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平成 28 年度の年間の活動 
 

１．木造密集地域の防災性向上に向けた道路・公園の整備協力 

１）地区内公共施設（道路、公園）の事業推進 

都市計画道路赤穂大橋線及び東西主要生活道路拡幅整備の事業推進のため、行政・

地権者との協議調整を行った。 

 

２．まちなみ景観維持 

１）尾崎名所説明板設置及び案内マップ作成（地域づくり活動応援事業） 

地元の子どもたちに「尾崎のまち」のいわれや歴史文化を伝えるため、平成 26 年度

から地区内に残る名所にオリジナルキャラクターをあしらった説明板を設置する活動

に取り組んでいる。平成 26 年度 3 ヶ所、平成 27 年度 3 ヶ所、平成 28 年度 4 ヶ所の合

計 10 ヶ所に設置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）赤穂八幡宮前街路景観検討 

赤穂大橋線街路事業に伴い、数年後

には当地区のシンボル空間である赤穂

八幡宮前の景観が大きく変わることか

ら、平成 26 年度から関係団体に呼びか

けて景観検討会議を行い、平成 27 年度

に地元案をとりまとめ、平成 28 年 3 月

に赤穂市長へ提案した。 

 

 

 

 

 

今年度設置状況 

赤穂市長への提案書提出 
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受賞を契機に新たに取り組んでいること 
 

１．まちなみ景観維持 

１）まちづくりルール説明板の設置 

子や孫の時代にも静かで快適・安心安全なまちを目指して作成した「尾崎のまち・み

んなのルール 10 か条」と「尾崎地区地区計画」の説明板を地区内の要所に設置し、ま

ちとみの維持を日常的に啓発する。平成 27 度 1 ヶ所、平成 28 年度 1 ヶ所設置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．防災ふれあい活動 

１）宮山さくらまつりの復活と野外コンサート 

尾崎地区のシンボルである赤穂八幡宮の背後は宮山と呼ばれ、その中腹の戦没者忠魂

碑前の広場には桜が多数植えられて、かつては地区住民の花見の場としても大変賑わっ

ていた。しかし、十数年前から夜桜のライトアップも中止されて、地区住民が宮山へ登

る機会がほとんどなくなっていた。 

この宮山は、当地区が万一津波に襲われた時には、安全な避難場所の一つになるため、

大人も子どもも宮山への登山経路を体験し、桜の下のイベントでのふれあい活動を通じ

て、防災と助け合いの意識向上と景観向上を目指して、さくらまつり（ライトアップ）

と野外コンサートを実施した。 

平成28年4月2日～10日の夕方に十数年ぶりに忠魂碑前の広場のライトアップを行い、

広場全体がピンク色に照らされて幻想的な雰囲気になった。ふもとの町中からでも、宮

山の中腹がピンク色に浮かび上がって見えて、多くの人が夜桜見物に訪れた。10日午後

には、忠魂碑前の広場の満開の桜の下の舞台で「野外コンサート」を行い、尾崎小学校

コーラス部、赤穂東中学校音楽部、チャンティ.ママ（コーラス）、小倉兄弟と萬代新

一郎さん（民謡）、おさきオサテン団（バンド）が出演し、多くの尾崎地区の皆さんが

観客として集まった。 

今後も、宮山で防災ふれあいイベントを行うことにより、地域住民の交流と防災意識

を高めるとともに、地域の重要な景観要素である宮山の景観維持についての関心も高め

ていきたいと考えている。 

今年度西町児童遊園に設置した説明板 
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準備作業の様子 ライトアップ風景 

赤穂東中学校音楽部 尾崎小学校コーラス部 

小倉兄弟 コンサートの観客 

おさきオサテン団 チャンティ.ママ おさきオサテン団 
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２）木造住宅耐震化学習会 

古い木造住宅が密集する尾崎地区では、住宅が倒壊した場合、延焼や避難経路の遮

断等の危険性も高いことから、9 月 4 日（日）尾崎公民館で木造住宅耐震化学習会を開

催した。 

今回の学習会では、当会まちなみ部会の江端部長が「熊本地震での被災状況と被災建

築物応急危険度判定」と題して木造住宅

の耐震化の必要性を説明した後、講師

として一級建築士山本建志氏が「木造住

宅の耐震診断と耐震改修」と題して、耐

震診断の方法や改修工事の工法の事例

等について詳しく講演をしていただい

た。その後、赤穂市都市整備課建築係

の長棟係長から、県の補助制度の説明

をいただいた。参加者 22 名。 

 

３）尾崎名所めぐりウォークラリー 

尾崎地区の名所と防災施設を親子で巡ることにより、楽しみながら町の歴史・文化

を学ぶとともに、防災意識の向上を図ることを目的に、11 月 26 日（土）に開催した。 

参加者は高須児童遊園に集合したあと、チーム毎に当会が尾崎名所説明板を設置し

た 6ヶ所と防火水槽やポンプが設置された児童遊園 3ヶ所を巡り、各ポイントでクイズ

やダンスをして、楽しみながら町の歴史や防災について学んだ後、防災体験やアルフ

ァ米の炊き出し訓練も行った。 

参加は 8 チーム（子供 24 名、大人 8 名）、スタッフは尾崎地区防犯委員会、交通安

全協会、小学校 PTA、第六分団（消防団）、尾崎小学校、おさきオサテン団の協力によ

る約 50 名。 
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３．塩の町・尾崎の記憶発掘と普及活動 

１）尾崎小学校 6 年生総合的学習への協力 

尾崎小学校からの依頼で 6 年生の総合的な学習の時間に、尾崎のまちを考える会の

尾崎名所説明板や YouTube（ユーチューブ）動画を参考にして、「尾崎の伝統を調べる」

をテーマに授業をしたいと先生から相談があり、まちなみ部会が協力を行った。 

9 月 13 日（火）小学校で目木会長らが当会の活動の説明や動画の紹介をしたあと、9

月 22 日（木・秋分の日）には、6 年生 60 余名が南・北各 3 班に分かれて、まちなみ部

会役員の案内により尾崎名所のフィールドワークを行った。 

北コースは、尾崎村道路元標→おせど（上杉太郎氏「大石内蔵助と尾崎」）→赤穂八

幡宮（中村宮司「赤穂八幡宮の歴史」）を、南コースは、三本松（名田美佐枝氏「地元

の保存活動」）→宝専寺（山本俊郎氏「恵比寿大黒舞と宝専寺」）→ノット岩（江端恭

臣氏「尾崎の町の成り立ち」※雨のため体育館で説明）を巡り、それぞれのポイントで

町の人たちに説明を聞いた。 

その後、小学生は自分たちでパワーポイントを作成し、11 月 16 日（木）にまちなみ

部会や地域住民、保護者等へのプレゼンテーションを行い学習成果を披露した。 
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２）「塩の町・尾崎」の歴史・文化を語ろう会 

「塩の町尾崎」を次の世代に伝え、特色あるまちなみを活かしたまちづくりを進める

ため、尾崎地区歴史文化資源調査の取り組みとして、地域の歴史文化資源の見方・調

べ方を学ぶとともに、地区の皆さんに昔の

町の面影や暮らしを語ってもらい地図上に

記録することを目的として、10月 22日を開

催した。参加 20 名。 

はじめに「地域の歴史文化資源の見方・調

べ方について」と題して、赤穂市教育委員会

の中田文化財担当課長から基調講演をして

いただいた後、参加者が尾崎の地図を囲ん

でワークショップを行った。 

一人一人が昔の思い出の場所や当時の生

活の様子をラベル紙に書き出し、解説を加

えながら地図に並べ、昭和 30 年代頃の尾崎

の町の様子の再現を試みた。 

今回の成果は白地図上に整理して 10 月末

のふるさと祭りで展示した。当会では、来

年度以降も「塩の町・尾崎」の記憶発掘とそ

れを活かしたまちづくりに取り組む。 
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４．その他 

第 15 回出る杭大会（西播磨地域のまちづくり活動発表イベント）出展 

4 月 29 日（金・祝日）に西播磨科学

公園都市の光都プラザ前芝生広場で開

催された「西播磨フロンティア祭

2016・出る杭大会」に出展し、日頃の活

動をＰＲした。出る杭大会は、西播磨

を中心に県内各地域で夢を持ってチャ

レンジしている人や地域を元気にしよ

うと取り組んでいる団体が、日頃の活

動を発表するイベント。 

第 15回目の今年は、計 56団体が工夫

を凝らしてブース展示やステージパフ

ォーマンスを行った。 

尾崎のまちを考える会では、平成 11

年の発足からの活動の経緯や尾崎ふれ

あいロードの完成記念イベント、おさ

きキャラクター、尾崎名所説明板等の

活動紹介パネルの展示を行うとともに、

おさきオサテン団がステージ出演し、

「ぼくらおさきキャラクター」「尾崎の

頭人 Yaihei！（やいいぇー！）」等の

オリジナルソングを披露した。歌にあ

わせて、赤穂八幡宮で借りた動覧籠に

お菓子を詰め込んで、見物人にばらま

くパフォーマンスも行い、大好評で、

西播磨地域の皆様に尾崎を大いにアピ

ールできた。 
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調査検討費の使途 
 

 広報紙印刷費 

 まちづくりコンサルタント委託料・旅費 

 住まいのまちなみネットワーク総会旅費（1 名） 

 防災ふれあいイベント開催費  

 まちづくりルール説明板 

 地域づくり活動発表イベントＰＲ資材費 

 歴史文化資源記録機材購入費 

 歴史文化資源資料整理棚購入費 

 歴史文化資源調査事務消耗品 

                                   

 

 

 

近い将来取り組まなければならない課題 
 

１．尾崎地区歴史文化資源調査 

～地形の記憶や生活のあり方がかたちづくるまちづくり～ 

 

当地区は、江戸時代から続く塩づくりの町で、木造住宅が密集する地区である。 

当会では、安全安心のまちづくりを進めるために、道路拡幅整備を推進しているが、

道路整備や空き家、空き地の増加で地区内のまちなみ景観が年々変化を遂げており、

かつての町の面影が失われつつある。 

このため、地区内に現存する昔ながらの住宅建築等を歴史文化資源として発掘し、

その特色や保存の必要性などを検討し、地区住民へ啓発する必要がある。 


