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まちづくり計画策定会議

個別計画３
（3）心のふれあうまちづくり
①交流の広場づくり
校区が一体となる大きなイベント、
「ふれあい夏祭り」「敬老会」「親
睦運動会」「文化祭」など、出会い
の場、交流の場の充実化を進め、活
気ある地域づくりを進めます。
②心をむすぶ場所づくり
校区住民が気軽に集い、会話が楽
しめる交流の広場づくり。閉じこも
り予防や孤独感の解消等を図る憩い
の場所を開設します。
次世代を担う子供たちの育成、子
育て世代を支援する環境づくりを推
進します。

八上小学校、ＰＴＡ等と連携して、
個別計画１
『校区とともにある学校づくり』を
（1）安心・安全なまちづくり
「八上校区
支援します。
①災害対策について
まちづくり計画書」
③人権のまちづくり
平時から、防災に関わる多様な活
住民一人ひとりが自ら啓発の主体
動に取り組み、災害時に備えるとと
―活気と潤いに満ちた
もに、防災・減災に対する意識の向 者となり、地域の課題に沿った啓発
八上の創造―
活動を展開していきます。
上を図ります。
②防犯対策について
八上校区まちづくり協議会
安全で安心な暮らしを守るため、
会長
池田 正男
一層の安全意識・防犯意識を高め、
八上校区まちづくり協議会（以下 犯罪を未然に防ぐ活動を展開します。
③交通安全対策について
八上まち協と略）は、平成 年度事
生活道路、通学路において交通弱
業として篠山市より助成金を受け
「八上校区まちづくり計画策定事業」 者が、交通事故に遭わない、起こさ
に取り組み、「計画書」が完成しま ないための安全教育に取り組みます。
した。
個別計画２
策定目的は、校区の将来あるべき
目標（ビジョン）を明確にし、その （2）健康と福祉のまちづくり
①健康づくり
目標に沿って方針を立て、活動計画
健康は、人の元気と安心の源であ
を定めるためです。
「計画書」は、八上まち協の基本 り、私たちの豊かな生活を支える基
的な理念である設立趣旨、具体的な 盤であるとともに、一人ひとりの健
活動方針『三愛』、アンケート調査 康は社会全体の幸福につながります。 個別計画４
やワークショップの意見等を踏まえ、 校区全体の健康づくりに取り組みま （4）郷土を愛するまちづくり
①高城山（八上城跡）の発見と活
す。
左記にまとめました。
用について
②高齢者や障がい者の支援
郷土のシンボル、高城山を中心と
高齢者や障がいのある人が生活の
目標（スローガン）
不安を感じることが無いよう、支え す る 「 歴 史 文 化 遺 産 」 を 顕 彰 ・ 保
活気と潤いに満ちた八上の創造
合い、誰もがいつまでも安心して暮 護・活用を図ります。
基本方針
②歴史文化遺産の保存と活用につ
らせる活動を支援します。
（1）安心・安全なまちづくり
いて
③健康な身体づくり
（2）健康と福祉のまちづくり
歴史文化遺産の継承、校区に点在
自らの健康増進のため、生活を改
（3）心のふれあうまちづくり
善、運動をするなど、一人ひとりが する「お宝」を調べ、資料化するな
（4）郷土を愛するまちづくり
（5）出会いをとおしてまちづくり 自主的な健康づくりができる様々な ど、郷土の文化財を活かした活動を
行います。
次に基本方針を反映する取り組み 機会と場を設定します。
③豊かな自然環境の保護について
計画を定めました。「計画書」から
素晴らしい自然環境、豊かな緑や水
抜粋します。
辺、動植物等々次世代に引き継ぐ活
動に取り組みます。
八上校区まちづくり協議会広報誌（２）

個別計画５
（5）出会いをとおしてまちづくり
①地域間交流
他地域との交流を通して、人的・
文化的交流、情報交換・意見交換等
により、地域づくりの活力を育みま
す。
②情報の発信
広報誌やホームページを用いて、
校区の情報をやさしく伝え、共有化
を図ります。また、八上ファンを開
拓します。

以上が『八上校区まちづくり計画
書』の概要です。今後より豊かで活
気と潤いに満ちた八上校区を創造す
るための諸活動を行っていきます。
最後に「計画書」作成にお力添えを
いただきました皆様には厚く感謝を
申し上げます。

平成 年度高城会館
火災通報・避難・
消火訓練実施
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池田 正男

第 回 八上ふるさと塾
「篠山鳳鳴高校
『青山記念文庫』を訪ねる」

地域おこし部
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２月 日（火）、篠山鳳鳴高校
「青山記念文庫」を訪ね、明山修校
長の案内により見学をしました。
篠山鳳鳴高校には、旧篠山藩主青
山家所蔵の中国書籍、近世小説（刊
本・写本）及び歴史書等一万余冊を
青山家から譲り受け、さらに旧制県
立鳳鳴中学校が所蔵していた「鳳鳴
文
庫ー
」・ク
地方
書・介
戦後の「連合国
サ
ル文紹
最高司令部関係文書」等の膨大な書
籍等が保管されていました。平成
年度、これらを保存・管理できる収
蔵庫が整備され、一般公開されてい
ます。
最初、明山先生から明治以後の学
校の沿革、特に軍人の輩出、第 連
隊、戦後ＧＨＱとの関わりなど、他
校にない伝統と歩みをお聞きしまし
た。
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高城会館館長 小西郁男

消火訓練 高城会館玄関前

30

27

消防団第7分団員

避難誘導訓練
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次に文庫内において、貴重な書籍
等、例えば、『家康公浜松御城主始
記』、『江戸切絵図』、荒井白石自
叙伝『折りたくしばの記』、小説・
為永春水『西国奇談（国定画）』、
竹田出雲『仮名手本忠臣蔵』、林子
平『海国兵談』、福沢諭吉『西洋事
情』、仮名垣魯文『西洋道中膝栗
毛』、郷土史家・福原会下山人のコ
レクションなどを、手に取り説明を
受けました。
参加者は、郷土の貴重な書物等が、
温度・湿度を一定に保ち、大切に保
存されていることを知り、豊かな気
持ちとなりました。

明山修先生の解説
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八上校区の住民等のコミュニティ
の場として昭和 年に開館された高
城会館は 年の節目を迎えます。八
上校区まちづくり協議会の「ふれあ
いサロン」が増設され益々高城会館
の利用者の増加が見込まれます。現
在、年間約6000人が利用してい
ます。高城会館防火責任者として、
もしもの時を想定して管理運営に当
たっております。
平成 年2月8日に火災通報・避
難・初期消火訓練を実施しました。
当日の会館利用者、消防団第7分団
員、篠山市消防本部等多数の参加を
頂き訓練ができました。
参加・ご協力ありがとうございま
した。会館利用者の皆様には今後共、
安心・安全に努めて頂きますようお
願い致します。

ワークショップ

イベント情報

月以降予定されているイベン
トについてお知らせします。

◎ 月 日（土）
:～
「八上校区まちづくり計画書」
報告会
（於）高城会館
◎3月 日（月）
:～
市立八上小学校卒業式
（於）八上小学校
◎4月 日（火）
:～
市立八上小学校入学式
（於）八上小学校
◎4月 日（水）
:～
市立篠山中学校入学式
（於）篠山中学校
◎4月 日（月）
:～
市立八上幼稚園入園式
（於）八上幼稚園
◎4月 日（日）
:～
スポーツクラブ 八上総会
（於）八上小学校講堂
◎4月 日（日）
:～
スポ ー ツクラブ 八 上 「 赤 レンガ
パーク・天橋立ウォーキング」
（於）京都府舞鶴市・宮津市
◎4月 日（土）
:～
高城会館運営委員会
（於）高城会館
◎4月 日（火）
:～
八上校区まちづくり協議会
運営委員会
（於）高城会館
◎5月 日（日）
:～
八上校区まちづくり協議会総会
（於）高城会館
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（ yakami-machikyo@gaia.eonet.ne.jp
）
ホームページ（ＵＲＬ）
（ http://www.yakami-takashiro.jp
）
八上校区まちづくり協議会
〒六六九‐二四三七
篠山市糯ヶ坪甲八十三番地一

広報誌への掲載記事等をお寄せく
ださい。その他ご意見・ご提案もお
願いします。
メールアドレス

昨年の秋から半年をかけ、八上校
区まちづくり計画が完成しました。
ご希望の方はお分けいたします。
各自治会長さんにお申し込みくだ
さい。

編
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