
¡Hola! Tu erses muy guapa!! 

Te amo mucho.

やぁ!あなたはとても美人だ!!
とても愛しているよ。

やぁ!本当にありありがとう。
わたしもあなたのことをとても
愛しています。

　オラ　 トゥ エレス　ムイ      グアパ　

 テ　アモ　 ムチョ

¡ Hola  Mchas gracias.

Yo tanbien te amo mucho
オラ　　ムチャス　グラシアス

ヨ　タンビエン　テ　アモ　ムチョ

　RICARDO のスペイン語講座では簡単なフレーズか
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︕
初めての方でも大歓迎です。お誘い合わせの上ぜひ足をお
運びください。

愛の言葉 (palabras de amor )

第 4回スペイン語講座︕
日　時︓2018年 3月 15日 (木 )
　　　  19:00-19:25

参加費︓無料
場　所︓桜会館 2F

RICARDOのスペイン語講座　~Español　de　RICARDO~
エスパニョール デ リカルド

さくらまつり・手作り物の市(4月1日)

▲お琴演奏会＠薬王寺

▲さくら庵の様子(5月3日)

▲永晴邸の様子(5月3日)

門前町アート展
 　(5月3日～6日)

INDEX
Page02
景観デザインファイル vol.7

2017年度振り返り
意見交換会で出た意見

永晴通信 vol. 6

工事・現場の様子
現場見学会

さくらまつり・手づくり物の市
光の道
門前町アート展
お知らせ
次回の意見交換会
門前町再生に関する講演会

Page05

Page06

お知らせ
次回の意見交換会
　次回の意見交換会は5月に開催予定とお伝えしましたが、町内での映画撮影
が終了した後の、7月に開催します。7月以降は毎月開催していく予定です。
　今年度は「防災」や「高齢化」をテーマに、前回の意見交換会で話題となった疑
問や課題への対策などについて話し合っていきたいと思います。

門前町再生に関する講演会
　まちづくりの専門家などをお呼びして、講演会を開催する予定です。この講
演会も年度内に3回ほど計画しています。最初の講演会は6月頃を予定していま
す。詳しい内容は決まり次第お伝えさせて頂きます。

光の道(3月11日)

　4月1日に日和佐さくらまつりが桜満開の中で開催されました。 薬王寺では琴の演奏会が行われ、多くの方が桜の木の下で
振舞われたお茶と和菓子を頂きながら楽しんでいました。 
　今回で14回目を迎えた手づくり物の市は、18店舗が出店し、和太鼓や民踊、アマチュアバンドのパフォーマンスとともに盛
り上がりました。 さらにこの日は、桜町通りに古民家を改修したカフェ「at Teramae」もオープンしました。

　3月と10月に太陽が桜町通りのちょうど正面に昇り、朝日が桜町通りを照らすこ
とで、見ることができる現象。
　次回は10月頃に見られます。 　第3回門前町アート展が開催されま

した。今回は7会場で行われ、多くの分
野のアート作品が展示されました。
　新しくオープンした永晴邸で神奈川
大学も永晴邸の工事過程の写真や、古
写真の展示を行いました。

▲物の市が催された通りの様子 ▲ギターの演奏

▲薬王寺の山門から見た光の道 ▲桜町通りを照らす朝日
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門前町再生を考える会
次回開催のお知らせ

7月 開催
詳細は後日

連絡させて頂きます︕
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景観デザインファイル vol.7

　第7回意見交換会では、2017年度の振り返りと2018年度に向けた課題
について話し合いました。
　2017年度の活動の中で紹介した様々な事例や作成した歴史マップなどを振り
返りながら、来年度に向けての方針を確認しました。
また、災害に強い通りの在り方など新しい視点での課題が見えてきました。

2017年度振り返り
景観形成 ハード整備

1.舗装 2.電柱

3.看板

7.照明 8.サイン

4.道路利用 5.植栽

6.設え

インターロッキング、敷石、石畳など
の仕上げの変更、仕上げで車道の形
状を蛇行させる

電線地中化、裏配線、軒下配線、電柱の
装飾（布、プランター）

歴史看板、イベント用立て看板、電柱
に布を巻き付ける

一方通行化、速度超過防止（路面表示、
ハンプ）、歩道の拡幅

歩道の緑化、民有地の利用、プランター
など可動式の植栽

軒下薬草、薬王寺と対の石柱、ベンチ 既存照明電球の暖色化、ショーウィンド
ウの活用、足元を照らす照明設置、歩道
への埋め込み

歴史看板、トイレ等の案内、薬王寺まで
の距離

　勉強会、事例調査などを通して、
2017年度は、桜町通りに有効と思
われる、これらについて検討してい
きました。
　また、2014年のみなみまちづくり
ラボでの活動などもこの機会に振
り返りました。
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永晴邸通信
　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。永晴邸の
現場見学会がありました。事業者の公募も締め切られ、選考が行われました。

vol.6

・野田産業の野田さんは専門学校時代の卒業研究で、日
和佐や桜町通りの活性化を考えていた。

・公民館の裏の田んぼを町が購入して駐車場にしようとい
う意見が役場で出ている。

・旅行会社の話しによると、バスの運転手さんはお客さん
の見えるところで休めないため、自分の休憩しやすい場
所を求めて停める場所を決める。

・薬王寺から見て桜町通りが朝日に照らされた光の道にな
る日が、3月と10月にある。

・桜町通りはかつては参道だったが、国道、鉄道が通ったこ
とでその役割を終えた。

その他

見学会の様子
　永晴邸の現場見学会が行われました。あいにくの雨でしたが5組の方が見学に
訪れていました。役場の方と話し合ったり現場の様子を見学されていました。四
国放送の方が来られていて、現場の工事風景や見学会の様子も撮影していまし
た。

現場の様子
　耐震工事ほぼ完了し、現在は電気、衛星設備工事を行っています。途中でいろん
な問題点が出てきていますが、その都度職人さんと話し合いながら解決していま
す。

▲休憩スペースに大きな窓を設置 ▲トイレ、シャワー室の土間コンクリート

▲南側から見た様子

・参道としての役割を再生させるのは不可能である。
・門前町に賑わいを取り戻す、門前町の再生という意味で

はまだ可能性がある。
・目的となる場所があれば、通りを歩くはず。
・参道という目的がなくなった以上参道は使われない。
・通りを歩く目的を作って少しでも増やしていくことが大

事である。
・一時的なものやイベントでその場を賑わすコトが出来た

としても意味がない。
・大事なのは日常力をあげていくこと。

▲耐震補強と電気工事

最新の永晴邸
　門前町アート展に合わせて、永晴邸
が仮オープンしました。
事業者も決定し、今後、内装の工事を
進めていく予定です。
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▲一方通行化の提案区間

特徴・危険性
・側溝があり、道が狭い。
・高齢者に対して危険な状態はお遍路さんにも危険で、こど

もに対してはそれ以上に危険。
・桜町通りのJRの高架よりも薬王寺側は車の速度超過が起

きやすく、かなり危険である。
・桜町通りで重大な事故は起こっていない。
・人が死んでいないだけで小さい動物は死んでいる。
・信号が青から黄色、黄色から赤に変わるとき、徳島県民の

特徴としてアクセルを踏み込む。
・通りを通過動線として使用する人がスピードを出している。
・日和佐は薬王寺、道の駅、大浜海岸があって、苦労しなくて

も来てくれる街。これを自分たちの暮らしに活かす。
通りの変遷
・線路より薬王寺側はお土産屋さんが多く、線路より海側は

住民向けの店舗が多かった。
・人口や店が減って、年を取っていって、商店街はシャッター

街になった。
・お土産屋さんが一軒だけになった。
・魚屋が2軒もつぶれた。
・魚屋がありそうな立地なのに魚屋が1軒もない。

桜町通りについて

・緑化など通りをきれいにしていく方向には賛成。
・門前町の再生か商店街としての再生かをはっきりさせる必

要がある。
・町民の利便性、安全性を最優先で考えていただきたい。

意見交換会で出た意見
桜町通りの活性化について

・一方通行化に反対。商売あがったりで、店を畳むことにな
る。

・一方通行化すると県道25号線に車が集中してしまうので
はないか。

・一方通行化の案が出た理由は通りの道幅が狭いから。
・道路が狭いというだけで、一方通行化しないでほしい。迷

惑である。
・商店街は一方通行でも関係無い。 ・なぜ道の駅をつくったのか。

・道の駅をなくすわけにはいかない。
・道の駅のレジを通った人だけで約20万人いる。レジを通っ

ていない人を含めるともっといる。
・参拝客、道の駅を目指して来た人、通りすがりに寄った人

など理由は様々。
・道の駅が出来た時点で、住民向けの店舗は弱っていた。

一方通行化に関して

道の駅について

・道の駅ができたことで、駅で降りても人は来ない。
・車で来た人も薬王寺だけ見て帰ってしまう。
・道の駅が出来るまでは通りは賑わっていた。
・道の駅ができて流れが変わった。
・薬王寺に来るバスの台数が減った。
・お遍路さんの数も大分減って、人の流れも分かりにくく

なった。
・国道が出来た時にも流れは変わっている。
・薬王寺近くの大きな駐車場に直接行く人が多い。
・団体さんが来てくれるだけでも違うと思う。
・薬王寺の駐車場は町での滞在時間を短くしてしまってい

る。
・薬王寺を見てもその後用事がない。
・もともと普通の観光と違う。
・参拝客を観光客化出来ないか。
・駅を降りてからすぐ国道に出てしまうとそのまま薬王寺

に行ってしまう。
・お遍路さんがお金をくださいと来ることがある。
・昔はもっと若い学生たちが来ていた。
・実際に検証が必要だが、薬王寺は少なくて60万人、多く

て100万人が来ている。
・道の駅ができる前にも店は減っていて、道の駅ができて

人の流れが変わり、ますます寂れた。

通り周辺の人の流れについて

・津波からの避難を想定すると、海から国道へ出る道は桜
町通りと県道25号線しかない。

・大雨の時は県道25号線は通行止めになる。
・通行できなくなった場合どうやって逃げるのか。
・逃げ道がなくなってしまうので一方通行化は防災、安全

性の面でできない、してはいけないと思う。
・役場の方でも避難路として重要であると考えている。
・線路の橋が落ちる可能性があり、落ちると避難路がふさ

がってしまう。
・少しでも近くて、高いところに逃げる方策を日和佐でも

行わないといけない。

災害時の桜町通りについて
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・桜町通りが魅力ある場所に変わることを期待している。
自分も参加していきたい。

・地域の人の意見をないがしろにしてはいけない。
・住んでる人の意見を聞く。
・皆でベターな意見を目指していく。
・矛盾しているような意見でも、きちんと話し合うことで、

便利で安全でありながらきれいで使いやすい街をつく
ることができる。

・意見交換会で本当に言いたいことをくみ取れるように方
法を検討しないといけない。

・心配していること、懸念していること、期待していること
は何かをはっきりさせたい。

・地域としてどんな再生を目指していくかという話し合い
が必要だと思う。

・目標を共有したうえで、方法を検討している。
・なにをもって再生と言うか。

その他
・歩行者動線と車両の対面通行を確保したまま車線を狭

くして、スピードを出しづらいような工夫をした事例も
ある。

高知県赤岡町「道（タオ）」
・新しい店が出来て、人が来だした事例はある。ものすごく

寂れた商店街があって、古びた家を改修して喫茶店を
作った大学生がいる。

・その人が核になっていろんな人がきた。
・開いた人は外から来た大学生。
・地元の人には感じられない良さに外から来た人が気付く

ことがある。

富岡商店街
・一方通行化してさびれた。
・富岡商店街が寂れた原因はいろいろある。
・寂れたのは、一方通行化したことが第一の原因だと思っ

てる人と、そう思っていない人がいる。
・実際どうなのかしっかりリサーチをし、廃れた原因を把

握する必要がある。
・車社会になり阿南の中心部は車を停められる場所が少

ないので、人が来なくなった。
・大きな集合店舗を作っても駐車ができず廃れていった。
・桜町通りが廃れた原因の中にも似たようなことがあった

はず。

水木しげるロード
・水木しげるロードのように歩道のわずかな空間で生活が

豊かになる。
・そういった空間が転 と々あるだけでも生活が豊かになる

と思う。
・2車線の車道が一方通行に

なた。
・妖怪を活かした町おこし

と合わせていろんなこと
を積み重ねながら結果を
出している。

出雲大社神門通り商店街
・出雲大社神門通り商店街

はカーナビの行き先表示
を変更して、参道を歩か
せる工夫をした。

話題になった事例

・大きく見ると店は減っているが、まめぼんやat teramae
といった新しいお店が入ってきている。

・新しく入って来る人は何かを期待している。
・新しい移住者が増えるにはどうしたらいいか。
・at teramaeの集客力がどれくらいなのか。
・まめぼんは店に予約がいっぱいで平日入れなかった。
・外国人のお遍路さんが2人歩いていて、トリックアートを

素通りしてまめぼんに入っていった。
・まめぼんさんのおかげで、お遍路さん以外にも人が増え

た。
・目的となる場所を作ってくれるプレイヤーの人たちに来

て欲しい。
・どうやったらそういう人たちがきて、そこに行こうってな

るのか整理したほうがいい。
・新しい移住者の方が寄ってくれる場所を増やしていくこ

とで、通りを通る理由が出来る。

移住者について

意見交換会について

▲まめぼんカフェ ▲at teramae
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