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永晴邸通信 vol.5

門前町再生事業の一環として、永晴邸の改修工事を行っています。永晴邸を活用した事業提案の公募もはじまりました。

施工者の紹介

2 月６日現場説明会の様子

月刊

2 月 26 日現場の様子
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月号

2018年 N o . 07

門前町の再生を考える月刊誌

施工者が１月 31 日に西前工務店さんに

２月６日から工事が始まり、現在は耐震補強を主に行なっています。

決まりました。美波町での主な実績とし

施工する過程で、新たな補強をする箇所などが出てきていますが、竣工

て、赤松地区防災拠点施設と薬王寺山門

予定の4月末に向けて着々と進んでいます。

発行元：
美波町役場産業振興課/桜会/発心の会
神奈川大学曽我部・吉岡研究室

などがあげられます。

お知らせ

応募資格：事業の趣旨、公募の概要について十分
に理解し、本物件を自ら賃借・運営し、

事業者募集開始 (2月26日~3月26日）

期待される門前町再生化・活性化を実現

今後の門前町の空き家活用、門前町の再生化及び
活性化につながる先導的提案を募集します。
応募要件： 1) 先導的なモデル性のある事業

し得る個人、団体とします。
審査方法：美波町産業振興課及び関係者において、
書類審査、ヒヤリング又はプレゼンテー

2)門前町再生化・活性化に向けた企画

ションを実施のうえ審査し、後日その結

運営
3)門前町再生化・活性化のための連携

果を通知します。
www.town.minami.tokushima.jp /docs /2018022200016

RICARDOのスペイン語講座

手づくり物の市(2月11日)

RICARDO による第３回目のスペイン語講座では「数字」と「会話」

薬王寺の初会市にあわせて、手づく

について皆さんと実際に言葉に出しながら、楽しく練習をしました！次

り物の市が開催されました。23 店舗が

回も楽しいスペイン語の講座を行いたいと思います。初めての方でも大

出店した他、バンド演奏、人形浄瑠璃

歓迎です。お誘い合わせの上ぜひ足をお運びください。

の上演がされました。

僕のことを見かけたら気軽に「Hola( オラ )!」と声をかけてください !

次回は４月１日 ( 日 )10 時から 15 時
開催予定です。
現在、出展者を募集してます。

スペイン語数字 (numeros)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

uno
dos
tres
cuatro
cinco
seis
siete
ocho
nueve
diez

ウノ
ドス
トレス
クアトロ
スィンコ
セイス
スィエテ
オチョ
ヌエベ
ディエス

第 4回スペイン語講座！
日

時： 2 0 1 8 年 3 月 1 5 日 ( 木 )
19:00-19:25
参 加 費： 無 料
場 所： 桜 会 館 2 F
内 容：
簡単なフレーズから、お遍路さん
相手に使えるフレーズまでわかり
やすく楽しく講義します！

連絡先 神奈川大学曽我部・吉岡研究室：sogabe.studio@gmail.com
美波町産業振興課 ：tonoiso.chihiro@minami.i-tokushima.jp
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門前町再生を考える会
次回開催のお知らせ

3月15日(木)
19時30分～
桜会館 2F
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2月号

景観デザインファイル

ガイドブック編集室 vol.6

vol.6

第 6 回意見交換会では、通りの交通規制を検討す

薬王寺の門前町として発展したさくら町通りの
社会実験に対する意見

るための社会実験実施について話し合いました。日程

・社会実験そのものの開催に反対。

はゴールデンウィークに行われる門前町アート展と同

・関係車両を逆方向進入可とするとガードマン

時開催を検討しておりましたが、話し合いが十分では
ないとのことで、ゴールデンウィークの開催は見送る

の対応が大変。
・正月のガードマンの配置場所は全部で5ヶ所

ことになりました。通りの活性化に向けた新たな課題

(薬王寺信号前、V字のもう片方の道、美波薬

が明らかになるなど充実した話し合いの会となりまし

局前、フードショップみなみ前、江本商店前)
・区間は美波薬局までで良いのではないか。

た。

・関係車両は逆走許可しなくても良いと思う。

□社会実験についての警察との協議
(2月7日(水) @徳島県警交通規制課)
交通規制をかけるのは簡単ではないので、
道路使用の許可を道路管理者である町がして
実施するのはどうかと警察の方からアドバイ
スをいただきました。実施時間中は通りの出
入口にガードマンを配置するようにという指

歴史関連ページ

健康関連ページ

特徴を、地域の方々にも再認識してもらえる情報

・歴史ある老舗の紹介

・薬王寺の歴史

誌 を 考 え て い ま す 。 テ ー マ は「 歴 史 と 健 康 」で す 。

・桜町通りの製菓店の歴史

・ 町内で 採 取 できる薬 草

観光客向けの通常のガイドブックでは取り上げら

・古い建物やポスト、バス停

・薬膳料理

れない、住んでいる方々の様子や歴史的な逸話な

などの写真スポット紹介

ども織り交ぜていきたいと考えています。

・厄除けグッズ
・パワースポット

歴史ある老舗の紹介
倉本製菓・豊田屋・昭吾堂

歴史ある老舗の紹介
きよ美旅館

歴史のまち
薬王寺

製菓文化や製造風景、営んでいる

客室から見える風景、九州出漁団

薬王寺さんにインタビューを行

人の様子も一緒に掲載する。

が集まり基地移転の盟約を固めた

い、歴史や写真を掲載する。

・この道幅で一方通行にしている事例はたくさ
んある。
・成功した町はリスクや不便を乗り越えてい
る。
・社会実験など、わからないものはやってみる
のも良いのではないか。
・近隣だけでなく通行する多くの人の意見を正
確に集める方法を考えなければならない。

導がありました。

歴史も掲載する。

□実施区間・進入車両

□実施時間

健康のまち
町内で採取できる薬草の図鑑

健康のまち
パワースポット

健康のまち
薬膳・やくよけグッズ

町内で採取できる薬草を薬効能と

厄除けに効きそうな場所をパワー

薬膳料理や厄除けグッズの紹介。

ともに掲載。

スポットとして紹介。

移住者視点でのまちの楽しさ

年中行事

近隣エリアの紹介

移住者視点で見るまちの特徴をイ

毎月行われている楽しいイベント

さくら町通りの先の素敵な近隣エ

ンタビューを行って掲載する。

を掲載する。

リアも掲載する。

実施中：9時～18時

この区間で、
いかがでしょうか？

（準備9時～11時、実施11時～16時、片付け16時～18時）

美波薬局

かなが
土産物店

一方通行
通常どおり

夜間～早朝：18時～9時

（通常どおり）

・区間はかなが土産物店から美波薬局まで
・薬王寺→厄除橋方向
・出入口にガードマン配置

通常どおり

・関係者は逆方向も進入可とする方法も有り

社会実験の日程・時間帯についての意見
・短期間より三日間程度の期間でした方が良いの
ではないか。
・1日だけではわからないし、雨天時は実験がで
きない。
・平日の方が良いのではないか。
・イベント時の調査だけでなく、普段の調査も必
要ではないか。

2

・平日の朝など交通量の多い時間帯に合わせた
方が良い。
・平日の朝は通勤、通学で多い。
・予備日を作った方が良い。
・日程を減らすことはできるが、増やすことは
できないので3日の方が良い。
・人が集まる時に実験するのが良い。
・準備時間が長いのではないか。
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2月号
□道路の使用パターン

道路の使用パターン＿A.道路上

A.道路上

B.道路脇

C.民有地

夜間でも片付

安全確保して

空き地などを

撤去しない物を道路上に

けない

行う

生かす

設置

昔の通りの写真の展示

トリックアートなど夜間

イベントに対する意見
・普段できないことをやった方が良い。

・イベントをしても人が来ないのではないか。

・子供のことも考えて安全に配慮すること。

・規模の小さいイベントではやる意味はないので

・アート展に関係ない場所でもイベントはできな

はないか。

いのか。

道路の使用パターン＿B.道路脇

永晴邸

(例)永晴邸前

さくら庵

白線で車と区画をするのは
今回は、二ヶ所に限定して
みたいと考えています。

道路脇で行うイベントを二ヶ所(永晴邸前、さく
ら庵の前)に限定し安全確保しやすい計画とする。
屋台

石灰のラインとプランターなどを利用してスペースを
確保します。イベント内容については以下の4パターン
(屋台、らくがき、薬草、路上展示)を検討中。

らくがき

薬草

路上展示

・らくがきスペース

・薬草販売

・展示販売

・紙芝居・移動ギャラリー

・薬草茶試飲

・地域情報展示

・占い

・薬草体験

・昔の写真展示

・販売

・図書室

道路脇イベントについての意見
・縁台将棋大会はどうか。20台くらいある。

・昔の遊びはどうか(メンコ、コマなど)。

(2,3年前にさくら祭りでやっていた)。軒下で行

・自転車の紙芝居屋台はどうか。

うイベントとしてはぴったりだが幅をどうとるの

・屋台にリアカーを利用したらどうか。

かが課題である。
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2月号
道路の使用パターン＿C.民有地
豊田屋
駐車場

豊田屋駐車場

地蔵前

使い方例

さくら庵

地蔵前

さくら庵

豊田屋さんの広い駐車場を利用して、昼間は卓球大

道路上ではないので比較的自由にイベントを企画でき

会、夜は大きな壁面を利用して映画上映会を行うなど、

る。

その場所にあった使い方ができないか考えています。

民有地イベントについての意見

・路上展示は、軒下に片付けるなど、やり方次

・豊田屋さんの駐車場は使用すると思う。

第で簡単にできる。

・てるもとさんの隣や、ダイコクさんの駐車場な
ど借りると良いのではないか。

一方通行についての意見

その状況でどういうまちづくりをしていくかを

・一方通行はお客様や業者にとって不便である。

考えたい。

・地域外からも反対意見はある。
・通行止でも１日にしてほしい。

・観光客相手の商売している人はほとんどいな
い。

・賛成だがお店の方への説明次第である。

・住んでいる人が大切にされる町にしてほしい。

・迂回しなければならなくなったら商売ができな

・個人宅前に日中ずっと駐車しているところがあ

い。
・どの方面から走ってくるお客さんの車も、規制
して欲しくない。
・やってもいいと思うが、イベントや規模は選ぶ
べきである。
・蛇行させた今のような提案(2/8現在)だと用事
のある人しか来ないのではないか。
意見交換会について
・夜の回は来られない人もいる。
・この集まりを知らない人もいる。
どういう通りにしたいか？
・この通りはそもそも成り立ちが門前町ではない
・薬王寺の門前町として店が集まったのは確かで
ある。
・門前町としての役割は失われてしまっている。
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る。違法駐車も通行の支障になっていて問題。
・地域の人にとっての問題を解決するべきでであ
る。
・イメージが先行したアイデアで盛り上がってき
たが、住んでいる地域の方の意見でより現実的
なまちづくりになっていくと思う。

