しく開発する必要はない

‑ 三軒寺前プラザが閉鎖的

もっと市民の意見を聞けば

・

三軒寺前広場、お寺の前にピ力ピ力広場がある、

・

ここにきて良かったと市民が思える伺か

どなたか言われたようにお店とか生活感があ

・

市街地である、観光というほどでもない、どう

れば

・

活用するのか?

阪急伊丹駅周辺にしても、宮ノ前!こしてち行政

・

サイドのまちづくりで面白くないタウンにな

からもっと市民の意見を聞けば
・

っている

こうなればと思うところ
迷路のまちで売り出せぽ
・

道に木を植える〈阪急伊丹鰻沿い、産業道路、

サンロードから南など〉

・

迷路の町で売り出せば

・

敵策路のルート設定する

・

まちに顕彰板・みちに名称板を置く

寺まいりで PR できる
・

文化施訟を上手 lこ活用する

・

寺まいりで PR できるのでは

・

寺の活用

・

猪名野神社にまちおこしの中山になってもら

い活性化をはかる、神主さんに頑張ってもらい
たい

・

開般的な寺になれば

外貨を獲得すること

・

若者や学生をひきつける工夫を

・

剣菱跡地(芯摘圏〉にー坪ショップはどうか

・

まちおこしは流行に左右される若者より年寄
りに好まれるまちにする〈年寄りに喜ばれるま

ちづくり、東京のとげ掠き地蔵)

・

猪名野神社・三軒寺前プラザなどでもっとイベ
ントやれば

・

まとまっ疋地区だが伊丹市の骸でもあるのだ

ダイヤシティにないような核づくりができれ

ぱ

地元民だけのものではない

nhu

nud

第4章

まちのムーブ
メント

-u六川を教え!
高館伴子

・ヒメポタル〈再開発の光と影〉
佐麓重子

・オトコが入れば地鼠が変わる
伊丹まちづくり会副
.ボランティアの PTA を始め
ませんか?
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猪俣太

駄六川とは

第 4 章まちのムーブメント

鼠六川とは、伊丹市の東部を流れて猪名川に注ぐ

川です。 源流が瑞原の瑞ヶ j也(ため池〉からちょろ

取六川を救え!

ちょろ流れ出るほんの小さな川とは信じられません。

高塚伴子

緑ヶ E 公園の北側を通り、) 1 1 西から流れて く る東川
と合流してやや川幅をひろめ、ダイヤモンドシティ
を横目で見て猪名川に合流します 。

伊丹まちづくり会議
l!:六川を救え !2001
店主六川を救え !2002

Itt六なんてぱっとしない名前、なんて思いません
か?

r 猷」は鼠自の「臥」、「六」は六でなしの「六」。

汚くて小さな川だから、そんな名前が付いだに遣い
ない、なんて思っておりました。

しかし、緑ヶ E 公園の北側には、これが伊丹市か
と思うようなうっそうと木立に覆われた渓谷を作り、
子どもたちの格好の遊び揚となってい疋り、伊丹市
立荒牧中学校・科学部のみなさんが養殖した蛍を放
流しだりという、美しい所ちあります。 下流のダイ

ヤモンドシティ近くでは大きし 1 フナやナマズが泳ぐ
姿ち男られます。
所々では、川床を作る家があったり、土手に花を

植えたり、それぞれに川を楽しんだりしています。
伊丹市には、山ちなければ海ちない、あるのは川と
ため池。触れることのできる惣少ない自然の宝物な
のです。

さて、名前に戻りますが、伊丹の名産の清酒にち

なんだ由緒ある名前だったのです、これが。 伊丹の
清酒を馬で江戸に運んで成功した山中新六が自をつ
けだのが、情。 費や壷では重いし、割れやすい。 木
の樽だったら、割れにくいし、馬ち楽。

の容量は 4 斗 ( 1 升瓶 40 本)で、

この樽 1 個

2 個の障を馬の

背に賑り分けにしだ 1 セットを 1 1ttと昭んだそうで
す。

そして、取六川は、

1 l!:の荷を背負った馬が 6 頭

渡ると、落ちてしまう橋がかかっていだとか、ある
いは旧地名で湊町と昭ばれる所から、猪名川までの
あいだの水路として利用され、そのときに 6 猷 ( 1

2 憎 〉 の川幅だつだ、とか言われています。 音から
伊丹の酒造りと歴史を見守ってきた川だったのです。
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プレイベント「鼠六川を歩こう」の参加者一周、ますは記怠繍影。

なだらかな曲線を描く鼠六川、川沿いの緑は豊かな生慰系を示唆している。

99

なぜ駄六川を救え l なのか

駄六 JII を救え!

伊丹市は猪名川と武庫川という大きな 2 本の川に

2001

だだ単に川を掃除して終わり、では意味が無い。

挟まれていて、市内にはそれほど大きな川はありま

地域を巻き込んだ連続講座にしようと、独自のネッ

せん〈面積が小さいから仕方がありませんが〉。天神

トワークを使って、講座参加を昭びかけまし疋。そ

川・天王寺川・金岡111 ・臥六川がかすかに市内に水

してできだ企画は次のようなものです。

の音を届けてくれています。It六川はかつて友禅染

回

の生地が洗われるような清流だったとか。しかし、
昭和 40 年代には、もう鼠六川は人口増発のあおり

第1 回

をうけ、生活廃水と小工場の企業排水垂れ流しの、

6月 2 日

ただのどぷ川に変わっていだそうです。
第2 回

聞けば聞くほど由緒ある川、歴史を見てきだ川を

6 月 21 日

排水路にしていていいものか、伊丹の商業地区や産

業地区が集まる伊丹市東地区において、癒されるべ

第3回

き自然が汚れたままに放っておかれるのを見るに認

7月 8 日

びなかったのです。

テーマ
鼠六川探横隊の発表
伊丹小学校、緑E小学校の鼠穴川探
積隊の皆さんの発表を聞きます。

lt六川のいま・むかし
伊丹の「まち糟土J に鼠六川の匡史

やその姿の移り変わりを向います。
川そうじ本番
市内一斉湾婦にあわせて、 lt六川を
そうじしましょう!
川そうじ報告会

年に一度設けられている市内一斉清掃の日には、
天神川、天王寺川、金岡川は範囲に指定されている

のに、臥六川は対象から外されている。こんなこと

第4回

川のゴミにはどんなのがあったか

8月 4日

な?川を守っていくために私たちが
できることをみんなで考えます。

があっていいのでしょうか。みんなの気持ちが鼠六
川から離れていっていることが、It六川をど 15\川に
してしまったのかもしれない、伺とかしよう!と盛
り上がっていきました。

駄六Jl U軍事貧隊
ü六川を校区内に持つ小学校は 2 綬あります。伊
丹市立伊丹小学校と緑E小学枝です。この 2 校では、
4 年生の総合学習の時間に 1 年近くに渡って、 ü六

駄六川を歩く
「取六川を救え! J の連続講座の前に、プレイベ
ントとして、「鼠六川を歩こう」という企画をやりま

した。これは、企画している連続講座の中の川掃除
本番に向けた予行演習と肱六川の下見という位置づ
けでした。当初から小学生と一緒に掃除をしようと
思っていたので、本番の安全確認のだめに絶対欠か

せないものでした。当日は老若男女合わせて約 30
人が参加しました。緑ヶ E公園から出発して猷六川
沿いを、猪名川潤川敷まで約 2 時聞かけてゴミを拾

川を観察していました。今回の講座開催にあだって、
学年が 5 年生にあがり、クラスち担任ち蛮わつだに
もかかわらす、快く参加をしてくださいましだ。講
座の時間は土曜日の午後ですから、当然学校はオフ
の日です。発表してくれそうな子どもたちに昭びか

け、発表ができるようにまとめ、引率して参加して
くださつだ、伊丹小学校の相原先生、緑E小学校の
寺薄先生、五上先生、北治先生には本当にお世話に

なりました。

いながら歩きましだ。
川の様子は、企画段階で出だ意見や感想とはうら
はらに、結構きれいなものでしだ。ゴミはあるもの

の、魚 Iま泳いでいるし、悪臭を感じることもありま

せん。しかし、これこそが藩とし穴ではないでしょ
うか?危機感を感じさせすに忍び寄る環境破壊こそ、
最大の強酸なのです。

伊丹小学校からは、 5 年生の財前さん、野村さん、
藤井さん、野平さん、武田さん、藤原さん、松広さ

ん、吉田さん、川瀬さんの 9 人が、It六川の始まり、
猪名川の上流、 ü六川の水質、川底の様子について、

4 年生の時の学習をもとに、新だに作りなおした資
料を示しながら、発表してくれました。こちらの学
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環境問題は楽レくやろうと鼠六川プロジェクトで活躍、大学院生の小笠原豊氏。

持迫舵{伺
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酒梅二個をー鼠(馬一頭)で運んでいた、酒樽十二個を船力哩んだから六眠、これが猷六川の由来。
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校では e メールを使って、猪名川上流の学校と交流

が川の中で遊び、染物業者が友禅染を行うほどの清

を深めているという取り組みについても話してくれ

流だったそうです。セピア色になった写真に写る、

ました。

川で遊ぶ若き日の新田さん。 色鮮やかな写真の中に

は、ゴミの溜まった川にいる膏サギの姿。このコン
緑E 小学校からは、やはり 5 年生の戸川さん、;甫
本さん、大谷さん、浜田さん、樋口さん、山口耕平
さん、荘所さん、前山さん、山口千枚さん、中野さ

トラストに、参加者は胸を締め付けられる思いがし
たことでしょう。

この回ではワークショッブを行い、参加者のみな

んの 1 0 人が、 IA六川の自然チェックをし、!it六川

さんに「川に苅する思い」を議論してもらいました。

に見られるゴミ・草桔・魚や水生昆虫について発表

短時間の論議にもかかわらす、熱い思いが伝わって

してくれましだ。学校の 5 年生のみんなも肱六川が

くる、そんな時間を持つことができました。参加者

好きだし、こんなに豊かな自然が残っている川をみ

の中には、第 1 回目に発表してくれた小学生の参加

んなの rl~'のふるさとにしよう」と締めくくってく

もみられ、まさに世代を超えた講座となりました。

れました。

川そうじ本番
両校に共通して言えることですが、学習の対象と

天候は私たちに味方してくれました。梅雨の真つ

して叡六川は取り上げていても、子どもたちの遊び

最中にもかかわらす、暑くちなく、蒸し蒸しするこ

の揚として学授が推奨してはいません。川はともす

ともなく、雨が降ることもなく、絶好の川婦隙日和

れば、幼い命を奪ってしまう危険に満ちた揚所かも

となりました。

しれません。 でも、 rl白のふるさと」にするにはもっ

まちづくり会議のメンバーは、緑ヶ E 公園と JR

と川に親しまなければ思い出はできません。川を思

伊丹駅の 2 箇所に分かれて集合しましだ。というの

い出作りの場所にするのは、私だち大人の責任だな、

も、第 2 回目に講師として出てくださった山村さん

などと考えさせられましだ。

の昭びかけで、北j司原自治会といっしょに清掃をす
ることになっだからです。さらに、ここ+叡年川に

最後に、小笠原豊さんのミ二環憤教育です。変装

入って帰降することもなかったそうなのですが、今

あり、アニメのキャラクターを用いたパソコンでの

回の講座をきっ力、けに、「やはり川の中にも入り、年

プレゼンありと、子どもたちに大うけの環境学習と

に 1 度くらいは徹底的に帰隙をしよう」ということ

なりましだ。本人いわく、「やっぱり環境問題のよう

にもなったのでした。伊丹市役所からは、ゴミ袋・

な堅苦しい話には、楽しく取り組んでいくことが一

軍手・ゴミ回収車の手配・ボランティア保険の加入

番大切なんだなあ」。

などの協力もいただき、みなさんのフットワークの

よさに感激したりもしました。

駄六川のいま・むかし
第 1 日目とは年齢差が 50 歳以上もある講師の方

川掃院の原則は、下流から始めることです。なぜ

に登場していただきましだ。昔から駄六川を知る、

かというと、川は上流から下流に流れるので、上流

新田四郎さんと山村敏之さんに、 u六川にまつわる

から始めて川に入ってしまうと、下流の水がにごっ

エピソードなど貴重なお話をいただきました。新田

て帰隙ができなくなるからです。川の中に入りたい

さんは今と、昔の蹴六川の写真をくらべながら、ご

人は川の中に、川岸のゴミを姶う人は川岸に、川の

自身が親しんでこられた鼠六川の思い出を語ってく

なかのゴミを引き上げる人は堤防で待機して、とそ

ださいまし疋。北潤原自治会長である山村さんには、

れぞれに分担をしながら掃隙は始まりましだ。

駐六川の名前の由来や当時の産業や伊丹の姿などに

驚いたことに、川の中から自転車が出るわでるわ。
水の中に長時間服置されているのですから、さびさ

ついてお話していただきました。
駄六川もかつてはホタルが飛び交い、子どもだち

びのくす鉄状態にはなっていますが、
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1 0 台近くの

みんな子どちの頃は、It六川で遊んだものなんだ。

首の猷六川には、こんな簡易な本橋が架かっていた 。
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自転車を引き上げだでレょうか。自転車を盗んで要
らなくなったら川に捨てるらしいとのこと。いった

そして、私たちは蹴六川を救うことができたのか、
というテーマに関しては、

いだれがそんなことをするのでしょう。

川そうじをしたことで、自分の川になつだよう

事前の予行演習でも気がついていたように、ビニ

な気がして、ゴミが落ちていたりすると拾って

ール袋のゴミ、空き缶、ペットボトルは大きな車道

しまう

に近い所で多くみられまレた。川の急な流れを止め

川に愛称を柑けたら、鼠六川をちっと皐近に感

るための堰が、逆にゴミの流れを止めてしまい、ゴ

じる人が増えて、きれいになると思う

ミの堰をつくってしまっていました。当初、燃える

川に親しめるように故修工事をすることで、川

ゴミ、不燃ごみ、空き缶などに分別して帰障をする

はよみがえる、親しむ人が僧えると汚れない

はすだったのですが、とても不可能な有横でした。

自慢できるような川になるといいと思う

川帰除の参加者は約 200 人。伊丹小学校と緑E

、、ー

川下りや釣り大会のようなイベントをおこなう

小学校の子どちさんや先生がたち来てくれました。

ことで、川が親しみゃすくなる

さまざまの人たちが汗を流レ、川を I~\のふるさとに

tt六川物語を作る

しようとがんばりました。その甲斐あって、ゴミを

というような意見がでました。今回は鼠六川を救う

取り除かれた川は清流となったのでした。といって

きっかけになり得だ、継続しもっと多くの人を昭び

も、 2 日ちたてばまたゴミが川に鎗てられ、雨が降

込むことで、 lt六川を教うことができる、とまとめ

れば上流力、らゴミが運ばれて元の木阿弥に帰すので

ましだ。

したが。
駄六川を教え E で得たもの
11 時帰除報告会

この連続講座では参加者を多額叡えることができ

川帰路から約 1 力月後になりまレたが、川帰際の

ましだ。小学校、

PTA 、自治会、市役所、教育関

報告会と講座全体の締めくくりの話し合いをもちま

係者。みなさん、この地鼠に関係のある人だちです

した。

が、おE いに行き来があつだわけではありません。

駐六川を中山にして、その人たちが集い、活動を共

報告された内容は、次のようなちのでした。

現代社会らレいゴミが多かったくドリンクの空

にしたのです。やはり参加者の地鼠の宝ちのに対す

き缶やコンビ二の袋など〉

る山がみなを集めたのだと思います。伊丹まちづく

緑ヶ E 公園の朽木が流れを堰き止め、そこがゴ

り会議がみなのI~\ をつなぐ接着剤になった、と自負

ミの溜まり揚になっている

しています。

国道 1 71 号や産業道路の車からゴミが捨てら
れることが多いのではないか

また、この講座への参加経験を外ヘ発信レていだ

伊丹市では下水道の整備が 99% になっている

だくこともできました。北淘原自治会長の山柑さん

から、生活廃水は川には流れ込まないはすなの

は、自治会の人たちに献六川をもっと皐近に感じる

に、臭い

呼びかけをしてくださいました。また、総合教育セ

土手がコンクリートで覆われているだめに、植

ンターの畑井克彦さん(現在は伊丹市立高校教諭)

物が育たす、殺風景になっている

は、市民生活と IT の関わりを考えるフォーラムの

JR 駅近くになると川幅が広くなり、 j司川護岸が

中で、「鼠六川を救え!プロジェクト」を取り上げ、

完備されていて、川が見えないので愛着がわか

地鼠に聞かれだ総合学習が「知識を価値ある智に変

ない

える」と発表されまレた。

川底にヘドロが溜まっていて、それが臭い
トンボが卵を産んでいた

魚がたくさんいた

私たちがやりたかったことは、新たなネットワー
クを作ること、縦のつながりではなく、伊丹をもっ
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意外と楽しい川掃隊、きれいにしだら鼠六川ち喜ぶだろう。

川掃除の後には、要所要所にごみの山ができましだ。
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と好きになろうという昭びかけに賛同できる多くの

駄六川を救え!

2003

人をつなぐことです。つながつだ人たち(市民〉が

7 月に植えたコスモスはやがて種を作り、来年の

自主的に行動して、それがやがて大きな力を生み出

蔓ごろにはまた美しい括を見せてくれることでしょ

していく、そして伊丹がどんどん楽しくなっていく

う。私たちの活動ち無理をしないで楽しく連綿と続

過程を身をもって体験することです。そのためのイ

いていってほしいと思います。

ベント作りや仕掛けを、これからもどんどん打ち出

でも、まちづくり会議は環境団体でち、掃隙サー

ビス団体でちありません。人と人をつないで、伊丹

して行きたいと思っています。

で楽しむことを提案していく団体です。伊丹市内で
駄六 JII を救え!

2002

叡少ない自然をどう楽しむか、楽しむだめには行政

2002 年の今年は出足が遅れ、 u六川プロジェ
クトは市内一斉清掃の 7 月 1 4 日が第一日目となっ

にどのような協働を提案すればいいのか、それが 2
003 年の課題です。

てしまいましだ。昨年に引き続き、北淘原自治会の

世代を超えだ交流、地域を巻き込んだイベント、

みなさんと一緒にダイヤモンドシティのあたりから

行政との協圏、 u六川をステージにどのように企画

川に入りましだ。昨年一度川底をさらえているため

していくか、それが課題です。

に、自転車やゴミは思いのほか少なく、人が多すぎ
るような気ちしだくらいです。
1 時間ほどで自治会の人々と離れ、北園地区の提
防に向かいましだ。この地区では、取六川の川幅も
狭く、水量ち少なく、土手は 3 面コンクリート護岸

で覆われてはいるものの、敵歩道はまだ草が生い茂
る土のままです。そこに今年はコスモスを植えよう

という計画をしていましだ。まちづくり会議のメン
j "iーが育てだコスモス苗を、市役所の人が草刈をし
てくれていたあとに一本一本植えていきましだ。

今年の夏は猛暑・少雨でしだので、コスモスの生

育は危ぶまれましたが、毎日水遭りを続けました。
水遭りにいけないメンバーちコスモスのことを気に

かけ、まちづくり会議のメーリングリストは、コス
モスの話題が飛び交っていましだ。コスモスの芯が

1 輪咲いだといっては、写真をアップし、男ごろだ

といってはまた写真をアップする。コスモスを核に
みんなのIß\がまた駐六川に集まっていきました。

2002 年の駐六川プロジェクトのテーマは「猷
六川をデザインする」とし、県の;司川管理担当の方

や地域のみなさんと甑六川のあり方、楽しみ方につ

いて考え、イベントを灯ち上げよう!と考えていだ
のでしだが、準備時聞が足りす、結局今年のu六川

プロジェクトは掃隙とコスモス栽活で終わってしま
いました。
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ゴミのそばを歩くアオサギ、鼠六川を救え!

咲いてくれてありがとう、取六川の土手のコスモス。
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30 年前、ヒメボタルが大発生

第 4 章まちのムーブメン卜

昭和 48 年 (1973) 5 月 30 日の新聞報道で
は、公害の町として知られていた伊丹市に、突然お

ヒメポタル(再開発の光と影)

こったホタル騒ぎが報じられている。

佐藤重子
あーす・いたみ事務局

一躍有名になった観賞ポイントの旧地名は「雲正

の下」、誰でもホタル=水辺と思うだろうが、ここは
川と関係なく、

JR 伊丹西側まで続く伊丹段E 一帯

の緑地だった。
身近なところでホタルが観られるとあって、多く
の親子連れが網を手に押し寄せた。余りの多さに関
係者は、君、濯、保護柵を作ったり、マナーを即びか
ける看板を作ったりしたほどだった。

当時人々の前に初登蝿したホタルは、今までよく

知られていたゲンジ、へイケとは生態が全く異なり、
生涯を陸で薯らし、強くせわしなく求愛信号を繰り

返し発信させるヒメボタルだった。しかちメスは飛
べないので生息地は限られる。年によって観察数は
増減するが、最盛期にはホタルツリー(ルミナリ工〉

が見られることちある。ヒメボタルの登蝿は全国的
に話題を提供した 。

駅前再開発で消える週E命
だが、このヒメポタル観賞ち残意ながら続かなか
った 。 一帯は再開発計画地域なので、生息地もいす

れ大きく破壊される。保護策として公園への生息地

移転などが試みられたそうだが実らなかったらしい。
1975 年から再開発事業が始まり、

1988 年

には完成。今、駅を降り立つと緑が濃かった、かつ
ての長閑な地方都市の風景は、高層ビルが費える東
側の五関口にと、すっ力、り撮変わりした 。

ヒメボタルは生きているか
2000 年 5 月、以前のホタルの生息地だった段
E の石垣には、まだ「僅かにヒメボタルが生き続け
ている」と闘いだので早速ウォッチングにいってみ
た 。 するとかろうじて開発工事から外れていた所に

ピ力ッと光る獄匹を確認した 。 ご近所の方に聞くと

「確かにまだ生きている、子どちにち見せている。 」
とのことであった。

しかしその後、生息地に欠かせない木陰をつくっ
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民 1l の近くを鮮れなして飛びかうホタル

，

ト ェ
日付】大国民法の一白隣、タル保存編きが出ア\yジ
国鉄山佃知山総伊丹駅前の住宅街民団慣山田音も忘れるほどり
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院「
がい
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鮮呼んでい司令
ll
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伊
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生 5将‘?ちo毎B

異
常
発

で

ごろから少し減った。

一方余ともいわれたが、二十五日

時半から十時過ぎにかげて光の乱
舞。十一時ごろに梢える。その歎

毎晩八時ごろから党り始め、

枚、一ト河阪方面から毎回目二十
三十人と見物に押しかりだ。

園田い煩い宮市が走っている。
うおさを聞き、岡市桜ゲ丘や抗

。伺週刊側副賞申失郎に
閃かれた。伊け巾ではにわかだ
にホ

ぽ句、百
M催れた属鉱にも山川込ん
ホタルり光交の肖」と句会まで

丹

恋む凶器剃ぶりてきから初。光の解れは約三一
O日
ま一
自の
も見切人が仰しかげ「乱れ郷う空間岨西側
高斜
さ面
十をはいの
Mの
M

〈国鉄伊丹駅近くで 29 日夜〉

世の中、暗いから?

ていた.大きな木が切られてしまった。度重なるダ

2002 年

メージをかいくぐり、懸命に生き延びていたヒメポ

あーす・会員へは全員ウォッチインク
参加を昭びかける。

タルであるのに、ちうダメかも知れない。そう思う
と残意でならない。

3 年前から北摂を中，~\にヒメポタルの保護に取り
組むネットワークに加入している。毎年各地区持ち

ホタル騒ぎ以降、すっとライフワークとしてヒメ
ポタル研究に訂ち込んでこられた、田村先生によれ
ば、

「郷町にはまだいると思う。今年、

回りで「ヒメポタルサミット」が開かれているので、
それにも参加、情報交換している。

2002 年

は男ていなし 1 が、これまで僅かすつではあるが発生

しているロ環境が特に変わっていないので棲息して
いると思う。」とのことだが。

ホタルの棲息環境を守ろう

毎年ヒメポタルのデビューは 5 月の連体ごろで、
ピークは約 2 週間後、風の無い気温 20 度前後頃、
ホタルツリーが見られる。夜 8 時頃に第一次ピーク、

あーす・いたみの活動経過

その後の時間帯の観測データーは無い。

1994 年公民館主催講座地理市民聾終了生を

今までのリサーチでは、隣の方は静かにそっと見

中山に地元密着型の活動を目指すグル

守ってやりたいという意向が強い。地権者や地慢の

ープ「あーす・いだみ」を結成。

リーダーの方尽は「こんな身近に陸生のホタルを観

ツバメの成育調査。ヒメポタルの生息

たのは初めてJ という感想が多い。

1997 年

地調べ。
1998 年

昆虫館より瀧池小学校の国柑先生を紹

小粒だ力t強い光を発し、ラブコールを繰り返すヒ

介していただいた。先生は市内の生物

メポタル。かつての閑かな伊丹の町の名物。あちら

研究グループ「伊丹昆虫友の会」に所

こちらで見られたそうだが、檀息燭所は開発によっ

属され、昆虫の生態研究等について長

て殆ど失われ、今はポツンポツンとした、点でしか

年取り組まれ、特にヒメポタルの人工

残っていない。

悶育の取り組みについては、大きな成

私達がヒメポタルから得られた感動を次世代に引

果を挙げられていた。

き鯉ぐためにも、この地がこのまま保惇されること

私達は先生より、市内では数少ないヒ

を!

メポタル自生地や、その生簡について

返す穏にと願って止まない。

指導していただいた。皐近に残ってい
て、初めて観られた陸棲のホタルにす
っかり魅せられた。私達は「何とかし

てこのまま残したい」と強く感じ、以
後多方面のご指導をいただきながら、
基嘩資料の限集や、このフィールドで
の観察を続けることになった。
1999 年簡単な調査方法(発光数調べ〉で毎年
5 月の連休が明ける頃から、約一ヶ月

間複数の会員が力ウンターを手に、気

象データー・周辺環境ウォッチングを
続ける。

2001 年地権者・地元リーダーに保護への理解

を深めてちらう為に現地ヘご招待。
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また、僅かに生き残っている所は、再び盛り

E寝窃冒頭191mヨ

池田・人と自然の会/今綬書代子氏温影

黒の逆三角形

3

2

二節が光る

オス

メス

ECE 通商彦到喧画読富岡
ヘイケポタル

ゲンジボタル
大きさ
すみか

幼虫の工サ

18mm
15mm

メス

オス

メス

オス

12mm
10mm

ヒメポタル
メス
オス

7mm
9mm

きれいな小川、用水路

水田、用水路、小川

高原、平地、鐙木林

カワニナ

ヒメタニシ、ヒメモノア

オカチョウジガイ、
キセルガイなど

ラガイザカマキガイなど

光りかた

いつぜいにゆっくり

別々に尾をヲ l くように

ストロポ光

発生時期

6月上旬 -6月下旬

6月中旬 -7月

5月中旬 -6 月上旬

産卵数

400-1000個

70-100個

50-100個

-a豆町蕗ヨ』唖個嗣町4
ヒメボタルは「ゲンジボタル J や「へイケボタル」より小型で大きさは 7-9mm
程度しかなく、陸生で幼虫時も陸生の巻員(カタツムリ・キセルガイ等)を餌

にして成長します。
分布は本州・四国・九州などの山地で、 6 月下旬 -8 月上旬に発生すると
言われています。平地である吹田市の千里山田緑地や佐井寺では 5 月中
頃 -6 月中頃とやや早く発生し、竹やぷや雑木林の中で「ピカッ」と強いスト
ロボ光を放っています。
メスは「期ぶための翼 J (後期)がなく移動する範囲が狭く、卵は一度に 50個

-100個前後産み、産卵後まもなく死んで‘しまいます。従って繁殖力は弱いと
思われ、急激な環境の変化には対応できずに絶滅することも考えられます。

EE温Z彊Eヨ

飛期

g 勺人

産卵
~f..~.

踊

瞬化
‘

終令幼虫
一令幼虫

はじめに

第 4 章まちのムーブメント

本稿は、 2001 年の伊丹市委託研究事業として、

伊丹市 PTA 連合会の協力を得て、伊丹まちづくり

オ卜コが入れば地域が変わる

会議が実施した、アンケート調査の掠粋及び要約で
ある。

-PTA活動への男性参加についてー

アンケートの詳細については、『オトコが入れば地

域が変わる、オトコち変わる -PTA 活動への男性

伊丹まちづくり会議

参加についてー』、という問子にまとめているので、

参考にしていただきたい。

間査の概要、回収率

調査目的は、

PTA 活動への男性参加という切り

口から、地域活動における性別役割の実態を明らか
にし、今後の展望を得ることである。

調査対象は、伊丹市内の公立小学校 2 年生と 5 年
生の保護者と、伊丹市内の公立小学校・中学校の P
TA 執行部とした。

回収率は、公立小学校の保護者を対象に 3680
枚の調査用紙を配布し 1352 枝を回収、回収率は

37%である。 PTA 執行部対象の調査では、小学
校 1 7 枝に配布し 1 5 校が回答し、中学校 7 校に配
布し 7 校が回答した。

役員は女性、会長は男性
PTA 役員の経験者は、女性の 57%、男性の 2%

で、圧倒的に女性主体の活動であるという結果が出
疋。

保護者対象アンケートでは、 rPTA 活動に男性の
参加は脳要だと思いますか ?J という間いに対して、

男性の 49%、女性の 72%、合計で 60%の人が
必要であると答えている。
しかし、現実の執行部の過去 5 年間の役員構成は、

小学校の 77%、中学校の 82%が女性であり、会
畏臓に限って調べると、小学枝の 84%、中学校の

97%が男性である、という結果となった。
大半の保護者が PTA 活動に男性参加が必要であ
ると考えているのに、なぜ、現実の執行部の活動を

ほとんど女性が担っているのだろう。なぜ、会長に
は男性が多いのだろう。
?ンケート結果や自由記入欄から次のような活動
実態が見えてきた。

ワb

'
'
A

l 阿 A 活動への男性参加に ~-:~L-).-~~- .
:

アンケー卜

集計結果

盟 あなたは PTA 役員を射たことがありますか?

a

s

a
三同::

いい

pit.h

引き受けた
ことがある

lLITIJ二ITTT

ノ'

今後引き受
てもいい

¥ 66%

川刈酬l僻 12%

18%

引き受ける

引き受ける気はない

気はない

今後引き受 I
てもいい

女性の半数以上の 57% が「引き受けたことがある」と答えている.それに対して男性はわずか
2%。

女性は f今後引き受けてもいい」と合わせると、少なくとも 75% が復員として PTA に関わる
一方、男性は、引き受ける気がない人が 66')仇
PTA が女性中心の活動であることは、数字の上でも明白となった.

ただ、男性への設問で「今後引き受けてもいい J が 6% という結果は、やはり少数という意見
と現状の PTA 活動からみれば希望が持てるという意見に分かれた。

窟

あなたは仕事を持っておられますか?

•

S

はい

(正社員・聴員)

s

11%
はい

(自営業)

はい
、.，

業

白回

営

/'
t

(正社員・臓員)

お

(パート・アルバイト)

はい

6

0% 司・・F

%、

はい

70%

36%

(パート・

アルバイト)

アルバイト)

この設問は仕事の有無や雇用形態、蟻種によって PTA 活動に参加しにくい要因となっている
ものを明らかにするために尋ねた。女性の就業率は、パート
と高く、

アルバイトを含めて約半数の 52%

PTA 活動が平日の昼間に行われていることへの意見が多数を占めた。
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1.活動内容が家事の延長である

どれも母親が家庭で行っている仕事の延長のよう

2. 行政主催行事の動員が多すぎる

な内密である。活動内容にジエンダーによる片寄り

3. 活動時間帯が平日の昼間である

も感じられる。

活動内容に意義や魅力が感じられないという声は

4. 性別役割分業意識が残っている

5. 活動内容が二一ズにあっていない

多い。回答者の意見を少し紹介しておこう。

「前年までの慣例など、活動が義務的に行われてい

以下、少し詳しく考えていきたい。

る。」

「活動内容が多い割には雑用程度、これでほんまに

活動内容が憲司E の延長である
PTA の活動は、何年ち変更されることなく綿々
と引き継がれているものが多い。

良いのですか。」
「毎年同じことの繰り返し、ちっとスリム化して内

1.ベルマーク集め

容・時間とも削れるところは削らないと、役員の荷

中学校よりも小学校で主に行われている。児童た
ちが集めたベルマークを、役員が学校で点線に沿っ
て丁寧に切り取り、メーカー別に集計して商昂と交

が重すぎる。」
「講演会などの動員は、ほとんど役員ではないか?

意味があるのか ?J

慢する手続きを行う。

「子どもの数が減りつつある昨今、これまでどおり

2. 運動会の手伝い

の活動内容をだだ引き継ぐだけでは、負担ばかりが

運動会の当日は、児童生徒よりも早く登校し、来

増えると思う。 J

場者の駐輔蝿の確保、自転車の整理、湯茶の接待な

行政主催行司Eの動員が多すぎる

どを行う。

PTA 活動の申で大きな比重を占めるちのに、動

3. 社会見学

パスを借り上げ、 00 の里とか 00 のE などが目

員がある。伊丹市や兵庫県など行政機聞が主催する

的地になる慰安旅行のようなケースが多い。参加費

講演会や式典に、伊丹市 PTA 連合会を通じて、各

に対して PTA 会費から補闘がでることもある。

学校の役員に出席を要請するものである。

4. 廃昂回収

年度の実態をあげてみよう。数字は月日である。

2000

平日の朝、回収場所に立ち番をする。回収の車が

6

来るのは、午前 9 時前後である。

05 ・ 1

5. 教師との親睦会

05 ・ 23

代議員会・新旧懇親会

06.06

第 1 回小学生部会・中学生部会

06 ・ 22

伊丹市同和鞍育研究会 PTA 部会全体

ソフトポールやバレーボールなど運動をしたり、

お茶会をしたり。平日の集まりが多いため、参加者
集めに苦労レ結局役員に動員がかかる。

新旧甑大理事会

研修会
07 ・ 1

0

学校保健研修会

07 ・ 1

1

社会を明るくする運動

期前に取り付ける。

07 ・ 1

3

伊丹市同和教育研究会全体研修会

7.

07 ・ 1

7

全市一斉愛護パトロール

6. カーテン洗濯

学期末に教室のカーテンをはすし、洗濯して新学

トイレ帰隙

子どもたちだけでは清潔にならないので、夏休み

08 ・ 07

阪神地区間和教育研究大会

などに役員が出て行って、薬昂などを使い徹底的に

08 ・ 08

阪神地区間和教育研究大会

掃除を行う

08 ・ 23

地鼠別人権啓発講座

8. 朝の旗当番

08 ・ 24

地鼠別人権啓発講座

09 ・ 07

広報セミナー

登校時に横断歩道で旗を持ち、子どもの安全を確
保する。

09 ・ 1

0

伊丹市「家庭の日 J 実施キャンペーン

09 ・ 1

4

第 14 回文化講演会

‑1
1
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PTA 活動に男性の参加は必要だと思いますか?

e

e

s

無回答

はい

無回答

49%

26%

無回答

12ヘ下

19%

いいえ

16%

いいえ

はい

25%

72%

PTA 活動への男性参加の必要性について、男性の約半数

女性の 72% が肯定している。

必要な理由をみてみると、多様な視点からの意見・アイデアの集約や硬直化している組織の改

革への期待・性役割の解消や男女がともに子育てに関わることの必要性が大多数である。
また、「必要がない」との理由をみてみると、男女ともに「仕事のため無理」という意見が半数

以上で現状の母親中心の活動で良いを加えると 80% を越える。
男性の仕事については、男女ともに参加しにくい状況に理解が示されており、女性の仕事には

配慮されていない現状とも合わせ、棋強い性別役割意議が感じられる。

睦 男性が PTA 活動に参加しにくい要因は何ですか?

a

女性が大多数なので@

2%

その他

焦回答

3%
30% 9%

9%
PTA(こ

興味、

8%

s

無回答
その

関心が

女性が

女性が

大多数

大多数

なので
入りに

なので

Fhd

%

'
7

一回目
HA

円J'

~adqん
+

汗は μ

温伽

日=

。を

平一目

がな

聞も

心て

57

24%

入りに

もて

くい

ない

平日の昼間は仕事を休めない

くい

57%
平日の昼間は仕事を休めない

ここでもやはり、仕事が休めないがトップで半数以上を占めている。
「女性が多数なので入りにくい」という設問に対しては、女性が 30%、男性が 17% で、女性が

思うほど男性は意識していないことがうかがえる。
「興味・関心がな L \J は、男性が 4% と少ないが、この設問のみならず男性の無回答の割合が非
常に高く (13% ~ 23%) 、これこそ興味・関心のないことの現れではないだろうか。

'aEA

「「
d

'lA

09 ・ 1

9

伊丹市同和教育研究会 PTA 代表者会

ないだろうか。平日昼間の時間帯では、男性(父親〉

議

の参加を求めるのは難しいだろう。

10

・ 06

家庭教育市民フォーラム

10

・ 07

体育の日の集いの準備

担が大きい」の 49%である。 PTA 活動に動員が

10

・ 08

体育の日の集い、入場行進・模擁店

加算されることで役員の負担は倍増する。本当に必

10

・ 1

家庭教育セミナー「お母さんからのメ

要な動員なのかどうか、動員しなければ人数力T確保

ッセージJ

できない催しに意義はあるのか、疑問を寄せる回答

5

10 ・ 27

伊丹市 PTA 連合会、

PTA 活動が敏遭される理由の 1 番は「役員の負

50 周年記志式

者は多い。

典・祝賀会

10

・ 30

11

・ 1

11

・ 1

5
5

11.17

身障懇街頭募金参加

活動時間帯が平日の昼間である

兵庫県中学枝長研究協議会阪神大会の

最近の運営委員会は、会長が出席できるように、

手伝い

土曜日の午前中の開催が増えていると聞く。しかし

日本 PTA 全国協議会、ブロック研究

PTA 役員の会合や仕事は、平日の午前中、子どち

大会

が学校に行っている時間帯が多い。アンケートでは

JC 青少年フ万一ラム

女性の 52%が働いていると回答している。働く女

11 ・ 1 9 伊丹市同和教育研究会勉強会

性が多くなっているのに何十年ち変わらすこの時間

11

・ 1

帯になる理由は伺だろうか。

11
11

・ 20

膏少年健全育成研修会

子どもが学校ヘ行っている時間にやるのが当然。

・ 22

同和教育講座

母親の出やすい時間帯にするのがよい。

11

・ 27

同和教育講座

仕事をしていてもパートだからいつでも体める

11

・ 28

教育憩説会

だろう。

12

・ 09

同和教育講座

フルタイムで働いていても、役員になれば休暇

9

伊丹市同和教育研究喜代表者会議

12 ・ 1 9 全市一斉パトロール

を取って出席するのが当然だろう。

01 ・ 09

新年E礼会

子どものことや学校のことは、父親が出なくて

も母親がでれば充分だろう。

01 ・ 1

6

家庭教育セミナー

01 ・ 1

7

兵庫県新聞教育研究大会

・・そんな意識が働いているのでは。母親は働

02.02

伊丹市同和教育研究大会

いていないのが普通、子どものことはお母さんがす

02 ・ 05

伊丹市学枝保健研究協議大会

るのがあだりまえ、という活動になっているのでは

中学枝部会「楽しく語ろう親と子の座

ないだろうか。

02 ・ 1

6

説会」

02 ・ 20

ご飯飴食推進フ万一ラム

02 ・ 22

伊丹同和教育研究会 PTA 部会代表者

活動時間の見直しを求める声をいくつか紹介して
おこう。

「土曜休みの方ち多いと思いますので、活動日を土

会議

02.22

兵庫県 PTA 協議会、

02 ・ 25

家庭教育セミナー

50 周年式典

曜日にすると参加できると思います。」

「平日に催し物が多く働く人が参加できない。」
「役員会がウィークデーの午前中では働く人が参加

懇親会やE 礼会を除けば、すべて平日の目中に開
催されている。

PTA 活動に上棄せしてこれだけの

動員がある。
主催者である行政内部に、

できない。夜でもいいと思います。」
「仕事の都合をつけながら役員の活動に参加しまし

たが、平日(それも同じ曜日・同じ時間帯)の会議。
PTA 役員は昼間に時

こちらの都合がつかない置日の活動など苦労しまし

間のある母親の仕事であるという意識があるのでは

た。他の役員の方たちにご迷惑をおかけしました。」
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PTA 活動が敬遠される理由は何だと思われますか?

e熊回答

(女性のみ)
関宮守‘耐凶圃""国語・

活動内容に意議・鮭力が

4%

12%

感じられない

その他

11%

24%
活動システム
(時間帯や場所)

49%
役員の負担が

に問題がある

大きい

全体でみると半数が投割の負担の大きさ、 4 分の 1 が活動システムをあげているが、設問 2 と
クロス集計すると、就労状況と PTA 活動の問題点が浮き彫りになる。

鰻聡→自営業→パート→正社員

平日の昼間の都合がつきにくい人ほど活動システム(主に

時間帯}のポイントが高くなり、逆に、正社員→パート→自営業→無職
ど、役員の負担の大きさや、活動に意義・魅力が感じられない
自由記述調からは

時間の融通のきく人ほ

のポイントが高くなる。

さらに具体的な課題が読みとれる。

口活動内容

活動のマンネリ化と動員を含め一つ一つの活動の必要性の見直しを求める声が非常に多い。
口活動時間

仕事を持つ女性は、平日昼間の活動がネックになっているー方、主婦専業の女性からは子供
が学按に行っている聞の活動が望まれている.それぞれ仕事の両立、家鹿との両立が課題と
なっている.
口伝員負担

役員のみの活動になっているため、学校に出向く回数、時間ともに負担が大きい。
役員以外の会員は無関心で協力を得られていない。
口その他

役員カ敬遠されるあまり役員選出時に陰険なムードになるなど保護者聞の人間関係を悪くする。
人前に出るのが苦手など個々の個性が配慮されなかったり、特技や特性が発揮されにくい
動員などの仕事がかなりあるうえに、役員だけで分担するために、役員の負担が大きいという

のは、仕事の有無に関わらず指摘されている。
負担が大きいからこそ仕事との両立が難しい。そこで仕事を持つ女性は、役員を拒否したり引
き受けても十分に活動できない。そのしわ寄せが専業主婦の負担になる。

「そうそう仕事は休めない J r 私たちにばかり押しつけられる」

PTA 活動を巡っては、仕事を持つ女性と持たない女性が対立しがちであるが、アンケ一卜結
果からも対立を生むものがみえてくる。それとともに実際の担い手からの声として PTA の抱える
課題が網羅されている
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「働く母親が増えている今、活動時間や内容を見直
すべきです。」

に陵悪なムードになり、仲良くする気持ちをなくし
てしまう・

母親はかくあるべきという思いが、
性別役割分業意副院が;残っている

PTA という

活動を、伺か息苦しいちのにしている。

男性が会長になることの理由について、「男性が会
長をするのが慣例である」と「組織のリーダーは男

活動肉容がニーズにあっていない

性の方がうまくいく」との合計回答が小学校の執行

母親が子育てをするもの、母親が PTA 活動をす

部では 88%、中学校の執行部では 89% と、非常

るもの、という意識で PTA 活動が行われると活動

に高い値で返ってきた。

内容に偏りが生じてくる。社会システムや家族のあ

男性のリーダーがよいと考えるのは、男性がリー
ダーに向いている、女性は実醸の仕事をこなす〈裏

り方がさまざまに変化しているのに、専業主婦中山
の PTA 組織であったころの活動を続けている。

方)が向いているという性別役割分業意識が残って

女性向けの内容では父親の参加は期待できない。

いるせいだろう。男性の視点は普通の PTA 活動に

活動が誤楽や奉仕ばかりだと、役員以外の参加が得

こそ反映されるべきであるのに、「男性が主・女性は

られす強制動員になってしまう。前例踏襲は楽だろ

従」という固定観怠にしばられている。

うが、会員のニーズをつかんでいないという点で、

女性はリーダーに向いていない、組織を運営して

すでに受け入れられなくなっている。

いく力がないと考えるから会長に推薦されてち辞退

いま、親が子どちのためにしてやりだいことは、

する女性が多く、そのだめに男性の会長が続くのか

社会見学や奉仕活動ではないだろう。教育について

ちしれない。

教師や保護者と意見を交流する、崩捜しかかってい

る学級をどうするか、イジメがあればどのように解
男性・女性の合計で 60%の人が、

PTA の父親

決するのか、ちっともっと教育の本質に近いところ

参加が必要と考えているが、男性の 57%の人が、

の問題を話し合いだいと思っているのではないだろ

平日の昼間は仕事を休めないから参加しにくいと答

うか。

えている。

働く母親の蝿合はどうだろうか。役員選出の際に、

働く女性の仕事と役員との両立は大変だと考えてい

回答者の声を少し治ってみよう。

「ますます女性の社会進出が進むなか、役員活動が

PTA の仕事や子どもの

専業主婦を対象にしているようではダメだと思う。」

ことは、どういう状況であれ母親がすべきであると

rpTA は子どもの学校へやっている時間に行なう

るだろうか。女性の中に、

いう意識があるのではないだろうか。

ちの、こういつだ呪縛から擁けないと PTA を変え

母親が子どものことをやってあたりまえ、という

ることはできないと思う。」

考えに縛られているから、新学期の役員決めの時聞

「役員の負担・選出方法・システム等を再考しなけ

は針のムシロになる。フルタイムの仕事だからと言

れば PTA 活動自体が理解されなくなる恐れがある

おうものなら、「無責圧な親」とばかりの視線を受け、

のではないでしょうか ?J

結局は変な平等主義に基づいだくじ引きに強制的に

参加さぜられる。

さて、

不運にち役員に当たり、仕事のために役員活動が

ここまで読んでいだだき誠にありがとうございま

できないと「母親のくぜに」という声が出る。役員

した。この文章の続き〈これからの PTA 活動のあ

に当たった人は仕方なく体眠をとって役員の仕事を

り方について)は、ご家庭で地鼠で話し合われるこ

こなすが、肝lèJ\の自分の子どもの参観や行事の時に

とを強く希望して、本稿のまとめとします。

は休みがとれない。

1 年間、子どもの保護者として

一緒に活動していく人だちが、役員決めをきっかけ

‑118‑

rPTA 活動に男性の参加は必要だと思いますか ?J という質問の夫婦問の関係

，

YJtJ
412・81

回日

答%

鐙…:

a いいえ S いいえ

10%

s いいえ S はい

臨

女性の 『仕事の有無』

a

s はい S はい

3%

12%

s はい S いいえ

と rPTA 役員が敬遠される理由』の関係

仕事を持っている

仕事を持っている

(正社員・醸員)

(パート・アルバイト)
にがい

10%

重感

2%

容力な
内鯵れ
動・ら
活穣じ

%
a
u

無回答
その他

無回答

3%

その他

11%

11% 活動内容に
意義・魅力が

感じられない

30%

38%
活動システム

42%

(時間帯やt曇所)

在員の負担が

に問題がある

大きい

活動システム

大きい

仕事を持っていない

(自営業}

にがい

内魅れ

容力な

重感

意義・魅力が

動・ら
活義じ

無回答

12% 活動内容に

%
4

5

役員の負担が

に問題がある

仕事を持っている

篠田筈

45%

(時間帯や場所)

感じられない

24%

50%

17%

活動システム

役員の負担が

活動システム

(時間帯や場所)

大きい

(時間帯や場所)

に問題がある

に問題がある

53%
役員の負担が

大きい

アンケー卜から伺える現状の PTA 活動における役員の参加する時間帯などを考えると、有職者

では無理なことが多く、そういったことから仕事を持たない母親はより大きな負担を負うことに
なる。
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1. P T A 活動の現状

第 4 章まちのムーブメント

執行部遭出

理事部の役員から本人の意思に関係なく選ばれ

た選考委員が、日夜校区内を駆けすり回り、脈のあ

ボランティアの PTA を

る人材を口説き落とす。

役員遅出

始めませんか?

4 月最初の参観日のあと強制的に保護者を集め、
役員を募る。通常は出欠席や家庭事情に関係なく、

伊丹市立桜台小学校平成 9 年度 PTA会長

くじで決める。

運営

猪俣大

前年度及び本年度執行部が決めた予算や予定に
沿って活動。毎月行われる運営委員会は連合 PTA
からの通達や強制動員に終始。

ボランティアとは名ばかりの無償の強制労働で
あり、役員に積極的な姿勢を求めるのは無理。一般
会員側、学枝側双方から隔たりがあり、また各部が

孤立しており、子供達や一般会員からの要望や聞い
に答えるのは不司能。

2.

今後の展望

学校側から軽んじられ、会員からも信頼されてい

ない現在の PTA 組織を存続する意味や価値はどこ
にも見出せない。日本最大のボランティア団体とい
う利用価値はあるだろうが。

3.
①

司l:革薫
役員遅出

原則立候補。複数であれば選挙。一人であってち

活動方針を全会員に伝え、投票。委任状は認めない。

役員が選ばれなければ廃部、ちしくは PTA 解散。
②

予算編成
各部新役員が活動計画及び予算請求を執行部に

握出した上で決定。
③

全会員との相互情報伝達
IT 按術等を用い、全会員により確実に情報を伝達

する。また HP 等を用いて窓口を 1 本化し、全会員
の声を広く括い、またすばやく対応する。
④

子供遣への対応

上記同僚、あらゆる情報伝達手段を用いて子供達
の声を聞き、応える。 PTA の根本でありながら、
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現状最も蔑ろにされている点。

犠牲者は無力な子供達・・・。

以上は私が桜台小学校の PTA 役員を経験して感

前例や利害関係を無視して、 Iß\から子供達のため

じた、私個人の率直な感智及び意見である。もちろ

に伺かしてやり疋い人。

ん市内すべての学校の PTA が同じ状況とは限らな

ボランティアの PTA を始めませんか?

いが、基本的に強制であり、役員に選ばれた方々は
かなりの時間的自理的負担を強いられている。

仕事にしてち勉強にしてち「強制からは伺も生ま

れないJ というのが私の持論である。もちろん、役
員になっだからにはがんばろう!という方ち少な
からすおられる。しかし前年度役員が作った、若し

くは役員になったばかりの時期に決めさせられだ
活動予定や予算に縛られていては、活動の中でいい

アイデアが浮かんでもそれを実行するのはかなり
難しい。

もう一つの問題点は、 PTA 活劃に纏わっている

のがほとんど女性ということである。昨今の不覇気
もあって、現在共働きの家庭が多い。男性は会社に
行って飲んで帰ってくれば家で大きな顔をしてい
られるが、女性が働く場合、無条件に家事と子育て
が強いられる。さらに強制的に PTA 役員に選ばれ、
「何でそんなもんひきうけたんや! J とどなられて

は立つ瀬が無い。
もちろん、家事と子育ては女性任せ的男性ばかり

ではない。しかし現状では興味があってもなかなか
情報が入ってこない、書加しだくてもできない、し
にくいのではないだろうか。では男性が積極的に参

加できるようにはどうすればよいか。
やはりメール、 HP 等 π 鏡衝の事入力T不可欠では
ないかと考える。子供が手紙をもらって帰ってきて
も、なかなか父親の目には止まらない。でち PC や

燐帯にメールがくれば手軽に読めるし、 HP があれ

ば会社からでちチェックできる。情報が伝われば興
味がわく。興味がわけば参加したくなる。参加する
なら役員でもやってやろう!という方ち出てくる。

ここで上記 3 、 al草案①に結びつくわけである。

先にも述べたように、 PTA は子供達のために存

在する。現在市内にも学級崩壊やいじめが慣行して

いるのに PTA が全く機能していなし 1学校がある。
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伊丹名物こぼれ梅

第 5 章小さな芽・大きな目

都会に住む現代人にとって身近な烏と言えば、カ

桂枝雀が愛したまち
関恒雄

伊丹まちづくり会議代表

ラス、ハトでしょうか。伊丹の場合は毘陽池の力モ

に力モメ力旬日わります。少し前までは伺といってち

スズメでした。最近このスズメを見かけることが少
なくなりました。電線に集団でとまりピーチク・パ

ーチク、庭先でちチュンチュンと鴫き、ピョンピョ
ンと飛びながら餌をかいつまんでいました。

子供のころ、鍋を伏せてツッ力工棒をして、鍋の

下に撒いだ米粒をスズメが食べにきたところを、予
めツッ力工棒に結んであったひもを引っ張るという

スズメ傑りにチャレンジしました。さつきまでたく
さんいだスズメが、この遊びを始めると一羽もいな
くなり、実際に獲物にありついたことはありません

でした。朝学校にいくと廊下に入り込んでいるスズ
メを追い掛け回してガラス窓にぶつかって落ちてき
たところを捕まえたことがあります。見だ目はふっ

くらしているのに握りしめてみると骨 11 した感触が
あったと記憶しています。

スズメを採るウラワザをご醇知でしょうか。鍋ち

いりませんし、スズメが米粒を食べにきたところを
瞬時にひちを引っ張るといつだ運動神経ちいりませ

ん。こぼれ梅と南京豆を一袋すつ準備します。伊丹
の名物であるこぼれ梅というのはみりんの絞り粕で
つくったお菓子です。南京豆はひょうだん状の皮の
ついたちのを準備します。

ます、スズメが来そうな庭一面にこぼれ梅をまき

ます。最初、スズメたちは警戒していますが、オッ
チョコチヨイのスズメが一匹ますは舞い降りてチョ
イとつまんでパタパタパタとします。次に 2 匹目が
チュチユウチユウチュウ、チョイとつまんでパタパ
タパタとします。そうしますとスズメたちの警戒山
ちとけてワァーッと降りて来てこぼれ梅を貴べます。
こぼれ梅はみりんの絞り粕ですから、そのアルコー

ルでスズメ疋ちは酔いがまわり始め、眠気を催しま

す。その時、度付き南京豆をバラバラとまきます。

「こらええ枕がきた」とスズメだちは寝始めます。
後は寝入ったところを塵取りとほうきではいて回れ

ばよいのです。

1
2
4

このウラワザはご存知のとおり藩語のネタで、

達は市立伊丹高 2 年の警に、賛成工を辞め、県立

「鷺とり」の演目の中に出てきます。私は学生のこ

伊丹高校の用務員になります。県立伊丹高、市立伊

ろ佳枝雀の噺でこれを聞いたのですが、古典芸能と

丹高、自宅を巡りながら、時には森本先生宅に「泊

ち言える藩語の中に伊丹名物が紹介されたことにピ

めて」と上がり込み、そのころ大人気のプロレスラ

ックリレました。当時私は伊丹の特産自だとか名物

ー力道山のことから死後の世界、宇宙のことまで、

なんてなんの興味もなく、こぼれ梅ち食べたことは

先生や下宿生らと議論レまレた。

なかったのですが、全国発信されたテレビの中でこ

達は後年の入門志願に森本先生に同行してもらい、

の落語が流れたことでなんだか誇らしげな気持ちに

落語家になってからは森本家に下宿レまレた。そこ

なりまレた。

で弟子を迎え、新婚生活ち送りました。「立会人」と
レて伺かにつけて森本先生を頼り、新婚旅行にち先

生が同行しまレた。

伊丹ゆかりの桂枝雀

佳枝雀が伊丹ゆかりの人だとは知っていたのです
が、市立伊丹高校の 08 であることぐらいしか知り

枝雀ゆかりの家

ませんでした。今年 (2002 年)の 4 月から 7 月

枝雀が青春時代を過ごしだ「佳枝雀ゆかりの家J

にかけて朝日新聞夕刊に「笑わせて笑わせて(桂枝

である森本先生宅が伊丹 1 丁目あたりに今ち現評レ

雀の人生 )J が連載され、政めて伊丹と桂枝雀のゆか

ているという話は聞いていたので、伊丹まちづくり

りの深さを知りまレた。

会議が 2002 年に企画した「まち歩き」で、この

以下に桂枝雀(本名は前田室。 1939 年神戸に
生まれる。

61 年神戸大学文学部を中退し、桂米朝

ゆかりの家を痩レに出かけまレた。
住居表示の実施で味気ち素つ気もない地名になっ

73 年に 2 代目佳枝

ていますが、伊丹郷土史家・安達文昭氏によると旧

雀を襲名する。〉と伊丹との関りを、この新聞記事か

町名は「湊町」と言い、江戸時代にはその東側の崖

ら要約レてご紹介します。

下に伊丹酒を積み出す船着揚があり、酒樽の集散地

に入門。翌年、桂小米となり、

だったそうです。今でも路地や長屋があり下町の雰
戦争で焼け出された肢雀の一家は 46 年 5 月、伊

囲気を残した歴史を感じさせる町並みを呈していま

丹市の紡績工場に仕事を見つけ、その工場に近い西

す。その時のレポートを会のメンパーである黒うさ

粟津に移り住みます。小学校は神津小学校、中学校

ぎ氏が以下のようにまとめています。

は北中へ通います。中学校時代の記怠写真にはバレ

ーポール、弁論、新聞、応握園、

ESS の一員とし

「湊町」あたりの路地街の一角にて。往来に出て

て枝雀が写っています。このほかブラスパンド部に

おられた老婦人に教えられ、目指す「桂筏雀ゆかり

ち入っていました。成績は蹟群でしたが、中学 3 年

の家」に到着。さらに、たまたま自転車で通り合わ

の 7 月に父親を山臓病で亡くし、勉強しながら働く

せたおじさんが、枝雀を教えた学校の先生(森本先

ため、翌年三菱電機伊丹製作所の賛成工になります。

生)であることがわかり、一同足を止めて、お話を
伺うことに。

その 1 年後の 56 年 4 月、市立伊丹高校定時制(夜

間)に入りますが、その時に英語の森本幸男先生と

「枝雀が泊まっていた家」はこの森本さんの家で

出合うことになります。先生は達(枝雀の本名)よ

す。古い建物(失礼〉ながら、よく見ればなにやら

り 10 歳上の独皐で、自他共に許す円すったいな先

しゃれた造作で、フツーの民家ではないちのを感じ

生J で r24 時間生徒と接しよう」と、

JR 伊丹駅

させます。「雲正文化センター」と書いた古い小さな

近くの自宅に生徒を下宿させたり、ラジオで人気の

看板が、まだ貼りついているのを見つけました。 2

英語番組をテープに録音して慢業に使ったりレてい

暗にはツタがからんで、大きなヘチマがたくさんぷ

ました。

ら下っています。
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昭和 37 、 8 年ころ。枝雀が定時制伊丹高校の二

枝雀が芸を磨いた伊丹

年生であったころ、よくこの家に上がりこんだとい

再び、「笑わせて笑わせて(桂枝雀の人生 )J 朝日

うことです。学校の帰り、森本先生が生徒であった

新聞夕刊に戻り、筏雀の修行時代の伊丹での梅子を

筏雀を家にあげて、一緒にお酒を飲んだということ

見てみましょう。連載 10 回目 (6 月 4 日夕刊) r お

です。外は寒いし、せっかく熱澗で一杯やってて、

富さん、来てくれるかな、電車着くたび気をもんで」

まだわざわざ桑津橋を渡って神津の〈日東紡の前だ

は、伊丹人には皇近な阪急新伊丹駅や杜若寺の名が

そうです〉自宅まで帰るのが大儀だ、ということで

出てきて、枝雀の伊丹での落語修行の様子がリアル

この先生の家にそのまま泊まりこんだ。先生ち狙皐

に感じ取れますので、原文をそのままご紹介します。

であっ E し、寝ていけや、てなことになったらしい。

63 年 3 月桂米朝宅での内弟子を終え、

70 年 1

というのが、この先生とのお付き合いの最初だとい

0 月 1 5 日には女性運才トリオ「ジョウサツズ」の

うことでした。

良子と結婚します。

このあと森本さんのお話は、アリマイネコとか、

新所帯のスタートは小米〈後の枝雀〉の下宿先、

芯柳幻舟とか、古い付き合いのあった芸人さんだち

恩師の森本幸男先生宅 1 階だった。 2 階には弟子の

の名前を次々にたどりながらそれからそれへと飛ん

べかこ〈後の南光〉がいた。「おーい Jo 1 障の窓か

で、黒うさぎメモでは追いつかなくなりました。

ら声を掛けるとべかこが下りてきて、よくけいこに

ひところは、この建物で習い事のカルチャーセッ

なった。

ターのようなことをやっていたそうです。お茶・お

結婚翌年の 71 年 3 月、新たな弟子が加わつだ。

ffi ・日本舞踊・それからちちろん落語・・・気合を

米治〈後の雀三郎〉である。 3 人になったからと「東

入れて経営していたわけではないので、流行らなか

の旅」では「君らは溝八と喜六をやれ、僕は煮売り

っだようです。

屋のおやつさんになる」と役割を決めてけいこをし
だことち。「まだまだ暇ゃったから、けいこには恵ま

大正時代の終わりころから、このあたりは遊興・

れてましだ」と雀三郎。

歓楽街であつだようです。そばには芝居小屋があり、

「人前でしゃべった方がよい」と始めたのが、周

料理屋・写真屋・射的屋等が軒を並べ、芸者さんた

年 5 月 26 日スタートの「桂小米の会」だ。場所は

ちの往来が多い。森本さんち子供の頃から女湯を覗

臨急・新伊丹駅に近い社若寺。当時の住職が酒が好

いだり、怖い怖い学校の先生が、夜になると隠れる

きで以前、 JJ \ 米や森本先生らとお寺で、飲み会を開

ようにしてこの界隈へ遊びにくるのとハチ合わせし

いたことがある。そのころはタヌキがいそうな荒れ

たり、古い色街ならではのお話を聞かせていだだき

寺だったが、きれいな 2 階建てになっていて、 2 階

ました。

の 2 部屋が会場になった。

華やかさとはかなさとの交錯する世界で生きる芸

2 年後の枝雀襲名直前まで続いた会の記録が残っ

者さんだちには、お地蔵さんを太切に信叩なさる方

ている。チラシちはがきの案内状ちガリ版刷りだ。

が多かったようです。色街というところには、お地

「こんにちわ。桂小米です。月 1 回の予定です」。

蔵さんがたくさんあるちのですが、森本さんたちも、

第 1 回はこんな書き出しで、演目は小米が「くっし

近くのお地蔵さんを、「芸を志す人達にご利益があ

ゃみ講釈」と「はてなの茶碗」、前座の米治が「東の

る」といって売出して、まちおこしに役立てようと

旅」、べかこが「青葉」、小米の弟子のすすめ〈現在

目論んでおられるようです。

の小米)が「運回し」となっている。会費は 2αコ
円。

立ち話で終わらせるにはもったいないような展開

案内状にべかこが、タヌキの玉乗りやパツツ一枚

になりましたね。快くお話していただいたことを感

の小米が踊っているイラストを掴き、和気あいあい

謝して、再会を約してお別れしました。

と会に取り組んでいだ嶺子がうかがえる。下足番の
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肢雀ゆかりの家、 2 階からぶら下がるへチマが下町の情緒をかちし出している。

おしゃれな先生なんだ、筏雀の層、師・森本先生。後ろでメモとる黒うさぎ氏。
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森本先生は、入り口にバケツを並べ「足にたまった

すんぱ虎男を得すってことがあらァ。あっちがひと

静電気を放出してください」と昭びかけだ。さらの

つ手本を男してやるから見てなよ」

畳を汚さないようにという森本先生のアイデアで、

という言葉を浴びせられ、地元きつてのオッチョコ

お客さんに足を洗ってもらっていた。

チヨイ雀は大阪雀の意地を見せます。この大阪雀の

そのころは「私が面白いと思うちのを、面白いと

ように、関西人である伊丹人ち東への対抗意識で自

思う人に聞いてもらう」と考えていた小米だが、や

分を富い立たせ、物事にチャレンジするように思い

はり奮の入りが気になっだようだ。新伊丹駅を男渡

ます。枝雀自皐ち襲いかかる警の病の中で、東京落

す 2 階の部屋で、べかこ、森本先生らと電車が着く

語を意識することで落語への情熱を富い立たせてい

だびにホームから出てくる人を眺め、「あれは落語

だのかもしれません。

を聞く顔じゃあないな J r あの人はこっちへ来てく
また、枝雀は次のように伊丹を表現しています。

れそう」などと話していた。
5 回目からは大阪の末融寺になり、第 19 固から

は道頓掘の自安寺に移り、会費ち 3αコ円になった。

ひなびだちのと新しいものの接点というか。まあ

入場者(最終回は不明〉は第 1 回が 47 人。以下、

まあ人間ですからね、あんまり新しいちのばかりで

56、 23、 23、 72 人と続き、 23 人が履倍で、最

もかなんし、あんまり古いちんばかりでもかなんし、

高は 112 人。小米らのギャうはない。それでも赤

その中間みたいなものが伊丹で、わたしに合ってい

字の会が 4 回あり、その最高額は 1 万 2以)()円。

るような気がしますなあ。

後年、大ホールを連日大入りにレた筏雀の会のスタ

(new

あんぐる昭和 62 年〉

ート時の状況だ。

伊丹のまちを愛した筏雀からの伊丹のまちづくり
主主司直カ宅酒E しずこまち告罪:J5J-

や人づくりへのメッセージだと思います。

枝雀は伊丹の地の人というわけではありません。
戦後の復興期に臓を求めて移り住んだ親とともにこ
の伊丹を訪れだ一般的な戦後新住民と言えます。し

かしながら小学生から落語家として狙り立ちするま
での間に伊丹の地でその素質を磨いだのであり、伊
丹の庶民性が藩語家・佳桟雀を育んだのではないで
しょうか。新聞記事「笑わせて笑わせて〈桂筏雀の

人生 )J からもそういったことが読み取れますし、実
際に「筏雀ゆかりの家」森本先生宅のある「湊町」
を訪ね、未だ長屋の残る風景の中で、すこしお神酒

の入った森本先生とお話をさせていだだき、そうい

つだ思いを強く持ちました。

積雀の十八番であった「鷺とり」の話の中に出て
くるオチョコチヨイのスズメは大阪雀で、最初は人

聞が美昧そうなこぼれ梅をまくのは計略だと手をだ
そうとしません。東から飛んできだ江戸雀に

「あんなものが何が怖えんだい。だから筒六雀は
いやだってんだ。昔から言うじゃあねえか、高えと
ころにのぼらなけりゃ熟柿は食えねえ、虎穴に入ら
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第 5 章小さな芽・大きな目

市町村合併には明治、昭和、平成と三つの山があ
る。明治の大合併は、 71 ‘ 000 町村を 16.000 市

広域行政を考える

町村仁、昭和の太合併は、 9.868 市町村を 3.472
市町村に整理した。

田辺警朝

ふるさとひょうご創生墾第 V 期生

今は「平成の太合併」という流れが濁流となって
日本中を駆けめぐっている。国と地方の財政悪化と
いう厳しい現実があって、国の地方交付税会計はす
でに破綻している。 3217 ある市町柑獄を 1/3 の
1 干までにすれば、年閉鎖兆円を節約できるという。

2.

阪神:北音匹広均的'Ti&司f:究壬旨E

国の政策に乗り、伊丹市・宝塚市・川西市・猪名
川町の首長が中山となって、新しい広域行政のあり

方を探る「阪伸北部広鼠行政研究会」が平成 1 2 年
に設置されだ。合併も選択肢の一つに位置づけなが
-つ

ら、平成 14 年度末までの 3 年間で結論を出すとい

この 4 市町の人口総計は 59 万人で、仮に一つの

都市ととらえると県内では神戸市 (148 万人〉に
次ぐ規模となる。

この地域の蛮遷は次図のようである。

自;? い[+片 )昭和2 ~0)4 . 2 借
5

開 ~ ' -l 斗

県"警告!
多間内

1

1
j
i
l
l

! 昭和 10 年の6 .

5 倍

..l 川西市昭和 25 年の 4 .

7 倦

伊丹市
1 一一寸一一「一一

• I寸一
!.情名 JII 耐昭和 25 年の3

日惜

(広鼠行政特集/伊丹市発行から引用〉

平成 12 年度を初年度として、消防、福祉〈高齢
者・介護、障害者、児童〉、環境、文化、交通体系、

情報化、組織、防災、病院、広報・コミュ二ティ F
M 、上水道などの 1 1 分野 55 項目について、広鼠
連携を進めている。
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ね年度

① 住民の 3 市 1 町の良いイメージは?
伊丹市は「生活に便利 J

[""住みやすい」

宝塚市は「お酒落な町」

川西市は「生活に便利 J

[""自然が豊かJ

問年 e旦

猪名川町は「自然が豊か」

②

他市町から見て評価が高いものは?

伊丹市は「産業が盛んJ
利J

[""歴史がある J

[""生活に便

[""住みやすい」

M年度

宝塚市は「文化が盛ん」
川西市は「生活に便利」
猪名川町は「人情がある」などが挙がっている。

v

l
'

釧帽圃理

③阪神広域行政研究会については?

l
'

一

ー

阪神広域行政研究会を「知らなかった」が 62% 、

(広域行政特集/伊丹市発行から引用)

「名前は聞いだことがあるが内容は知らなかった」

が 29%、合わせて 91% となっており、認知度は
これまで次のような施策が行われてきた

高くない。

①病院 : 市立病院聞で医薬診療材料の一括購入

②消防:災害時に E いに応躍協力が円滑、効率的に

④

広域行政の取組みについては?

行えるように協定書を結び職員交流をしている。

広鼠行政に「積極的に取り組むべき」が 36%、「分

宝塚市で林野火災合同訓練が行われている。また

野によっては積極的に取り組むべき」が 41%、「す

特殊車両の広域的運用など

る必要がなし \J は 3%、

③上下水道 : 相 E融通管の整備

「わからない」は 20% と

なっている。

④福祉施設:高年介護、障害者、児童施策の連携
⑤文化 : 共同文化事業の実施、文化・観光情報の提

4. 財政予測

平成 1 4 年 1 0 月 30 日に第 3 回目の研究会が

供、幼・小・中生に対する施設の無料化

⑥交通体系 : 広I或パス路線網形成

行われ、財政予測が協議事項とレて提出された 。

⑦環境:廃棄物の不法投棄対策、濁川の共同清掃
⑧情報化:電算化システムの共通化、行政の情報化

主な内容について書き出してみよう。

(
1) 現在(合併しない揚合)の財政計画から見る
と 1 5 年間で約 667 億円の収支不足が生じる。

推進

(
2
)
3. 住民アンケート調査

合併パターンでは、 15 年間〈平成 14 年度を

1 年目とする〉で見ると歳出超過を食い止められ

平成 1 4 年 2 月に 3 市 1 町住民アンケート〈意識

るものの当初、 5 年間は厳レい 。 合併効果が本格

調査)が行われた。

的に表れるのは 6 年目以降である。

目的は、 ①広鼠における活動状況、 3 市 1 町の長所、

(3) 合併パターンでは 16 年目以降に備えて早期の

②広域行政の注進に苅する意見、③ 3 市 1 町が推進
する広域行政のあり方について、住民の意識・意男

財政政善が望まれる。
(4) 合併特例債を活用することで合併後のまちづく

を把握するためである。

りの資金負担を軽減できる。

合併特例債は、合併後の建設事業や住民の一体感

調査結果は次の通りであった。

‑1
3
0‑

の醸成を目的に制度化されている。ただレ、合併特

り約 5 万円の負担である。

篠山市はハコモノとよばれるミュージアム、図書

例債をどの程度活用するかについては十分留意す

館建設、市民センター建設、駅周辺の整備、水道事

べきであろう。

阪神北部 3 市 1 町の揚合、既に都市基盤整備が進

業などに合併特例債をつぎ込んでいる。

んでおり、当面は財政基盤の改善が重要課題である。

ハコモノの建設費には使える意が、建設後の維持

レたがって、合併特例債を活用レて事業を進める際、

管理費には適用されない。

従来からある施策や施設の見直レ・更新ち含め、幅

2002 年度から老人会や趣味のクラブなど約 120

広い観点から取り組むことが重要である。

団体への補助金を 1 割引き下げ、市長の給与ち 5%

そのため篠山市は

カットし、保育所の送迎パス料金などを引き上げて
財政予測〈単位 : 億円〉

いる。

01~

01~

06~

11

155十

05

10

15

このように全国で「平成の大合併」がなかぽ強制

~

的に進められているが、多くの自治体は 3 割の自己
負担に苦レむのではないかと思われる。まだ、特例

現在の財政計踊
からみた甥合の

667

369

慣の乱発で国の債務は約 20 兆円にもふくらみそ

45

253

うである。

財政収支
合併によるスケ
ールメリット

686

98

320

6. 合併のメリット・デメリット

268

市町村合併のメリット(合併により期待される効
合併特例慣によ

る起債可能額

774

普通交付税貿入
額

572

財政支復策の適用は平成

果〉とレて、一般的に次の点が考えられる。

16 年度末まで・標準全体

①サービスの高度化・多僚化

事業費 ・ 4票準基金線復〈約

小規模市町村では設置困難な、女性施策や都市計

815 億円)の 95% まで合

画、国際化、情報化等の専任の組織・職員を置くこ

併符例債の起債力可能

とができ、より多揮で専門的なサービスの握供が司

A は収支不足を表す

能となる。

②重点的な投資による基盤整備の推進
財政予測を男て感じることは、今、各市町で財政

重点的な投資が可能となり、地域の中核となるグ

健全化計画(合理化〉が進められているが、合理化

レードの高い施設の整備や大規模な投資を必要と

が進められた揚合の財政予測が示されていないこ

するプロジェクト、また、地域格差を是正するため

と、そレて合併特例慣 774 億円の使途が不明確な

の事業の実施が可能となる。

点だ。

③広威的観点に立つだまちづくりと施策展開
広域的観点に立ち、道路や公共施設の整備、土地
利用、地域の個性を活かレたソ一二ングなど、まち

5. 合併特例債とは
合併特例{賓とは、合併特例法に基づき 2005 年

づくりをより刻果的に行うことができる。

3 月までに合併レた自治体に与えられる国の財政

環境問題や水資源問題、観光振興など、広域的な

的特典である。公共事業など投資的経費を対象に、

調整、 D!Z組等を必要とする施策やこれまで調整困難

市町村が 10 年間で事業費の 95% まで発行でき、

であった地鼠課題に有期に対応できる。

うち 7 割を国が地方交付税でまかなう仕組みにな

④行財政の刻率化
総務、企画等の管理部門の効率化が図られ、サー

っている。

逆に言えば、 3 市 1 町の揚合、事業費や基金の標

準規模約 81 51曹円の 3 割に当たる約 2731車円

ビス提供や事業実施を直僅担当する部門を手厚く
レ、職員数を全体的に少なくすることができる。

及び金利相当額が自己負担額となる。市民一人当た

‑1
3
1‑

スポーツ施設、文化施設、上水道施設等の公共的

施設が効率的に配置され、狭い地燭で類似施設の重

-臓員聞で競争意識が出てきた。

複がなくなる。

-臓員が仕事に問題意識を持つようになっ定。
.農業公園は住民参画のもとに造っている。

一方、デメリット(合併により懸怠される点〉と
しては、一豊量的に次のことが考えられる。

-特例債で今回地域と丹南地域の道路の整備をして
いる。

①合併市町村内の地鼠格差

-情報管理室など専門職を置いた。

中山部だけが良くなり周辺部は取り残される。
市役所や役場が遠くなり、今より不便になる。

7-2.

②行政サービス等の怪下

市役所はどうなった

しかし、市役所はどうなつだだろうか。

住民の意見が施策に反映できにくくなる。

合併までに西紀町、丹南町、今田町などはそれぞ

健康福祉分野等においてきめ細やかなサービス

れ数億円かけて立派な多目的町役場を作っていた。

ができにくくなる。

合併後はどうなっただろうか。建物は単なる支所や

③地I或連帯感の喪失

イベント会場になっていた。そこで住民票や諸手続

住民の現区域の歴史や文化等についての愛着や
こだわりが失われる。

は出来るけれど。

今まではその地鼠のことをよく知っている職員

地爆の連帯感が薄れ、コミュニティの崩壊につな

がいて、腫業や教育のことや福祉などのことについ

がる。

て相識に行つだらすぐに対応をしてくれていた。合

④財政状況の格差

併後、蹴員は広燭的に配置転換されているだめ、動

市町村によって、財政状況に著しい格差がある揚

合、市町村聞で不公平感が生じる。

務している地主義のことが皆自分からす、いちいち本

庁に伺いを立てることになった。
さらに行政に関する問い合わせや手続きは本庁

7.

サービスは良くなったか?

に出向かないと伺ち出来ない。

〈篠山市の場合〉

平成 1 1 年 4 月篠山市が誕生した。

伊丹市、宝摩市、川西市、猪名川町が合併したら

横山市は、行政政革を強力に進めながら、スピー

ド感あふれる行政運営を行うとし、「人と自然の調

首長は 4 人が 1 人になり、職員叡や議員数ち少なく
なるだめ、財政出費はかなり少なくなる。
しかし今の役所が単なる支所になっだらどうだ

和した田園文化都市・ささやま」を目指し次の 5 つ

ろう。今の産業情報センターの 1 F にある支所で介

の目標を掲げている。
「未来を妬く I[)\豊かなひとづくり」

護のことや教育、水道、税金その他用が足りるだろ

「健康で I[)\やすらぐまちづくり」

うか、やはり本庁に行かないと事が足りないことが

「恵み豊かな環境と安全のまちづくり」

沢山出てくる。市役所の庁舎が何処に出来るか分か

「創造住に満ちだ活力ある産業づくり」

らない。車を持っていない人はすごく不便になる。

「発展を支える殉率的な行政基盤づくり」
新しい市の名前ち気になる。

7 -1.

篠山市のトップは

伊丹市や宝館市などは歴史や知名度などから「伊

篠山市助役・大上恭平氏は平成 13 年 11 月の「地

丹」や「宝塚」を捨てたくないだろう、ちし北阪神

鼠づくり 21 世紀大学」で合併の成果について次の

市や北摂市などになっだらイメージがガラッと変

ように報告している。

わってしまう。

・問題の解決のスピードが速くなった。

篠山市は篠山町という核となる所があつだので

.職員の有到な配置をした。

合併によって市町名が変わってち周辺の町村はイ

-介護保蹟では旧西紀町でもサービスが向上しだ。

メージが上ったという話を耳にしたが。
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7 ー •3. .員はどう思ったか

40 歳

旧町議会議員対象の?ンケート(合併 1 年半後)

代

1αコ.0

代

19

合併レてよかったと思う

8

18

1

182

242

64.5

3.
0

8

5

15

28.6

17
.
9

53.6

28

50 歳

合併してよかったですか

6

33

1αコ.0

不明

61.3%
3

合併してよくなかったと思う

市職員の闘では、「合併してよかった」は 28%

9.70
.
.
6

にすぎず、否定的評価が 21 %、判断保留が 51

9

どちらともいえない、わからない

%

に達している。

29.0%

8
t

議員と市職員では合併に対する思いに、かなり差

31

が出ているのが気になるところだ。

1α万6

7-5. 市民はどう思ったか

合併後の議会が市民の期待に十分応えていますか

定住意向について〈合併直後〉

8

応えていると思う

25.8%
16

応えていないと思う

51.6%

市内の他地焼ヘ転居

5.
8

市外転居

6.
9

どちらともいえない

7

どちらともいえない、わからない

70.8

定住希望

16.5

22.6%
居住地別永住・転居意向(合併 2 年後)

31

E十

上段:度叡

1αコ，(j%
~

合計

議員は「合併してよかったと思う」が 61% とま
ずまずの評価、「よくなかったと思う」は 10%。

旧篠山町

合併協定書への賛成が全体で 80% を超えていたの
に対して、合併後の評価はやや怪めにでている。

旧西紀町

①

合計

旧丹南町

市職員アンケー卜〈合併 1 年半後〉
合計

合併し

よくな

どちら

て良か

かった

ともい

107
1αコ.0

20 飯
代
30 鰻
代

22
1αコ.0

24
100.0

30

22

64

28.0

20.6

50.5

9

3

10

40.9

13.6

45.5

6

11

25.0

45.8

ア

292

"‑‑‑‑‑

‑

不明

22

52

66

1αコ

68.0

4.8

11.
3

14.3

1
.
5

224
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②市内の他の地援に転居しだい

③市外に転居しだい
④どちらとちいえない
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①現在の居住地に住み続けたい

⑤不明

⑤

313

1αコ

えない

った

合計

旧今回町

不明

④

③

460

1αコ

7-4. 市職員はどう思ったか

②

25.
0

25.0

現居住地への定住希望は 1 年目が 71%、 2 年目

私 l立、これらの調査結果を見て、地践の住民間土

が 68% と高い数字になっている。年齢別では、 20

の I~' からの交流を進めることが篠山市の愛着を育

歳台が 39% と定住意識は低い。

て、定住希望者を増やすことにつながるのではない
かと思つだ。

市民アンケー卜(合併 2 年後〕

旧 4 町はそれぞれ異質なまちとレて見えるが、異

相識手続きの蛮化

質だからこそ一つのまちとして活性化できないも

住民票

税金

福祉

.商

地鼠生

のだろうか。歴史的な城下町としての伝統文化の地

-戸繕

年金

医療

工業

活問題

域、伝統産業の地域、自然環境のある地域、居住宅

合計

460

460

460

0 100.0 100.
100.
0

460
1αコ.0

460

地域等/マ、各地域に特色があるからこそ面白し 1。

100.0

観光客の集客だけでなく、住民が市内を積極的に
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歩いて廻り、広報や市の総合計画にち目を通し、ま

になっだ

3.
9

1
.
5

1
.
1

4
0.

0.9

ちへの愛着を深めることが、市の発展の起曝剤にち

少し便利に

56
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なるのではないかと思つだ。

なった

122

8.
5

9
.
1

3.
7

6.5

変わらない
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現在のままでは「法制度的に限界がある J r 事業自

4.
1 10.
46

10.9

10.7

0
13.

体が圏難」な面などちあげているが、広鼠行政につ

非曾に便利

少し不便に

なった
非常に不便

になった
不明

8. 積極的な広域連携を
伊丹市、宝館市、川西市、猪名川町の 3 市 1 町は、

1

6

12

10

8

いては 3 年間でかなり研究がなされ連燐ち進んだ。

02

1.
3

2.
6

22

1
.
7

合併しなくてもこれだけ連携が出来るのであれ

14

21

25

51

40

3.
0

4.
6

4
5.

11.
1

8.7

ば、あえて合併をする必要はないと思う。

伊丹市内でいろいろな人に話を聞いだが、広鼠行
政について知らない人が多い。合併についても意識

合併した後、地鼠住民の代表で構成されだ「篠山

市 100 人委員会」が作られ、市に対して提言を行

が薄く、伊丹市は尼崎市と合併しだ方がいいのでは
ないかという声ち聞こえてくる。

だだし 4 市町が一緒に行事をしようとすると、そ

っている。

この篠山市 100 人委員会が、地慢の新しい住民

と従来からの住民との連携・交流についてのアンケ

のたびに担当者が集まって協議し持ち帰って相談
するという煩わしさは残るだろうが。

ートを行った。
住民間士の交流がうまくいっている理由として

は、お祭りや地国主催の運動会等イベン卜等に積極
的に参加している (42%) が一番多く、新旧の住

民の話し合いが円満に行われている (1 9%) が続

※資料

・伊丹市ホームページ
-広域行政特集/伊丹市発行

・平成 13 年度阪神北部広威行政研究会調査報告書
.平成 14 年度阪神北部広域行政研究会資料

いている。

反対にうまくいっていない理由には、集会等で従

前からの経緯が重要視され、新住民の意見が採用さ
れない (23%) 、草刈り等の出役が多い (24%)

-ふるさとひょうご創生豊第 V 期生自主課題報告書
・篠山市 100 人委員会報告書

.
r 篠山市全世帯市民アンケート調査報告書 J

21 世

紀ひょうご創造協会平成 12 年 3 月

など。

交流を深めるためには、従前からあるイベントや

.
r市町村が地域に与えた影響に関する調査J
紀ひょうご創造協会平成 13 年 3 月

伝統文化に参加して理解を深めるく 37%) 等。
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21 世

1 .はじめに

第 5 章小さな芽・大きな固

「家 J という言葉を英語に訳した時に、ハウス(住

居 .hωse) とホーム〈家庭・ home) の 2 つがあ

まちづくりの構造

るように、「まち」にち、「まち J そのものと「まち J

上回司朗

阪神工コポリス研究会事務局

での暮らしの 2 面性がある。
では「まちづくり J の露合は、どうなるのだろう
か。

2.

①

都市デザイン

横浜市の都市デザイン行政

日本建築学会は、 1977 年度、「横浜市における都
市計画活動一都市空間創造への総合的実践」に対し
て建築学会賞を贈った。

)J-F，ンデザインの今では古典とち思えるような
実践活動を進めていたからだ。代表的なちのをあげ
てみよう。

市庁舎との一体感を図り歩道をレンガタイルに

仕上げた「港町くすのき広場」
協定による建物の後退と歩道環境整備を組合せ
た「馬車道商店街」

歩道監幅・歩行者用サイン整備・給タイル設置

などを行った「郡山プロムナード(散歩道 )J
デザイン・ガイドラインにより銀杏並木の保全
とペ?広場を作り出レだ「山下公園周辺地区」
アーケードを撤去し 24 時間歩行者天国の商店

街とした「イセザキモール」
かつての運淘を利用した緑の軸線づくり「大通
り公園」など。

②

車から人に適合した都市づくり
横浜市企画調整局都市デザイン室で活躍した岩崎

駿介は次のように述べている。

「産業革命をへて近代への歩みを始めた段階で、
都市は歩くことを基本にするのではなく、機械での
移動を基本的な骨格とした。道路は人が歩くための
ちのではなく、機械による移動のための幅と構造を
備えるようになったのである。

都市デザインとは、しだがって人聞から離れゆく
都市を、ちう一度人間の手に取り戻したいという願
望の現れであつだのかちしれない。歩くこと、緑、

水、歴史的建造物、安定した景観など、すべて人間
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がゆっくりと過ごす時空を取り戻したいという願望
の現れに違いない。」

余り知られていないが、伊丹市の条例は神戸市の
景観条例を発展させ大変よく整理されたものになっ

自動車文明に対抗して都市デザインが生まれたと
いう指摘は鋭いと思う。

ている。いわば、頼観条例の基本形を提示したのが
伊丹市であり、先鞭をつけた神戸の景観条例ととも

慣浜の都市デザイン行政は都 I~\部からはじまり、

に全国に影響を与えた。

郊外のプロムナード整備や川づくり、歴史的建造物
の活用、市民参加・交流によるデザインなど、今で
は憶尽な切り口で都市全体を対象として服うように

③

公的空間と私的空間の関係付け

景観形成の者え方というのは、例えば道路に立っ

なった。 1988 年に「デザイン都市宣言」を行い、

て道路と町並みの慣観を男た揚合、道路は公共物で

1989 年には「日本デザイン大賞」を受賞した。

あり行政がグレードアップしよう、道路に面した町
並みは個人所有ではあるものの、道路に面した生垣

3. 書E司古賀E恒毘鼻吋列

や塀、建築物のファサード〈立面/屋根や壁の表情〉

①神戸市の都市景観行政

などは景観上公的な性格があると考えられるので規

兵庫県下の都市景観行政は、

1978 年に制定さ

制誘導の対象として扱おう、というもの。

れた神戸市都市景観条例(以下「景観条例 J) に始ま

1980 年代は、横浜市のアーバンデザインの実

る。総合的な環境指標のひとつである都市のランド

践活動や、神戸市の愚観条例などが広く知られるこ

スケープClands旬開、景観〉の重要性は随分前か

ととなり、全国的に景観行政が展開した。美しい都

ら議論されていたのだが、それを体系的な計画論と

市づくりは市民にまちへの親しみをもたらすことが

して全国ではじめて提示したのが神戸市だった。

分かったからだ。レかし当時の愚観行政は、いうな

当時は全国でも、優れた景観を守るという視点の

らば、市街地の道路景観整備に限られていた。

京都市市街地愚観整備条例など数件が制定されてい
るだけであった。神戸市の景観条例は、文化財保護

4. 近自然河川工法

法に基づく伝統的建造物群保害地区に、神戸らしい

①多自然型川づくり通達

新しい顕観形成の考え方を組み込んだちのであり、

積観を守るだけではなく育てる・つくるという視点

1990 年、建設省苅川局(現園土交通省〉より

「多自然型川づくり」の通達が出されたが、それは

があったこと、指導要綱ではなく条例で位置づけた

全国の河川管理者を簡樗させるような内容だった。

こと、慣観条例と体系的な景観計画の 2 本立てであ

通達の内容をざっとあげてみよう。
j司川改修は過度のショートカットを避け蛇行を

ったことなど、画期的なものであった。

残すようにすること。

②伊丹の条例は景観行政の教科書
伊丹市都市景観条例は、

川幅は一律な断面にせす、できるだけ広く確保

1984 年に兵庫県下で

すること。

2 番目に制定された。最観条例の主な内容は以下の

護岸は生き物の生育環境と自然愚観に配慮した

ようである。

工法を選ぶこと。

「点を訂つ・線で結 15\ ・面に広げる」という視

多自然型川づくりの補問金の範囲は、来改修区

点で、都市豊島観形成建築物を指定し、都市景観

間だけでなく改修済み区間ち含めること。

形成道路、都市景観形成地域に広げていくこと。

直線の川より曲がった川、倍水面を幅広く確保、

都市顎観上重要な区域について建築物等制限区

魚ののぼれる構造、既設の濁川施設で麦障があれば

域を指定できるとしたこと。

造り替える等、これまでの川づくりと 180 度変わ

大規穫建築物については、都市愚観に与える影

ったような内容に、とまどう濁川管理者は少なくな

響力T大きいことから都市景観デザイン審査の対

かった。

象とすること。
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伝統的なデザインを用いた和菓子の店、赤い日寧と床机が、宮前通りにビビッドな印象を与えている。

水面と土手の緑が一体となった川の慣色、人工物がなく豊かな生物相が感じられる猷六川の上流。
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90 年代は、画期的な通達が弾みとなり、全国各

いて国際シンポジウムまで行っている。市民による

地で生き物の住む川づくりが大きく進むことになっ

国際文化交流が、圏土交通省の中でも一番保守的と

た。まだ、 j司川管理者・学者・市民活動家など川づ

考えられる「治水」を動かしたことになる。

くりに関わる広範な人だちが交流を深める動きが、

うねりのようにでてきた。例えば、全国組織では、

④

全国水環境交流会、 NPO 法人自然環境復元協会、

都市生態系の復元
近自然工法とは、都市生態系の復元という 21 世

財団法人日本生態系協会、日本ピオトープ協会、近

紀の都市課題に応える、生物の生息空間に配慮しだ

畿では、 NPO 法人近畿水の塾、兵庫の川サミット

土木建設妓術のことである。沼川に限定されす、都

連絡会など。

市全体のあり方にまで影響を与える妓術だ。
これまでの開発事業や土木構造物の建設事業にお

②

いては、生き物の視点が欠けていたため、生物の生

「淘川環境J で淘川法を改正
平成 8 年、淘川審議会は通達以降の多自然型川づ

息環境(食べる蝿、寝る揚、生殖の揚など〉を分断

くりの実績や、川づくりにおける交流の成果などを

してしまい、結果的に生息範囲を狭めて生き物の数

受け、 r21 世紀の社会を展望しだ今後の淘川整備の

を減らしてきた。

例えば、水生生物と陸生生物の出会う水辺は、本

基本的方向について」という笛申を出しだ。
主な内容は次のようである。

来、多憾な生物を育む生態系上重要な揚所であるが、

洪水や渇水という異常時の淘川を対象とした従

都市化の進展に伴い、限られ疋空間のなかで淘川の

来の沼川行政から、平常時の濁川ち視野に入れ

流路は固定され、岸辺はコンクリート護岸で固めら

だ「川の 365 日」の溜川行政への転換

れ、生物が生息できない環境になっていだ。

健全な水循環系の確保、生物の多績な生息・生

まだ、瀬と淵のある淘床や、さまざまな粒径の土、

育環境の確保、良好な j司川慣観と水辺空間の形

流水と土砂の混じりあう怪水敷など多撮な沼床のあ

成等自然と調和し疋健康な薯らしと健全な環境

り方が、生物ピラミッドを支える基盤になるのだが、

の創出

これまでは水理的に有利な河川断面を確保するとい

わかりやすい計画と指標・目標の作成、環境等

うことから、均質なj司床をつくりだす川づくりが主

の観点からの沼川整備の計画の充実

流だった。

多憾な生活環境を提供し、多くの生き物が住める

地鼠との連携の強化及び体制の整備

ようにするだめには、生き物の動線を考え生息する
平成 9 年にはj司川法が改正され、法律の目的の中

空間をつないでいく視点が大切である。これが近自

に「淘川|原境」が位置づけられることとなった。

然工法の根底にあるように思う。

③川づくりを変えだ市民活動

⑤

生物多帯住は美しい

多自然型川づくりとは、愛媛県五十崎町で活動す

もうひとつ近自然工法で大事なことは、景域形成

る「町づくりシンポの会」という市民団体が、まち

妓術であるということ。「軍蹴J とはドイツ語の「ラ

の中を流れる小田川の改修工事に危機感を覚え、全

ントシャフ卜Clandschaft) J の訳語で、生き物の

国の川の視察からチューリッヒの「近自然淘川工法」

営みを中山にした地域という意味であり、人々に I白

にだどりつき、全国ではじめて実施した川づくりの

の安らぎを与える美しい地践という意味ち込められ

手法を、これからの望ましい川づくりのあり方とし

ている。

て国土交通省が取り上げだものである。

日本の都市景観行政は、市街地の表層的な仕上げ

美レい自然景観(慣域)づくりは、市民活動によ

のグレードアップを目指したものだが、スイス・ド

る海外の川づくりの紹介からはじまった。フットワ

イツの近自然の事例からは「生き物がいるから美し

ークのよい彼らは、その当時、スイスの妓術者を招

い」という風景観があることが分かる。
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都市的な揚所での?ーパンデザインに相当するも

のが、自然的な揚所での近自然工法だといってよい。

つ。

辞書をみると「環境」の反意語として「遺伝」が

景観づくりは人間尺度(ヒューマンスケール〉の視

出ている。その人の人間性を形成するのは「環境」

点が大切であるが、最鼠づくりには生き物 R 度(工

か「遺伝」かという議論があるからだ。

コスケール)の観点が不司欠なことが分かる。

では「人間性の形成」とはどういうことなのだろ

景観や景践は人間と環境とのインターフェイスで

ある。日本の揚合、これまでの都市「景観」に「景

域」の概倉が加わり、はじめて美しい都市風景づく
りができるといってよいだろう。

う。一般の歴史観では、歴史とは人聞が環境に関わ
って変遷レながらも成長・発展するとみている。
これらのことから、私は「環境の問題は関係の問
題」と考えるようになった。つまり、人聞が環境に

働きかけることが「文化」をもだらし、環境が人間

(生物〉に働きかけることが「進化」をうながす。

5. ，)，、rII!と耳慣胡障と(T.)開園但展
①

垣自然と多自然

そして「文化」と「進化」が多憶に働きかけあって、

「近自然」と「多自然」の遣いについて言及して
おきたい。

現境(地球〉ち人聞もともに進歩するのではないだ
ろうかと。

沼川は昔から惇在する自然のものだが、都市的土

地利用や利水などのために、その時々で人工の手が

6. コミュニテ.ィの再生

加えられてきだ。この疋め、淘川とは自然のものに

①都市的環焼と社会的環焼

人工が加わつだ、いわば半自然・半人工のものとい

環境と人間との関わりについて述べてきたが、人
聞を取り巻く環境には、道路・建物・沼川などの都

える。

しだがって、自然豊かな川が良いという話をする
ときに、河川とは本来自然のものであるというとこ

市的環境のほかに、自分以外の人だちと関わる社会

的環境がある。

ろから考える人は「近自然」が良いといい、人工の

「伊丹マダン」という催しが毎年 1 1 月に伊丹小

ものであるというところから考える人は「多自然」

学校で行われている。芸能や食で異文化交流レょう

が良いというのだと思う。

というお祭りである。 2002 年のプログラムには

問題意識をちつ市民が海外の事例を調べるうちに
スイスの川づくりにたどりつき、苦労して命名した

「遣うってすばらしい」という素酸な言葉が掲載さ
れていた。

「近自然沼川工法」を、国土交通省が普及する時に

地域活動に参加し、多撮な年齢・職業・経歴の人

「多自然型川づくり」と名を変えたのだが、沼川観

たちと交流する中で、話すより聞くこと、おE いの

の遣いが言外ににじみ出ていて興味深し 1 。

個性や自主性を尊重することなどを学 15i人は多い。

「人工と自然」という言葉と同じように、相反す

生物多撮性保全の原則ではないが、人間の揚合ち、

る問題として「開発と保全」があるが、近自然工法

お E いの多撮性、遣いを認め合うということが大切

は人工の手を加えながらも自然を復元するという、

なようだ。

いわば両者の中間領既を顕う筏術といえる。
②コミュ二ティの運営

伊丹学講座の受講生が中山になって、毎年ユニー

②文化と進化
「自然」の反意語には「人工」のほかに「文化」

クな活動を進めている「伊丹まちづくり会議」は、

がある。「文{じ」とは英語の IcultureJ の訳語で「耕

色々な考えや経験を持つ市民の、自主性を尊重レだ

作」という意昧もあり、人聞が自然に働きかけるこ

活動ができるよう、会の運営方針を定めているので

と、及び働きかけてできだもののことを言う。論を

紹介レょう。

進めるなら、人聞が自然環境に働きかけること、新
しい都市環境を作り出すことも「文化」になるだろ

さまざまな立場の人々が集まり、コミュ二ケーシ
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ョンを図りながら、伺か面白いことをつくりだすた

そしてワークショップの学びのエッセンスは、「輸

めには、おE いにわきまえるべきマナーが必要です。

になって座る」ことと「深く聴く」ところにあると

気兼ねなく参加でさること、おE いが尊重される

した。

こと、自由な雰囲気があること、そして、まとまり

よく活動できることなどを想定し、「伊丹まちづくり
会議」の運営方針として、「自由な交流」と「多彩な

④

サークル

舗になって座る形「サークル」について、『一万年

の旅路』の著者、ポーラ・アンダーウッドから、次

活動」の 2 つの原則を確認します。
「自由な交流」

のような話を聞いたという。

.誰でち参加でき全員に発言の機会があります。

「輸になって座るとき、半分は共同体の一員とし

-参加者の意見は肩書きを外した個人の発言です。

て輔の中にあり、半分は個人として輔の外にいる。

.批判するよりも建設的な代替案を考えます。

つまり、輔の内側に向いている半分は、共同体の一

-意見の遣いを認め共感できる一致点を探します。

員として合意できる部分で、輔の外側の背中の方の

部分は個人としての自分なのだ、と言って、図を錨

「多彩な活動」

・一人ひとりがまちづくりのテーマをもちます。

いてくれた。これは私にはなんだかとてちすっきり

.やりたい人が自主的に手をあげます。

する話だった。グループやコミュ二ティの一員であ

(言いだしっぺは責任をもちます〉

り、合意をするからといって、個人であることを否

-やりたいことのある人をできる範囲で応援します0

定するものではないのだ。共同体の一員としてと同

・内容によってはあえて全員一致にこだわりません。

時に、個人として認められる。」

私は、門戸を開いて活動するテーマ型コミュ二テ

⑤

アクティブ・リスニツク

ィの人的ネットワークが、既存の地域型コミュ二テ

「深く臆く」ということ、アクティブ・リスニジ

ィに広がり、ともに地域社会を活性化するような未

クについて、鈴木秀子は『愛と癒しのコミユニオン』

来図を猫いている。

のなかで次のように述べている。
「この聞き方の原則は、ひたすら共感をちって聞

③

ワークショッブ

くということである。批判しない、同情しない、教

新しいコミュ二ケーションのとり方とレて、参加

型のまち歩きやワークショッブを取入れる行政や市

えようとしない、評価しない、ほめようとしない、

ということである。」

民団体がふえてきた。

21 世紀を人権の尊重される共生の時代にするた

ワークショップ企画プロデューサーの中野民夫は、

め、お E いの多犠性、考え方や感じ方の遣いを認め

ワークショップの典型的な例としてトーキング・ス

合えるような社会にするため、私たちは、まちづく

ティックの話を紹介している。

り活動を通して、人間関係のトレー二ングを積んで

「月に一度は、学科の学生なら誰でち自由に参加

いるのではないかと思う。

できるサークルという提を設けていた。そこでは、
トーキック・スティックという木の棒が輔の真ん中
に置かれた。ネイティブ・アメリ力ンの伝統から来

7.

①

環境へのアプローチ

アメ二ティとコミュニティ

たちので、樺を持っている人だけが話し、持ってい

近年、 NPO 法人を取得する市民団体が増えてき

ない人は蹄くというシンプルなルールがあった。最

た。コミュ二ティビジネスといって行政と市民の隙

近自分に起こっていることや、その時自分で感じて

聞を埋める活動ち一般化してきた。コミュ二ティデ

いることなどを、話したいと思った人が棒を取って、

ザイン、グラツドワークトラスト、セルフヘルプな

I~' の底から話す。他の人は、その人の話が終わるま

ど海外のまちづくりの事例ち多額紹介されるように

でさえぎることなく全身でその人の話を聴く。」

なった。
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素敵な民族芸能とおいレい貴べ物「出会いのひろば伊丹マダン」、祭りが伝える多文化共生。

意思疎通には時聞がかかるけど、あなたの気持ち力t伝わるから、私たちもI白を込めて聞いています。

1
41

これらの活動に共通していることは、都市のアメ
二ティ

(amenity、快適環境〉向上の課題にコミュ

二ティ〈∞mmunity、共同体〉の参加を促しながら
進めるということ、そしてアメニティとコミュ二テ

参考文献
『憤浜=都市計画の実践的手法

あゆみ n

SD 編集部鹿島出版会

『都市デザイン横浜その発想と展開』

ィの相乗効果により、市民に都市への愛着や人々と

の連帯感が生まれ育つということ。

その都市づくりの

SD 編集部鹿島出版会
『伊丹市都市寮観形成基本計画』

さきほど、環境のあり方が人間性のあり方に影響
すると書いたが、地域における都市的環境の目標は

『まちと水辺に豊かな自然を

伊丹市

多自然型建設工法の

理意と実践』

財団法人

アメ二ティの形成であり、地域における社会的環境

リバーフロント整備センター

『近自然工法・国際環境フォーラム

の目標はコミュ二ティの育成である。

人と自然にや

さしい風景を』

②

まちづくりと個の成長

近自然工法国眼環鏡フォーラム

環境デザイナーとして著名なローレンス・ハルプ

兵庫県実行委員会

『歩いて発見!

リンは次のように述べている。

まちの魅力』
財団法人

「環債のありょうは、人尽の暮らしにとって大き

な意味をもっている。そのように重要なことは、誰

『都市のデザイン道具箱』
世田谷まちづくりセンター

か別の人によって一方的に決められ押しつけられる
べきではない。そのあり方によって影響を受ける

『ワークショップ』

人尽は、その決定プロセスに参画する必要がある。」

『愛と癒しのコミユニオン』

また、『コミュ二ティ・アーキテクチャ』という本

では、「環境というものは、そこに住み、働き、遊ぶ

日本建築センター

中野民夫岩波新書

鈴木秀子文書新書

『新レい交通まちづくりの思想』

人lマがその創造や管理に実際にかかわるならば、よ

末田勝敏鹿島出版会

『コミュニティ・アーキテクチユア』

りよいものになる。」という原理を紹介している。

ニック・ウェイツ他都市文化社
人と都市、人と社会との聞に愛着とか誇りとかい
ったより密掻な関係をもたらすことにより環境機能

を高めるということ、これは今までの都市づくりに
欠けていたことではないだろうか。

私は「まちづくり」とは、アメ二ティとコミュニ

ティの重ね合わせ部分に能動的に参加することによ
り、自分ち環境ち影響しあいつつ成長・発展するこ
と、高めあうことだと考えている。
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第6章
伊丹からはじ
めよう

-歴史年表伊丹

ビタミンブック編集委員会
.伊丹町全図

昭和 1 1 年伊丹町勢要覧付図
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第6章伊丹からはじめよう

先史時代
大阪湾と大阪平野は、まわりを六甲山

歴史年表伊丹

一淡路島、生駒ー葛城、和泉山脈で囲ま

れだ「大阪盆地」と考えると、大阪湾は

ビタミンブック編集委員会編

盆地の怪いところに海水が侵入した部
分、大阪平野はその水既を埋めた沿岸濁
川の三角州に相当する。

50 万年前

六甲山が隆起をはじめ、大阪盆地は
沈降していった。六甲山地と大阪盆地の

中間地帯は、基盤岩にストレスが集中し
断層の密集帯となる。伊丹地塊は北東に
高く南西に怪くなるような運動をはじめ
る。

12
. 5 万年前

愚終間氷期のピーク。地球的嬬

穫で温暖化が進み海水が陸地に浸入、伊
丹市鼠は海面下にあつだく伊丹海道〉。こ
の頃の猪名川淘口は川西能勢口駅伺近、

武庫川淘口は宝窟駅付近だつだ。
10 万年前

寒冷化の進行に伴い徐々に海が退く。

猪名川・武庫川の沼口に扇状地ができ、
堆積物が伊丹台地の表面を被覆する(伊
丹醸層)。
2 万年前

ウルム氷期 (7 万年前から 1 万年前ま

での寒冷期〉の最盛期であり、海水面は

100m以上値下し、大阪湾は干上がっ
た。

この海運期間にち六甲山地の上昇、大

阪盆地の沈降という運動は続き、伊丹喋
層は南に傾斜するようになる。

縄文時代
1 万年前

再び気候が温暖になり海水面が上昇。
当時の海岸線は国道 43 号付近。
一般に海水面が倍下すれば沼床は浸食

され、海水面が上昇すれば推積作用が始
まる。

伊丹喋層より以下の固い地層を洪積層

(重要な構造物の受持層)、伊丹醸層の上
にくる柔らかい地層を沖積層 (1 万年前

から現代までにつくられだ地層〉に区分
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している。

5 千年前

海水面の上昇は急激であり、海岸線は
阪急神戸線付近まで進入した(縄文海進)。

その後、海水面が下がるとともに、武

奈良時代
713

川辺郡から能勢郡を分置。

731

行基が川辺郡に毘陽上池・毘陽下池、

庫川や猪名川の下流に三角州や砂州を形
成、ゆっくりと時間をかけて尼崎の海岸
平野をつくることになる。

縄文中期

大阪空港 A 遺跡で縄文人が活躍し、中
部・関東地方の人/マと交渉。

縄文後期

大阪空港 B 遺跡に縄文人が住む。

山本柑に毘陽施院を造る。

793

平安時代
830

川辺郡に勅旨田が置かれる。

844

摂津国府を川辺郡為奈野に遷すること

緑ケE ・桜ケE に狩人が活躍。

を停止し、鴻臨館を国府とする。

口酒井遺跡より籾痕土器が出土(伊丹
最古の米の資料〉。

弥生時代
弥生前期

887

伊丹が都遷しの議にのぼる(光孝天皇〉。

879

摂津国に 800 町の富田設置。

945

志多羅神が豊島郡に出現、川辺郡児屋
寺を経て、山城国石清水八幡宮に到着す

大阪空港 B 遺跡で米作り始まる。

る。

1062

農村謹生。

旧神津村中村に銅鐸。

弥生中期

大阪空港 A 遺跡に集落できる。

弥生後期

松原に小規慢な農柑が誕生。

1180

える。

1184
このころ、猪名川淘畔の地に、池田山

1221

くられる。

1303
1309

大化改新の詔に畿内国の範囲を規定。

1334

「摂津臓」の名称がはじめて史料にみ

1335

八色の姓の定めにより、猪名公に真人

高市連黒人が「吾妹子に猪名野は見せ

足利尊氏が後醍醐天皇に背く。

南北朝時代
1336

森本基康(伊丹氏の一族〉・伊丹野四郎

頼智員らが足利方に属して戦う。

このころ伊丹廃寺・新免廃寺・猪名寺

1353

廃寺・芦屋廃寺などが造営される。

702

このころ楠木正成、毘陽寺荘の所務を
Tヲつ。

つ…」の献を詠む。

700

伊丹四郎左衛門入道妙智らが慢津守護

めて現れる〉。

の姓を慢ける。

699

r 伊丹柑」の名称がはじめて史料にみ

使として派遣される(伊丹氏が史料に初

このころ、緑ケE に円墳が多くつくら

える。

684

長沼宗政を摂津国守護に任命する。

える。

れる(緑ケE古漬群)。

678

源氏の軍艶、毘陽野に宿営

鎌倉時代

墳・柏木古墳等の大きい古墳が次jマにつ

飛鳥時代

646

毘陽野に遷都の議おこる(平清盛)。

「伊多美」の名称がはじめて史料にみ

古境・大塚山古漬・御園古漬・御願館古

600

r橘薗」の名称がはじめて史料にみえ
る。

古墳時代
450

摂津臓を廃止し、摂津国とする。

南朝方の石信頼房らが伊丹城を攻撃す
る〈伊丹城が史料に初めて現れる)。

大宝律令が発布され、摂津臓が規定さ
れる。
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室町時代〈戦国時代)

江戸時代

1413

1608

伊丹番匠、東寺西院御影堂上葺工事に

毘陽村・池尻村、毘陽下池の埋立てを

出願。代官片桐貞隆許可する。

従事する。

1501

伊丹元親が伊丹城主となる。

1617

伊丹村が宿駅に指定される。

151 1

赤松義村が伊丹城を攻撃する。

1619

紀州富田浦の廻船、大阪から江戸への

1520

一好之長が尼崎・伊丹・池田を攻撃し、

回送をはじめ、菱垣廻船のはじまりとな

伊丹城が藩城する。

1529

る。

柳本賢治らの包囲・攻撃によって伊丹

1629

城が落城し、伊丹元扶らが自刃する。

野村)の開発を願い許され、その用水と

1533

一向一授が伊丹城を包囲攻撃する。

1568

織田信長が足利義昭を奉じて入京する。

して孫左衛門池など 5 池が掘られる。

1632

伊丹兵庫聞は信長に応じ、和田惟政 ・ 池

田勝正らとともに慎津のー守護となる。

1576

1578

間・友行・時友と争論

1634

酒井村治石衛門、猪名川通船を願う。

荒木村重が伊丹氏を破り伊丹城ヘ入城

1644

伝法船が大阪廻船問屋の手を経て、は

し、信長の命によって有岡城と改名する。

‑
‑
‑
‑
‑
4
7

じめて酒荷を積み下す。樽廻船の始まり。

宣教師ルイス・フロイスが有岡城を訪

1657

大ゆりの樋伏替えにつき毘陽村を相手

れ、「甚だ壮大にして見事なる戚」と評す

取り山田・野間・友行・時友の 4 村より

る。

争論。

1661

村重が毛利と通じて信長に背く。

村重力唱岡城から尼崎へ移る。

る。

信長が池田信輝父子に倶津一国を与え、

加茂井組村 lマと小戸村と用水争論。

1670

伊丹城には、嫡子之助が入る。

1583

池田信輝父子が美濃に転封され、伊丹

1673

豊臣秀吉、有馬温泉ヘ入湯の途次、伊

1674

このころ開基された伊丹の寺が多い。

‑
‑
‑
‑
‑
9
1

(光明・万徳・行善・大蓮・正善・墨染・

田宗目、伊丹仁仮寓し「也雲軒」を開く。

1675

大広・本賓の諸寺〉

1594

近衛家領伊丹郷町のうち七村が公収さ
れる。

このころ伊丹村は十五町からなる町

揚であった。

1690

鬼貫、「大悟物狂J r犬居士」を公刊。

1693

大路 4 村、奥谷池の用水を掠き取り、

豊臣秀吉、片桐 E元らに摂津を積地さ
せる。

1599

松江重頼は春陽・千之・宗日を帯同し

て伊丹ヘ遊行、十余日滞留。これより池

1573

‑
‑
‑
‑
‑
9
6

伊丹町人 27 人を札元として銀札を発
行。

丹魚屋町岡田次郎左衛門家に泊まる。

1592

酒造統制令を布告、寒造り酒を奨励す
る。

城は廃城となる。

1589

伊丹で上島鬼貫誕生。

伊丹郷町のうち 1 1 村が近衛家領にな

有岡城は潜城し、一族が処刑される。

1580

江戸時代最初の酒造統制令 (2 分の 1

1635

羽柴秀吉らが有岡城を包囲する。

1579

大ゆりの樋につき毘陽村と山田・野

造り令〉が発令される。

安土・桃山時代
1574

阿佐野孫左衛門、毘陽村地内(新田中

鴻池新右衛門、清酒の江戸積みをはじ

伊丹郷町村々と争論。

1694

江戸十組問屋が成立。

1695

奥谷池田りの松林を伊丹郷町のものが

める。(碑文では 1600 年)

切り取り、郷町と大鹿柑が争論。

1696
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加茂井溝につき岡井組より JJ \ p 圧 4 柑

相手取り出入となる。

1697

全国一律に 5 劃の酒運上を賦課する。

1773

菱垣廻船問屋株 9 軒が株立てされる。

1779

伊丹柑近の柑では田畑の 50% は綿作、

近衛家領伊丹郷町の政務をつかさどる

山本柑の植木苗は約 7h a で栽倍。

1783

冷害で大凶作、米価高騰。

1784

猪名川通船を幕府が許可する。

大阪・池田・兵庫・西宮・鴻池・清水(J 1

1786

2 分の 1 造りの減醸令の布達。

辺郡〉・富田柑(島上郡〉・ニ田(有馬郡〉

1789

3 分の 1 造りの減醸令を布達、前年申

惣宿老制創設される。
江戸積酒造銘醸地として伊丹をはじめ

の名があがる。

告の酒造石高をもって永尽株を設定する。

1790

株高基準を改め、 π禄調高を定める。

1702

小坂田村で 5 反 20 歩、森本柑で 9 反

外から入津を禁止。

1798

3 畝 1 0 歩にたばこが作られる。

1709

酒運上金廃止される。

171 1

北少路柑など十二力柑が近衛家領とな

1802

""'36
1730

正法院・菊屋株(将軍家の御膳酒〉が
伊丹ヘ移る。

寒造りを元禄調高の 3 分の 1 造りとす

1804

る減醸令市告。

1716

「日本山海名産図会」の巻頭に伊丹酒

が紹介される。

る。

1715

江戸下り酒の生産地を限定し、それ以

清水株 1800 石・ 5143 樽が池田
より伊丹ヘ移る。

1807

戎町ができ、伊丹柑は二十七町から

近衛家、伊丹の絞り油屋に御用油の謂

進を命じる。

なる町揚となる。
酒問屋が江戸十組問屋より脱退し、酒

1808

樽荷物が樽廻船一方積となる。

伊能忠敏が神崎(尼崎市〉一伊丹一大
鹿柑聞を測量する。

1731

幕府は酒造りを奨闘する。

近衛家、伊丹造醤油屋組合を許可。

1733

飢館のため、お救い米が二千余人にあ

近衛家領の樽屋職人が 5 組にわかれて
各組に行事をおき、樽職仲間を結成する。

たえられる。

1734

中村・山田柑で柑総面積の 31.2%、

1829

田能柑竹田の画に柿記をしるし七言絶句

33%に綿作が行われる。

1735

この頃から伊丹の酒造家、全国の大
名・旗本に金を貸すようになる。

1738

鬼貫没、

1740

伊丹酒が将軍の御膳酒となる。

1743

幕府は池田・伊丹・尼崎・西宮での酒

78 語。

お蔭まいりつづく。

1833

このころ、大塩平八郎、伊丹で大学を

1836

多雨恒温で大凶作、翌年にかけて飢陸。

1837

植松柑の馬借の油屋善右衛門が大塩の
乱関係者として取り調べられる。

1838

伊丹郷町惣宿老加勢のだめ年行事おか
れる。

1764

1830

元禄調高までは自由とする酒造勝手造
り令を発布。

1762

を賦する。

講釈したという。

粕・焼酒粕の買占めを禁じる。

1754

九名井組内で原田郷 5 力柑と西郷 4 力

1841

幕府は椋仲間の解散を命じる。

1845

尼崎藩、財政改革を伊丹の小西新右衛

門、笹屋(生駒〉勘左衛門に依頼する。

加茂井組 1 4 柑、小 p庄 3 柑を相手取

1857

り用水妨げ出入り。

1772

九名井慣長溝樋をめぐり原田郷 5 柑、

岩屋柑を訴え出入り。

樽廻船問屋が株立てされ、大阪・伝法
8 軒、西宮 6 軒が免許される。

近衛家、伊丹郷毘陽口に学問所(郷枝〉

を設け明倫堂と名づける。

柑と分水争論。

1771

頼山陽、伊丹の坂上桐陰宅に泊まり、

1864

飛騨の名工谷口元基、伊丹にて没。

1866

伊丹・兵庫・西宮・灘・池田などの酒
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1892

造地に訂ちこわしが起こる。

1867

伊丹商工会が設立される。

近衛家、左大臣職免官される。

1893

明治時代
1871

伊丹地方から日本初の徴兵が指名され

戸籍が編成される。

丹駅開業。

1894

伊丹燐寸合資会社設立される。

1896

伊丹織布株式会社設立。

廃藩置県により伊丹の全焼が兵庫県

川辺郡を大阪府に移す運動おこる。

〈第 2 次〉の管轄に属する。

伊丹銀行設立される。

伊丹町にはじめて郵便箱揚が設けられ

大洪水のため猪名川堤防決壊、天津村
壊滅。

る。

日本貯金銀行伊丹支店が設立。

小西新右衛門、伊丹小学校貸付会社を

1897

設立。

1873

私立伊丹小学校開校 (1 882 公立に)。

阪鶴鉄道、摂津鉄道を買収し、宝塚ま

寺本の各小学校が開校(後に伊丹小学

で開通。

1899

校・神津小学校・稲野小学校に合併〉。

開始。

においてユー力リの苗やパラなどをつく

大洪水のため猪名川・薫川の提防決壊。

る。

1900

江戸積摂泉+二郷が解散。

1902

醤文を出させる。

西宮警察出張所伊丹屯所が設けられる。

シャツ〉設立
有岡座(劇場〉できる。

川辺郡役所、伊丹町に設置される。

1904

コレラ流行。
儒学者太田北山、伊丹に私聾弘深館を
開く。

1885

小西興業揚が創設され、ランプ口金 (H

1906

東谷村に猪名川水力電気会社設立。

1907

伊丹町立裁縫学校開校。
阪鶴鋲道、政府に買収〈福知山綿とな
る〉。

伊丹町に綿ネル小書館工場設立。

このころ、酒造米の精米に蒸気力を利用。

伊丹町に木綿縞織工場設立。

1908

小西製草場設立される。

1889

川辺馬車鉄道の敷設認可。

小林喜三郎製造所(レース肩かけ)、伊
丹町に設立。

1909

伊丹町、稲野村、神津村、長尾村が

償尾源三郎工場(綿織物〉が伊丹町に
設立される。

発足。

1891

官設鉄道舞鵠線完成、阪鶴鉄道は大阪
一舞鵠間直通運転を開始。

ーナー)の製造を開始。

1886

県立伊丹中学校開校式。

伊丹町に服部保太郎シャツ工場(ワイ

私立伊丹病院が設立される。

1884

笠松藤四郎やまと鱒工場(敷物〉、伊丹
町に設立。

猪名野神社、氏子にキリスト教排斥の

1879

阪鵠鉄道会社、本社を伊丹町に移す。
阪鶴鉄道、大阪一福知山聞の直通運転

兵庫県、農家に園芸を奨励し、長尾村

1876

ラムネ工揚が伊丹町にはじめて設立さ
れる。

大軍・堀・喜多・有岡・新野・毘陽・

1874

川辺馬車鉄道廃業。
慎津鉄道、尼崎ー池田間営業開始、伊

る。

1872

伊丹青年会結成。

寺西豊太郎、由多加繍(敷物〉の工場
を金沢から伊丹町に移す。

1910

伊丹町において小作争議。

191 1

伊丹町に=熊燐寸工場設立。

川辺馬車鉄道、尼崎一長洲一伊丹間関

伊丹町北村の一部と北淘原・天津方面
の耕地整理が郡の指導で行われる。

遇。
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伊丹病院開設。

大正時代
1912

1928

給の契約を結ぶ。

私立図書館開設。
伊丹町に木村友禅工場設立。

宝塚有馬自動車株式会社の大鹿線開業。

稲野村新田中野で、小作人が組合をつ

日本農民組合神津支部を結成。

伊丹ではじめて幼稚園(私立)開設。

くり小作料減額を要求。

神津柑に電灯がつく。

1914

伊丹町長、尼崎ガス株式会社とガス供

天王町・大手町・橘町で下水道工事完

伊丹に電話が開通。

成。

1915

川辺郡公会堂が竣工。

1929

宝厚有馬自動車川西線の営業開始。

1916

伊丹町に日本トラペラー製造所設立。

1930

宝館有馬自動車神崎線・尼崎線の営業

国民日報〈関日刊〉、伊丹で創刊。

1918

開始。

大阪米島帽体部伊丹工場(慎津フェル
ト合資会社〉設立。

1931

録ケ E土地建物株式会社設立。

1932

緑ケ Eで理想住宅設計工作展覧会。
尼宝パス、専用道路による営業開始。

米価暴臓に閲し、川辺郡長、米の売り

1933

惜しみを戒める。

大鹿耕地整理組合の宅地造成(桜ケ fi)

川辺郡公報第 1 号発行。

竣工

川辺郡に小作争議おこり、郡当局調停

阪急電鉄、伊丹温室・麓鶏柑住宅地を

に乗り出す。

伊丹日用品廉売所開設(

1919

1921

町営

売り出す。

県道伊丹尼崎港線(産業道路)開通。

公設市場に〉

稲野村耕地整理組合を結成。

奥田防水布様式会社、伊丹町に設立。

1934

東洋リノリューム株式会社設立。

伊丹に浦山セルロイド株式会社が設立。

る。

伊丹町に森霊友染工場設立。

松谷商店(でんぷん製造〉の伊丹工場

小西新右衛門、合成酒開発に着手。

1921

設立。

1935

北慎新聞(週刊〉、伊丹で創刊。

阪急電鉄新伊丹駅開設。

臨急伊丹線稲野停留所開設。

阪急電鉄、新伊丹住宅地を売り出す。

川辺郡立高等女学校が開校。

伊丹町に都市計画法適用。

1936

1922

伊丹製紙所設立(翌年、操業開始〉。

1923

伊丹町の各友禅工蝿で労働争議。

1924

数十年来の大干ばつおこる。

1925

兵阪日乃出新聞(旬刊〉が伊丹で創刊。

伊丹町上水道、給水を開始。
大阪第二飛行場の予定地、神津柑に決

まる。
中柑の住民、特別補償・財政援助を県

阪急電鋲が稲野住宅地の売り出し開始。

知事・逓信省事務官に訴える。

伊丹町西部耕地整理組合設立。

伊丹町会、飛行甥設置を歓迎、正門の
位置蛮更を陳情。

昭和時代
1927

阪急電鉄、塚口住宅地を売り出す。
県道伊丹高槻線軍行橋の開通式行われ

阪急電鉄神戸線と伊丹支線開通。

1920

伊丹小学校で学校給食はじまる。

神津製作所設立される。
日本労贋党伊丹受部結成。

日東紡繍棟式会社伊丹工場設立。

慎津フェルト工場長堀掠義太郎、独立

1937

して堀指帽子製造所位立。

アカシア木工椋式会社〈ピアノ〉、北村
でグライダー制作を開始。

北村字大鹿口に町立実費診療所設置。
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阪神商業学校開校。

1938

伊丹音頭・伊丹小唄がつくられる。

伊丹国民学綬、動労報国隊を結成。

良品工業株式会社稲野工場、マヨネー

伊丹市内の各学授、工場や製昂保菅直

ズの製造開始。

庫への転用決まる。

金井トラベラ製造所の針布製造所、稲

1945

襲をうける。

野村に設立。

空襲により市内各所に被害(終戦まで

伊丹銀行、池田実業銀行に合併される。

飛行場で中等学綬生徒の動労奉仕はじ

に死傷者 28 人、被災家屋 95) でる。
第 2 次世界大戦終結 (8/1 5) 。

まる。

1939

上野商店(製薬)伊丹工場峻工。

アメリ力第 6 軍、伊丹飛行場を接収。

伊丹で香合(隣組)つくられる。

このころ、臨急伊丹駅前に闇市。

1946

大阪第二飛行場、開場式を行う。

1947

まる。

96 人、薗横 21.

帝国化学産業株式会社(医薬品〉伊丹

ル)。

宿舎とレて接収される。

1948

砂糖・マッチの配給はじまる。

世帯叡 7.

912 人、

431 世帯、面積 1

伊丹市教育委員会設置。

1949

市役所を伊丹宇中ノ町(現中央=丁目)

市営パス運行開始。
兵庫県、伊丹・畏尾柑の合併を留保。
米屋町・毘陽商業地区の東端に中央小

に置く。

伊丹中学・阪神商業の生徒、出征農家

売市場が設立される。

1950

留守宅に勤労奉仕を行う。

伊丹市市税条例制定。

ジ工ーン台風、桑津分校校舎全懐。

第 1 回市議会招集。

飛行蝿銘張のため、小額田で解柑式が

1951

伊丹市長・兵庫県知事、第 3 管区総監

部の緑ケ丘誘致を申し出。

行われる。

住友電気工業様式会社伊丹製作所が操

第 3 管区総監部、緑ケEに移駐。
伊丹市及び商店連合会、予備隊の歓迎

業。

市内各小学校、国民学綬となる。

式典を行う。

米穀通帳による米の配給はじまる。

伊丹市図書館、行基町に開館。

太平洋戦争始まる (1 2/8) 。

伊丹飛行掘、民間航空との供用を開始。

塩・みそ・醤油の通帳・切符制による

1952

伊丹市長、飛行場甑張反対の意見奮を

提出。

配給はじまる。
繊維製自の総合切符制実施。

伊丹飛行場砿張反対期成同盟会が結成。

伊丹町の酒造業、小西酒造椋式会社・

伊丹・豊中・池田 3 市、飛行場甑張反

伊丹酒類興業有限会社・伊丹ニ共酒造会

対署名運動を開始。
飛行場監張計画中止が通告される。

社の 3 社に企業整備。

1944

伊丹市立高等学校発足。
県立伊丹高等学校発足。

7. 0 3

平方キロメートル)。

1943

75 平方キロメート

新伊丹の高級住宅 39 戸、米軍将綬用

花川鉄工所、稲野村に設立。

伊丹市制施行(人口 37.

2

東・西・南・北の 4 新制中学校設立。

大阪第二飛行場の甑張計画できる。

1942

伊丹市と神津村が合併(人口 53.

伊丹町、稲野村に合併を申レ入れる。

工揖で操業開始。

1941

南国民学校(小学枝)開枝。

伊丹のメーデーに 1 万 4 千人参加。

大阪機工株式会社措名川工掘の建設始

1940

伊丹飛行場、艦載機 120 機による空

千代田光学精工株式会社伊丹工揚設立。
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ダイハツ工業様式会社伊丹工場が設立。

「伊丹市住宅新築奨励条例」を公布。

伊丹市・川西市・猪名川町共立伝染病

「伊丹市工場誘致条例 J を公布。

1953

院併院開院。

大阪商工会議所、阪神国際空港に聞す

国民年金制度の受付開始。

る要望書を提出。

伊丹市、公害補償について空港協会と

台風 1 3 号により軍行橋・桑津構流出、

1961

神津地区 200p 浸水。

1954

交渉。

市庁舎全焼(翌年再建)。

承認。

東洋ゴム工業株式会社伊丹工場設立。

1962

ゼネラル・フーヅ株式会社伊丹工場設

市の人口が 1 0 万人を超える。
養護老人ホーム「松風圏」開所。

窟毛紡績株式会社などに、伊丹市工場

誘致条例が適用される。

伊丹市工場誘致条例を交付金方式から

伊丹市に旧長尾村の一部を編入し、現
在の市周になるく人口 68.
面積 25.

施設便宜供与方式に改める。

982 人、

伊丹空港紘張反対共闘会議が結成され

09 平方キロメートル)。

る。

武田賞品工業株式会社伊丹工場が設立

緑E 小学校開校。
伊丹市議会、飛行燭肱張反対を決議。

1956

される。

猪名川土地改良区連合が結成される。

空港拡張に関する空港協会と協定書調

位台小学校開校。

印。

伊丹市、財政再建団体となる。

1957

空港拡張に閲する兵庫県との覚書に調

天神川小学校開校。

印。

市民病院〈現市立伊丹病院)開設。

大目電線株式会社伊丹工蝿設立される。

東洋リノリューム伊丹工場、塩化ピ二

猪名川土地改良区連合と航空局・水利

ール・タイルの工場を新設。

補償についての覚書調印。

運輸省航空局、大阪空港整備計画を決

空港協会、土地買収の交渉を開始。

定。

くみあいマーケット伊丹店設立される。
豊中市・伊丹市清掃施設組合のごみ焼

岩屋・中村・下淘原の住民、拡張のた

めには地区ぐるみの買い上げを陳情。

却場完成。

伊丹飛行揚狐張反対期成同盟会が解散。

1963

伊丹市議会、弧張反対特別委員会を廃

岩屋・森本・中柑など 6 地区代表者会

伊丹飛行場の航空管制業務を米軍より

議、空港協会の買収価格を受諾。

1964

移管。

基地返還式・大阪空港開港式が行われ

大阪国際空港にジヱツト旅客機が就航。

伊丹空港協会設立。

レ原処理揚が完成。

大阪空港が「大阪国際空港」となる。

大阪国際空港騒音対策協議会 (1 1 市

一菱電機株式会社北伊丹工鼠が設立さ

協〉が発足。

1965

れる。

1960

空港航張により、中村で解村式が行わ
れる。

る。

1959

伊丹市、赤字団体から脱する。
文化会館開館

し、伊丹飛行場対策特別委員会を設置。

1958

内代浄水揚完成。
北伊丹水源池完成。

立。

1955

市議会、空港協会の補償案を条件付き

陸上自衛隊中部方面総監部が緑ヶ E に
開設される。

市総合卸売市場を開揚。
干僧浄水揖完成。

伊丹市総合卸売市露関揚。
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「つつじ学園」が開園。

定。

ニ田市木器に市立野外活動センターを

1971

ジャスコ伊丹店設立される。

開設。

1966

いづみや伊丹店設立される。

ニチイ伊丹設立される。

伊丹廃寺跡が国の史跡に指定される。

ライフ伊丹店設立される。

勤労青少年ホーム〈現青少年センター〉

1972

が完成。

新しい市庁舎・水道局庁舎・図書館・
博物館が千僧に完成。

校開校。

働く婦人の家〈現婦人児童センター〉

猪名川流域下水道事業の幹線工事始ま

が完成。

る。

福知山線北伊丹駅にダイハツ工業伊丹

1973

工場の専用線・自動車積込揚設けられる。

消費生活センター開館。
毘陽里小学校開校。

伊丹市第 1 次総合計画「自然的社会的

勝部地区農民、豊中市長のあっせんに

条件を十分に生かした個性のある住宅都

より土地明渡しを行う。

市」がスタート。

伊丹市工場誘致条例廃止。

「公共用飛行場周辺における航空機騒

伊丹スポーツセンター、裁判所、横察

音による障害の防止等に関する法律」が

庁、法務局合同庁舎、伊丹警察署新庁舎

制定。

完成。

笹原小学校・瑞穂小学校開校。

「くすのき冨」、中央公民館完成。

市営パスがワンマン力ーの運転を開始

「大阪国際空港徹去都市」を宣言。

1974

する。

伊丹市が文化財愛護モデル地区に指定

同会館、解般児童館が開館。

1968

阪急伊丹駅の高架{じ移設工事が完成。

1969

猪名川流域下水道(伊丹市域〉供用開

「こゃいけ圏」完成。

市内 22 社と新公害防止協定を結 15\0

1975

始。

「さっき学園」完成。

松崎中学校開校。

休日応急診療所を開設。

「差別を許さない都市」を宣言。

航空機騒音対策の一環として共同利用

1976

施設の第 1 号神津センターが完成。
有岡小学校開校。

萩野小学校開校。

第 1 回伊丹市民まつり開催。

特別聾護老人ホーム「桃春圏」完成。

1977

大阪国際空港の新滑走路完成、供用開

池尻小学校開校。

大阪国際空港に工アパス就航。

1978

始。

桔里小学校・天王寺川中学校開校。

新しいふるさと運動はじまる。
「ふるさと賞」を制定。

1979

児童センターが完成。

第 1 回毘陽池まつり開催。
有岡城跡が国の史跡に指定される。

市の人口 1 5 万人を超える。

1980

「きぼう園」完成。

市、

摂陽小学校・鈴原小学校開校。

労働福祉会館、総合福祉センター、共

される。

1970

伊丹市福祉都市憲章を制定。
伊丹養護学校開校。

学校法人兵庫朝鮮学園伊丹朝鮮初級学

1967

伊丹市環境保全条例を制定。

21 工場と公害防止協定を締結。

長崎屋伊丹店設立される。

荒牧中学校開校。

長崎県大村市・島根県頓原町と姉妹都
市提携。

伊丹市民の竃い、市の桔・木・局を制
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伊丹高齢者福祉事業団が「社団法人伊

JR 伊丹駅前に「アリ才」と「アイホ

丹シルバー人材センター」として認可さ

ール」が完成。

れる。

1981

鴻池小学校関枝。

伊丹市第 2 次総合計画「歴史を今に生

平成時代
1989

かす市民文化都市」がスタート。
国鉄福知山線の塚口一宝塚間の複線電

開設。

工芸センター開館。

化工事が完了。

1990

国鉄伊丹新駅舎が完成。

1982

伊丹市第 3 次総合計画「生命の輝きを

たたえ膏替の歓びがこだまする都市」が

口酒井遺跡で縄文・弥生時代の遺物が

スタート。

出土。

大阪国際空港の惇続に係る国の調査が

市立緑ケE体育館・武道館開館。

県立西猪名公園が開設。

1983

老人保健施設「ケアハイツいたみ」が

完了し、関係自治体に意見照会する。

「サンシティホール」開館。

笹原申学枝開枝。

市立伊丹病院が新築移転。

申国・(弗山市に伊丹(弗山友好交流セン

美術ギャラリー伊丹が開館。

ター完成

「あけぼの寮」完成。

公文書公開制度を施行。

「自転車の駐車秩序に閲する条例」施

伊丹市民会議が大阪国際空港害続の意
見書を市長に握出。

行。

「伊丹市都市蹟観条例」を制定。

1984

神津大橋が完成。

こども文化科学館のプラネタリウム館

武庫川下流流蹟下水道〈伊丹市爆〉供

開館。

用開始。

市毘虫館が才一プン。

第 1 回薪能開催。
市公館「鴻臨館」開館。

「平和都市J を宣言。

平和モ二ユメントがパラ公園に建つ。

「柿衛文庫館」開館。

1985

保健センターが完成。

大阪国瞭空港騒音対策協議会 C

ベルギー・ハッセルト市と姉鯨都市提

定書に調印、空港存続が決定。

1991

申国. 1弗山市と友信都市提嫌。

国隠交流センターを開館。

「アイ愛センター」開館。
住民票自動発行システム運用開始。

住民票等の電算処理始まる。

「伊丹アイフコヲニックホール」開館。

大手前女子短期大学力t開校

1992

浪速短期大学(現大限芸術大学短期大

生涯学習センター「ラスタホール」開

伊丹山荘が完成。

館。

荒牧パラ公園が才一プン。

財団法人伊丹市公園録化協会が発足。

伊丹第一ホテル(現伊丹シティホテル〉

1993

が開業。

CATV 局「ケーブルビジョンアイ」
(現阪神シティケーブル〉開局。

1994

第 1 回伊丹映画祭を開催。

市立美術館開館。

1988

旧岡田家住宅(店舗・酒蔵他〉が国指
定重要文化財に指定される。

学部〉が開校。

1987

市

協)、同空港の害続について運舗省との協

携。

1986

11

関西国瞭空港開港、大阪国際空港の国
際線廃止。

社団法人伊丹市社会福祉事業団が発足。

神津文化センターがオープン。

集申聾雨 C9/6 "-J 7 ・総雨量 300
ミリ〉により、床上床下浸水 3029p。
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1995

総合教育センター開館。

‑

武庫川新橋開通。

尼崎市史第 1 巻

昭和 41 年 1 0 月

阪神淡路大震災 (1/1 7) 発生。死

伊丹市史第 1 巻

昭和 46 年

3 月 30 日発行

716 人、全半壊

伊丹市史第 7 巻

昭和 48 年

3 月 31 日発行

者 23 人、負傷者 2.

家屋 8.

894 棟。

平成

2年 1 1 月

市震災復興計画策定。

新・伊丹史話

平成

6年

3 月 30 日発行

宮ノ前再開発事業で「伊丹みやのまち

身近な地鼠伊丹

平成 1 0 年

3 月 31 日発行

教育いだみ

平成 1 1 年 12 月

1 日発行

広報伊丹

平成 1 2 年 1 1 月

1 日発行

広報伊丹

平成 1 3 年~平成 14 年発行

コミュニティ放送局 rFM いたみ」開
局。

1997

宮ノ前地下駐車場オープン。

1998

ごみ焼却余熱利用施設「クリーンスポ

ーツランド」オープン。
いたみホール〈文化会館)開館。

震災で崩壊した伊丹阪急駅ピルが復興

オープン。

1999

高齢者総合施設「神津福祉センター」

才一プン
市インターネットホームページ開設。

「伊丹みやのまち 3 号館」オープン。

2000

在宅介護の専門的総合施設「ぐろーり

あ」オープン。
伊丹市第 4 次総合計画「豊かな生活空
間

人間性あふれる成熟社会をはぐくむ

市民自治のまち」がスタート
阪神北部広威行政研究会が発足。
介護保険制度開始。
阪急伊丹駅前広場完成。

2001

金岡雨水貯留管が完成

「スワンホール」オープン。

伊丹商工プラザがオープン。
中山市街地の活性化を図る「いたみ T

MOJ が発足。

みやのまえ文化の郷オープン。

2002

8 日発行

広報伊丹

4 号館」オープン。

1996

参考文献

r いだみいきいきプラザ」オープン。
住民基本台帳ネットワークがスタート。
伊丹市がパリヤフリー化推進功労者に

選ばれる。
近畿圏最大の商業施設、ダイヤモン

ド・シティ・テラスがオープン。
第 1 固いたみわっしょい開催。
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1 日発行
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VITAMIN BOOK ITAMI
「どうする伊丹のまんなか」参加者
荒木宏之

荒西完治

石川絹代

上回司朗

内山尚子

尾崎きよ子

川上八郎

金

鴻根

坂本昭子

佐藤重子

荘司清久

関

恒雄

高塚伴子

田辺警朝

中川直

松堂有緒

松本恵美子

三木一仁

村岡潔

元男

八尾晋典

山本俊夫

米自まり子

=郎

ビタミンブック編集委員会
監修委員

安達文昭

石割信雄

編集委員

荒木宏之

上田司朗

佐藤重子

関

恒雄

高塚伴子

田辺警朝

冗見三郎

八尾晋典

山本俊夫

講演記録

元見三郎

デザイン

上田司朗

イラスト

上田恵

写真提供

安達文昭

荒西完治

石川多賀躍

上田司朗

樫尾利害

岸本智雷子

斉藤真治

佐藤重子

高塚伴子

田辺警朝

中出真澄

新田四郎

松本尚男

三井美穂子

元男

八尾晋典

山本俊夫

芳田裕二

伊丹市農政諜

伊丹市広報課

伊丹市教育委員会

地図提供

=郎

Stanley

伊丹市立惇物館伊丹商工会議所

Kieth

伊丹市教育委員会

伊丹市立博物館

伊丹市文化問保事協会

上田司朗

記事提供

神戸新聞社

田制製本

新生会印刷所

発

伊丹郷町商業会

行

山本俊夫

毎日新聞社

伊丹郷町商業会
ファクス

072‑782‑2384

住所

伊丹市中央 2-9-12
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すいた市民環境会議

伊丹まちづくり会議
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