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※ユニバーサル社会とは？ 
 年齢、性別、障害、文化などの違いにかかわりなく、だれもが地域社会の一員として支え
合うなかで、安心して暮らし、一人ひとりが持てる力を発揮して元気に活動できる社会のこ
とです。 
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「とんとんとんからり」のまちづくり計画 
 

はじめに 
      『隣組』   とんとん とんからりと 隣組 

格子を開ければ 顔なじみ 
 廻して頂戴 回覧板 
  知らせられたり 知らせたり 

とんとん とんからりと 隣組 
あれこれ面倒 味噌醤油 
 御飯の炊き方 垣根越し 
  教えられたり 教えたり 

とんとん とんからりと 隣組 
地震やかみなり 火事どろぼう 
 互いに役立つ 用心棒 

  助けられたり 助けたり 

とんとん とんからりと 隣組 
何軒あろうと 一所帯 

 こころは一つの 屋根の月 
  纏められたり 纏めたり 

   
この歌は、「隣組(作詞：岡本一平、作曲：飯田信夫)」の一節です。 

  この「隣組」の歌詞は、現代社会の中で薄れつつある地域共同精神を唱ったもので、
昭和３０年代まで、地域生活の中で当たり前のこととしてあった様子を歌にしたもので
す。 
  私たちの暮らす社会は、超高齢社会に足を踏み入れた状況のなかで、絆で結ばれた地
域共同型社会から、社会構造や生活様式の変化、また情報の多様化などとあいまって個
人化・孤立化した社会へと変わろうとしています。そのために地域コミュニティが希薄
化し、地域での生活が徐々に脅かされてきています。 
  「隣組」の歌詞を見ると、現代社会で失われつつある事柄が、わかりやすい歌詞の中
に含まれていると言えます。 
  今後急速に進むであろう超高齢社会を安心・安全で、元気に生活していくためには、
この歌にあるように誰もが支えたり、支えられたり、助けたり、助けられたりしながら、
温かさ、人とのふれあい、地域交流のある地域コミュニティを築き上げていかねばなら
ないと考えます。 
このことから「養父市ユニバーサル社会づくり実践モデル地区協議会」を立ち上げ、
本計画を策定し、実践することとします。 
  なお、本計画の名称を「隣組」の一節を使い「とんとんとんからりのまちづくり計画」
とします。 
  「とんとんとん」は、隣のお宅の戸をたたく音であり、「からり」は、戸が開くことを
意味しています。この単純で明快な言葉が本計画の目指すことを象徴していると言えま
す。 
 
 

  

養父市ユニバーサル社会づくり 

実践モデル地区協議会 

 会 長  守 本 達 雄  
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１‐モデル地区の名称 

  養父市中心市街地及びその周辺地区 

 

２‐モデル地区の位置及び区域 

養父市役所を始め公共機関、教育機関、病院及び商業施設が集積する八鹿町中心市街地区域に周辺

の農村集落を加えた区域   

 （八鹿町中心市街地、八鹿町幸陽区、八鹿町岩崎
いわさい

区） 

 

■モデル地区の概要  

 モデル地区は、「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法

律」により指定された中心市街地区域（１４行政区、人口3,299人、世1,205帯、高齢化率30.3％）

と中心市街地に隣接する幸陽地区（人口152人、49世帯、高齢化率12.5％）及び養父市と豊岡市の

市境に位置する岩崎区（人口68人、23世帯、高齢化率41.1％）の３地区を計画しています。 

 中心市街地エリアは、かつて養蚕業や林業の中継基地として、人・もの・文化が集積し大いに栄えた

地域です。また岩崎地区もかつて林業、畜産業を中心に栄えた地区ですが、いずれの地域でも近年にお

いては、社会構造の変化と生活様式の変化や少子化・高齢化等により大きく衰退してきています。しか

し、地域を守るために住民の手によってまちづくり活動が盛んに行われてきた経緯があり、「自分たち

で出来ることは自分たちで行う」を基本とした取り組みが行われてきました。 

 幸陽地区は昭和６２年頃民間開発事業者によって宅地開発された新興住宅地区です。これまでなんの

不安もなく生活していたところですが、平成１６年の台風23号の襲来により、裏山が崩壊し全住民が

避難を余儀なくされた経緯があります。この被災経験から「自分たちの地域は自分たちで守る」ことを

合言葉として独自のまちづくり活動が行われています。 
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３‐モデル地区の現況及び特性・地域課題 

３地区からなるモデル地区の現況・特性は次の通りです。 

（１）八鹿町中心市街地区域 

  八鹿町中心市街地区域は、山陰道と湯島・出石街道の結束点であり古来より交通の要衝として、 

人・もの・文化が集積する一大拠点でありました。 

  ことに明治・大正・昭和初期にかけて養蚕業及び林業の中継基地として栄えてきましたが、昭和の

中・後半頃から社会構造や地域住民の生活様式が大きく変化する中で、郊外における大規模店の出店

とあいまって、中心市街地の求心力が年々失われ、後継者の地元離れが進み、商店の廃業等の増加に

よって商店街組織そのものが崩壊している状況にあります。また急速に進む高齢化により中心市街地

区域内においても高齢化率が 40％を超える行政区が発生しつつあり、独居老人家庭も増加がみられ

るなど、買い物やゴミ出しが困難な世帯が増える傾向にあります。これらの課題解決の一つとして考

えられる地域コミュニティについても近年ますます薄れつつあることが、タウンミーティングや地域

懇談会等において地域住民の共有する課題としてあげられていることからも、コミュニティの再構築

が今後ますます重要視される課題であると考えられます。 

  当区域は平成４年１０月9日に兵庫県が全国に先駆けて、高齢者や障害者などすべての県民がいき

いきと生活できる福祉のまちづくりを目指すために制定した「福祉のまちづくり条例」に基づく福祉

の重点地区として指定を受け、平成７年3月に「八鹿町福祉のまちづくり 重点地区整備計画」が策

定されました。以来、この計画に沿って地区内の整備が進められてきました。 

今回の「ユニバーサル社会づくり実践モデル地区事業プラン」の策定にあたり、重点整備地区の計

画の検証を行いました。検証結果は、別添資料１に示す内容となり、未実施の整備項目については、

今回改めて検討のうえ、事業プランに反映させ整備、検証を行うこととします。 

 

 ■地域課題 

 郊外型店舗の進出と後継者不足、近年の急速な高齢化により、中心市街地でありながら集落機

能維持が困難な状況に移行しつつある。（地域コミュニティの希薄化） 

 市街地内を横断する県道はかつての幹線道路ですが、幅員が狭小で道路側溝に蓋が整備されて

いない箇所が多く、歩行等が危険な状況にある。 

県道日影養父線(大森から宮町まで)、県道八鹿停車場線、市道新町3号線 

 降雪時における住民による道路、歩道等の除雪体制の整備ができていない。 

 歩道の平坦性がないため改善が望まれている。（市道京口堤防線） 

 ＪＲ八鹿駅及び周辺におけるバリアフリー化が必要である。 

身障者用乗降スペースの充実した設置、駅舎への段差解消、車椅子に対応した改札口への改

修、多目的トイレへの改修 

  

（２）岩崎地区 

  昭和初期には４５世帯の戸数があり、畜産業と林業により生計が維持され、裕福で賑やかな集落で

あったと古老から当時の話を聞いています。 

  しかし、昭和の中後半期から大幅に生活様式と社会構造が変わり、多くの世帯が利便性が高く生活

の安定を求めて地域外へ転出され、現在は当時の約半数の世帯となっており、集落の機能維持が困難

となりつつある状況にあります。 

  このため、集落の機能を維持するために一人が二役・三役と役割を持たなければならず、また、少
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ない世帯で集落を維持しなければならないために、税外負担※１が各家庭に大きな負担としてのしか

かっている状況にあります。また地域コミュニティは、小規模集落であるため比較的に残っている方

ですが、各世帯が生活防衛に追われている状況から、次第に地域コミュニティの希薄化が進むことに

不安感を募らせています。 

 ※１ 税外負担とは、有害鳥獣対策や農業施設の維持費、公民館の修繕費、お寺や神社への経費などのことをいいます。 

 

 ■地域課題 

 地域コミュニティの希薄化と集落内人口の極少などが相まって、集落機能維持が困難な状況に

移行しつつある。 

 集落への幹線道路は1路線しかなく、災害時の孤立化が危惧される。 

 携帯電話の通話断地域のため災害時の連絡に不安があり、連絡体制の確保が必要である。 

 集落内道路が日陰となっており、冬期には凍結し、車両の物損事故や住民の転倒事故が発生し

ているため、融雪装置等の設置が強く望まれている。 

 農作物被害の防止や安全な里山を守るため、有害鳥獣対策が望まれている。 

 集落入り口付近の市道が屈曲していて狭隘なため通行上危険であることから、早期の道路改良

が必要となっている。 

 地区集会所が老朽化しており、増改築並びにバリアフリー化等の改修が望まれている。 

 集落への幹線道路で、夜間に鳥獣等との交通事故が発生している状況にある。 

 

（３）幸陽地区 

  当地区は、昭和６２年ごろに宅地造成された新興住宅地であり、平成7年には県営住宅が20戸建

設されことにより約50戸の世帯から構成されています。 

  平成16年の台風23号では、集落裏の山腹崩壊により全区民が避難を余儀なくされたところです。

この災害によって、障害者のいる世帯や独居老人に対する避難体制の脆弱さが露呈し、同じような災

害に再び見舞われないだろうかという恐怖心、また危険地域との風評による他地区への転出などが見

受けられるようになったことから、終の棲家としてこの地を求めてきた区民たちにより自分たちの地

区を守ろうとする取り組みが自然発生的に生まれてきました。当初は災害時の避難体制について検討

がなされ、近年では美化活動、資源ごみの回収などの取り組みを通したコミュニティづくりに力を入

れています。 

 

■地域課題 

 集落内での防災体制の強化が必要である。（障害者のいる世帯、独居老人宅の避難誘導体制の

確保、緊急時の連絡体制の強化、区民の一声運動など） 

 地滑り箇所の公園化が望まれている。（地域のふれあいの場の創出） 

 集落と市街地を結ぶ市道九鹿小佐線の冠水箇所の解消が望まれている。 

（松尾橋から広瀬建設事務所まで） 

 地区の裏山を通る市道高柳小佐線の法面が有害鳥獣により掘削されており、法面崩壊が危惧さ

れている。 

 地区内の内水処理の整備が必要である。 
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４‐ユニバーサル社会づくりに向けて 

（１）モデル地区計画策定の背景 

  人は生まれ、成長とともにその行動範囲は拡大していきますが、年を重ねる毎に今度は次第に行動

範囲は狭まってきます。養父市の場合、地形上、八鹿・養父の平野部を中心として放射状に谷あいが

延び、狭隘な谷筋に集落が点在しているため、超高齢社会の到来とともに地域集落の孤立と同時に世

帯、個人の孤立化が危惧されます。 

さらに地域共同型社会から社会構造、生活様式の変化と近年においては情報取得の多様化などとあ

いまって、個人化・孤立化した社会へと変貌を遂げようとしており、各集落においては、これらの様々

な要素が絡まり自治機能の低下や日常生活への影響が見えつつあります。 

  今後ますます急加速する傾向にある高齢化に対応するためには、行政による施策等だけでは限界で

あると感じているところです。 

  人ひとりの力は非常に小さくひ弱なものですが、人と人が強い絆で結ばれ、お互いに支え合い、助

け合う人の集団となれば大きな力が発揮されます。 

  コミュニティが希薄化した現代において養父市の将来を考えたとき、年齢や性別、障害、文化など

の違いにかかわりなく、誰もが地域社会の一員として支え合うなかで安心して暮らし、一人ひとりが

持てる力を発揮して、元気に社会参加できる環境づくりが求められています。 

 

（２）計画の必要性 

  超高齢社会へと足を踏み入れた今日にあって、この養父市に生まれ育ち、生活する市民が安心して

暮らすことができ、また訪れる人々も心が安らぐことができる、人にやさしく元気で活力のあるまち

を築くため、市民と市が協働のもと将来展望を持ち、新たなまちづくりを展開していく必要があると

考えます。 

このため「ユニバーサル社会づくり実践モデル地区」に指定された当地区において事業プランを策

定し、実践することが、超高齢社会において人と人がつながり、支え合える地域の仕組みづくりのモ

デルになるものと考えます。養父市内でのモデルとなり、ユニバーサル社会づくりを啓発していく大

きな役割を担うもので、必要かつ重要な計画であると考えています。 

 

（３）計画の位置づけ 

   本計画は、本年度策定した「養父市まちづくり基本条例」の理念に基づき策定されたものです。 

  

（４）推進方策 

本計画は４年間（平成 21 年～24 年）の整備計画を策定したものですが、ユニバーサル社会づく

りの環境整備はこれですべて終わるものではなく、その時代時代の社会環境などにより変わっていく

ものであると考えています。 

  年齢や性別、障害、文化などの違いにかかわりなく、誰もが地域社会の一員として支え合うなかで

安心して暮らし、一人ひとりが持てる力を十分に発揮して、元気に活動できる社会を創るためには、

モデル地区だけでなく市全域において、人と人が助け合い、支え合うコミュニティの構築が必要であ

り、さらに施設等の整備と合わせてそれらを結ぶ移動空間の環境づくりの充実も欠かすこのできない

ことであります。 

  今後もあらゆる人々が安心して主体的に社会活動が出来るように、継続性をもって、以下の課題や

方策を整理し、検証しながらユニバーサル社会づくりを推進していきます。 
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  １） 市民主体のまちづくり 

    あらゆる人々がユニバーサル社会のまちづくりを積極的に推進していくためには、人と人によ

るコミュニティの構築を欠かすことはできません。一人の人間として尊重され、社会的な営みに

参加することで生きがいを感じ、人は人の役に立ち、人の支えになることで自らを誇りに思える

人権尊重の意識を呼び覚ますものです。超高齢社会を希望のある長寿社会（幸齢社会・好齢社会）

とするために自らが主体的にまちづくりに参加する時代が到来していることを認識し、意識の変

革を行うことが大切であると考え、そのため本協議会が中心となり市民と行政の協働のもと積極

的な働きかけを行っていきます。 

 

  ２） 市民、事業者、行政の役割分担に基づくまちづくり 

    行政は、市民の声や地域の状況を勘案しながら、ユニバーサル社会の実現に向けまちづくりを

進め、横断的かつ総合的に課題解決に向けて取り組み、「支え合いながらともに生きる」という

精神の周知を図っていきます。また、道路改良事業や施設整備事業等においてはユニバーサルデ

ザインの考え方を積極的に取り入れ事業展開を行っていきます。 

    事業者は、事業活動が地域社会と密接な関係にあることを自覚し、ユニバーサルデザインの考

え方を取り入れた事業展開と所有施設の整備を積極的に行っていくものとします。 

    市民は、「自立した市民」をめざしつつ、「支え合いながらともに生きる」という理念の理解を

深めながら様々な行事に積極的に参加し、学び、出会いや交流を通じながらコミュニティをはぐ

くむものとします。 

 

  ３） 災害に強いまちづくり 

    平成 16年 10月 21日に襲来した台風23号によって当市が被った甚大な被害は、記憶に新

しいところです。 

    この台風によりモデル地区である幸陽区の裏山の地すべりによって全世帯が避難生活を余儀

なくされました。この災害を契機として「災害時に強いまちづくり」を進めようと、幸陽区民に

より「幸陽区将来ビジョン ～安全安心なまちづくりを進めるため～」の計画が策定され、その

中に次のようにコミュニティの重要性が記載されています。 

 

「幸陽区将来ビジョン ～安全安心なまちづくりを進めるため～」編集後記抜粋 

 

災害発生時から今日まで区の中に自主組織として「幸陽区防災対策委員会」を組織し、行政と

区民の間に入り、被災者の不安感を取り除く事に重点を置き取り組みを進めてきた。 

  特に被災当初から避難勧告解除にいたるまでの9日間においては、行政だけではとてもカバ

ーしきれない様々な出来事に対し、防災対策委員会を中心に障害者の方の受け入れ要請活動、学

校との調整、行政との調整、高齢者への対応等に奔走し区と防災委員会が区民をカバーしてきた

ところである。またこれらの活動が幸陽区だけのこととせずに隣接する茶堂団地、県職員住宅の

人々との連携を深める中で取り組みを強化してきた。これらの取り組みによる成果を幸陽区及び

茶堂地区のみとせず、他地区における被災箇所にも同様の対応を図るよう行政に求めてきた。 

  これら一連の取り組みにより新興住宅地にありがちな個別の動きが薄れ、被災者という共通の

課題を抱えるもの同士の結束が図られ、不幸中の幸いとして地域のコミュニティが構築されてき

たことに大きな成果が見受けられる。 
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  また、区民アンケートからは次のような意見も出されています。 

 「幸陽区将来ビジョン ～安全安心なまちづくりを進めるため～」区民アンケート抜粋 

 

◆災害体験の中で得たこと 

・これまで同じ区にいながらほとんど交流もありませんでしたが、この機会にいろいろな人と

出会いがあり、皆様の暖かい心に触れ合う事が出来ました。 

（同様の意見がこの外多数ありました） 

 

     

   以上のように、特に災害時における被災者の不安感は大きく、これを低減あるいは払拭させるた

めには地域のつながりが最も重要であると考えます。 

   幸陽区の場合においては、行政の手が届かないところを地区住民の手によって補完され、安心感

が育まれたものと思われます。 

   このような事例があるように地域のコミュニティが時に大きな力を発揮することがあり、このよ

うなことがキッカケとなり地域づくりが一層推進されることへと繋がるものだと考えます。 

   そこで、地域住民による地域コミュニティの醸成と各種団体等によるネットワーク化と併せて、

行政による道路等の改修などハード面を整備することにより、地域力を高め災害に強いまちづくり

を進めます。 

 

５‐モデル地区の整備の目標 

【人と人がつながり ともにささえあい 地域でともに元気に生きるまちづくり】 

養父市は高齢化率が県下で最も高く、限界集落とも呼ばれる集落をはじめとして地域の活性化が重

要課題であり、持続可能な地域づくりを進めることがまちづくりの大きなテーマとなっています。 

住民がお互いに支え合い、助け合うことのできる地域づくりや安心して安全に暮らすことができる

生活環境づくりをモデル地区で実践するとともに、地域で人と人がつながり、ともに支え合い、とも

に地域で持てる力を十分に発揮することで、自らの存在と地域を誇らしく思いながら元気に生きる地

域社会づくりを目指すものとします。 

 

６‐モデル事業プランの期間 

平成21年度 ～ 平成 24年度の４ヶ年とします。 

 

 



 - 9 -

７‐整備プログラム 

（１）実施事業 

１）ユニバーサル社会を理解し普及させる「意識づくり」事業 

 誰もが互いの人格や個性の尊重と「支え合いながらともに生きる」の理念のもと、人と人が

助け合い、支え合うコミュニティの構築の実現のため、ユニバーサル社会づくりへの理解を深

める。 

◆事業プランの検証 

◆「ユニバーサル社会」の理解の普及、啓発 

  ◆「ユニバーサル社会」の担い手づくり 

 

 

２）人と人をつなげる「しくみづくり」事業 

 養父市に住む人・訪れる人々が、温かな思いやりに触れることができ、またコミュニティを

育むことができるよう、誰もが自ら主体的にまちづくりに参加、参画できる社会づくりを展開

する。 

◆支え合い、助け合う地域づくり 

  ◆出会いと交流の創出 

 

３）誰にもやさしいまちの「基盤づくり」事業 

 養父市に住む人・訪れる人の誰もが安全で快適に暮らせ、楽しみ、働くことができるよう、

既存のものにはバリアフリー化を進めながら、新しいものについてはユニバーサルデザインを

目指したまちづくりを積極的に展開する。 

◆安全・安心・快適なまちづくり 

◆わかりやすい案内表示 

 

   ◎各事業の詳細は11ページ以降を参照のこと。 

 

 

（２）実施事業の検証 

  ユニバーサル社会の実現を目指すために実施事業ごとに実施指標を設け、毎年開催する協議会に

おいて各年度における実施状況等を様々な観点から検証を行い、その結果により事業プランを見直

すなど、より効果の高い事業を実施していきます。 
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８‐協議会について 

（１）協議会名称 

   ＜養父市ユニバーサル社会づくり実践モデル地区協議会＞ 

 

（２）協議会の構成 

別添設置要綱に基づき、協議会の委員は25人以内をもって構成する。 

平成 20年度における委員構成は次のとおりである。 

⊿モデル地区代表区長（4名） 

⊿モデル地区民生委員の代表（2名） 

⊿養父市八鹿老人クラブ連合会（1名） 

⊿養父市身体障害者福祉会八鹿支部（1名） 

⊿養父市手をつなぐ育成会（1名） 

⊿養父市消防団八鹿方面隊（1名） 

⊿小学校・中学校PTA（各1名） 

⊿養父市女性会八鹿支部（1名） 

⊿八鹿町中心市街地活性化連絡推進協議会（1名） 

⊿養父市商工会八鹿支部（1名） 

⊿モデル地区内の小学校関係者（1名） 

⊿公共交通機関の関係者（1名） 

⊿養父市社会福祉協議会（1名） 

⊿兵庫県但馬長寿の郷（1名） 

⊿養父市教育委員会事務局（1名） 

⊿養父市担当及び関係部署（5名）    ＜合計＞25名 

     

   協議会の下部組織として、「モデル事業プラン検討委員会」を設ける。 

兵庫県但馬長寿の郷地域ケア課職員、養父市社会福祉協議会職員、養父市（企画政策課、地域包

括支援センター、福祉課）職員、NPO法人市民オフィスやぶにより構成する。 

 

 


