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第１章  調査・研究事業の概要 
 

（１） 事業の概要   

 

古くから三木市市街地中央部には湯の山街道の町並みを始め、東条道・ひめじ道・あ

かし道などの街道とその町並みが存在し、今も良好な状態で残され、多くの人々が遠方

から訪れている。 

このように、地域内に残された街道や、町家・民家といった歴史的社会資産が、現在

は集客資源として存在し機能している実態がある。それら歴史的社会資産は、秀吉の時

代、さらにそれ以前から脈々と受け継がれてきた三木金物（道具）の技術を用い、地元

の大工･左官などの匠の手で造り出され手を加えられながら時代を超えて大切に管理さ

れ現在まで残されてきたものである。 

 

つまり一見無関係に見える三木の街道や町並みという観光集客資源と、古くからの地

場産業である三木金物という経済収益資源の間には、断ち切ることの出来ない密接な関

係が存在している。 

 

今回の事業では、この密接な関係を持ち続けてきた両者に注目し、集客資源と収益資

源とを兼ね備えた機能を持つ施設を計画し、集客しながら収益できる施設として開設・

運営することで、「三木金物の文化」を創出し、「１００年のものづくりを通じた感動」

を提供するという目的の達成を図る（仮称）「三木金物ハウス工房」の計画案を具体的

に策定する。 
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（２）計画コンセプト 

  

三木金物の造り手と使い手の出会いの場を創設し、その運営によって使い手（消費者）

からの新たなニーズを吸収し、さらに新たなブランドとなる「三木金物の文化」を創り

出す。その文化に根付いた新商品や新サービスの開発を図り、三木金物を使用する人々

に対し「 １００年のものづくりを通じた感動 」を提供する。 

 

 

 

 

□ 「 三木かなもの 」 が提案する新たなものづくり文化の創設 

地場産業である優秀な「金物(道具)鍛造の技術」、及び、養われてきた「匠の技法」

を用い、常に変化し続ける新たなニーズを発見し、そのニーズに応えられる「ものづく

り文化」を創り出していくことを目指す。 

そして、その結果として新たなビジネスチャンスを獲得し、ひいては地域の活性化に

貢献する。 

 

 

□ 「 １００年のものづくりを通じた感動 」 の提供 

地場産業である優秀な金物鍛造の技術によって生み出された「ほんもの」のすばらし

さを伝え、「ほんもの」を持つことの感激と、使い続けることの感動を広く伝える。 

 

 

本物志向で感激を 

将来にわたる感動を 

道具を使う感激を、そこから創り出されたものの感動を。 

「１００年のものづくりで１００年の感動を」 

 

業  

  □ 計画コンセプト ： 

「 三木かなもの 」 が提案する新たなものづくり文化の創設 

「 １００年のものづくりを通じた感動 」 の提供 
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（３）三木市に潜在する資源・資産 

  （計画策定のための歴史的･社会的背景） 

 

 

 

 地域の中には、計画コンセプトの実現を可能にする貴重な資源･資産が数多く存在し

ている。それらは大きくまとめると上記のようであり、それぞれの資源・資産を、丁寧

に発掘し、関連付けていくことがコンセプトの実現に繋がる。 

 

□ 伝統地場産業としての金物産業 

かなもの産業は三木の地場産業を特徴付ける最も大きな資源･資産であり、この地域

は、古くから日本有数の金物産地として広く知られている。しかし、その発展の過程に

おいて「三木ブランド」として確立される必要がなかったため、この地域で造られた製

品はプライベートブランドとして流通しているのが現状である。 

近年になって、製品の差別化・独自性を前面に打ち出し産地ブランド・地域ブランド

の重要性が求められるようになり、伝統地場産業を「三木ブランド」として確立させて

いく必要性に迫られている状況になっている。 

 

 

□ 金物とともに養われてきた伝統的な「匠の技術」 

長い歴史を持つ金物製造技術の発展に伴い、その使い手である大工・左官などの優れ

た職人の技術も「匠の技術」として地域内に蓄積され、特に中世、秀吉の三木城下の再

興という歴史的な史実により、各地から「匠の技術」が集積する事となり、金物製造技

術とあいまって発展してきた。 

 

 

□ 古くから残る歴史的社会資産 

□ 伝統地場産業としての金物産業 

□ 金物とともに養われてきた伝統技術 
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兵庫県 HP より 

□ 古くから残る歴史的社会資産 

三木市市街中心部には、かつての交通の要衝で

あった湯の山街道、東條道、ひめじ道、あかし道

といった街道が集結し、その街道沿いにはいまも

いたる所に、しっかりした造りの古い町家が建ち

並ぶ。 

特に湯の山街道については、秀吉が三木城攻め

のときに湯の山（有馬温泉）まで往来したという

史実もあり、歴史街道にも指定され、町並み整備や街道整備が実施されている。そして、

この街道を背景に湯の山街道フェスティバルが三木商工会議所によって主催され、今年

で３年目を迎えることとなっている。 

現在も昔の街並みがよく残っており、屋敷を生かした土産物屋や、地場産業の金物工

房などが点在し、往時の繁栄ぶりがしのばれる町並みとなっている。 
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（４）コンセプト実現のための課題とそのプロセス（目指すべき４つの目標） 

 

 計画コンセプトを実現し、「１００年のものづくり」を目指していくためには、次の

４つの課題が考えられ、ひとつずつ手順を踏んで克服していくことが必要である。言い

換えれば、コンセプト実現のためのプロセスといえる。 

 

 

□ 新たなニーズの発掘 ： 消費者との交流・情報交換 

社会の変動に伴い刻々と変化を続けていく新たな消費者ニーズに対して、常に敏感に

捉え、いかに的確にそのニーズに答えられる体制を整えていくかが、もっとも基本的な

課題であり、コンセプトの実現はそこから始まるといえる。 

そのためには、消費者と自然な形で身近で緊密な関係を常に保ち続け、互いの交流を

深め、細やかな情報交換が密に行える体制を築きあげることが大切である。 

 

□ 求められるサービスの探求 ：「人・もの・コスト」システムの把握と検証 

発掘された消費者ニーズに対して、どのようなサービスの提供が可能かを検証し、確

認できるシステムの構築が不可欠であり、そこに介在する「人・もの・ コスト（カネ）」

の関係を追求し、その有効性を的確に判断していくことが求められる。 

 

□ 求められる情報の発信 ：「人・もの・コスト」の情報の収集と発信 

構築したシステムの存在と有効性を、わかり易く的確に情報発信し、新たなニーズを

希求する消費者にそのサービスの提供を受け入れてもらい、満足感を味わってもらえる

かを追及していく。そのためには、発信のみならず、提供するサービスに関連する情報

の収集も不可欠であり、集めた情報を有効に活用することも大きな比重を占めることと

なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 新たなニーズの発掘 ： 消費者との交流・情報交換 

□ 求められるサービスの探求 ：人・もの・コストの指導と紹介 

□ 求められる情報の発信 ：人・もの・コストの情報の収集と発信 

□ 文化的景観の保全と活用 ： 民家の活用・町並みの修復 



フォーラム三木リメイクプロジェクト報告書 ALL 20080424.doc 

 - 6 - 

 

□ 文化的景観の保全と活用 ： 民家の活用・町並みの修復 

 

 「１００年のものづくり」といった観点からは、目には見えない「１００年の時間」

を直接的に視覚に訴える手段として、文化的景観を活用することが効果的である。 

すなわち、時を積み重ねて街道沿いに存在し美しい町並み景観を形成している町家・

民家群の姿は、訪れるものに対して「時の重さ」を実感させてくれる。それが「１００

年の時間」の重さであり、求めようとするものである。 

そして、その景観はまさしく三木金物の技術と「匠の技」が永い時間をかけて創り上

げてきたものである。 

従って、計画コンセプト実現のためには、町並みを形成する町家・民家の修復・修景

は、非常に大きな役割を担うものといえる。 
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１）集客力のある地域で 

２）情報を収受できる施設を計画し、 

３）収益事業を企画・運営する。 

（５）コンセプト実現のために 

  

コンセプトの実現のための具体的な方法論としては、結果的に次のようなことが言え

る。 

 

 

 

 

 

            まとめると ↓ 

 

 上記の 3 つの要点を同時に満足させることのできる施設と及びサービスを見つけ出

し実現することである。 

すなわち、新たなニーズの発見のために、日常的な消費者との交流の場を持ち、その

場所で、消費者と自然な形で接し、試行錯誤を繰り返しながら収益の上がる効果的な方

法を見つけ出すことのできる施設とシステムを確立していくことである。 

 

 

 

集客力を持つ地域の情報受発信施設で収益事業を行う 



フォーラム三木リメイクプロジェクト報告書 ALL 20080424.doc 

 - 8 - 

第２章  具体的な計画策定 
 

（１）施設計画の概要 

□ 施設計画における条件整理と確認 □ 

 

１）集客力を持つ地域の選定  （立地条件の検討） 

･･･ 集客力のある地域とはどこか？ 

  □ 湯の山街道沿線地域 

集客力のある地域の候補としては、歴史街道にも指定された街道で、毎年大きなイベ

ントが開催され、その他の事業でも頻繁に活用されている「湯の山街道」沿線地域が挙

げられる。そこには三木金物の老舗が点在し、観光客のための施設整備に力が注がれて

おり、今回計画中の施設によって互いの相乗効果が見込まれる地域である。 

またその背景となる景観は、古くから三木の金物技術と職人の技で創りあげられたも

のであることなどを踏まえ、今回計画する施設の立地を、この「湯の山街道」沿いに求

めるものとする。 

 

 

２）情報の受発信施設の計画（施設計画の策定） 

･･･ 情報受発信施設とは何か？ 

  □ 誰でも気楽に寄り付ける施設 

情報を交換し合い、確認しあうための施設としては、人の寄り集う地域の中には欠か

すことができず、誰でも気楽に遠慮なくに立ち寄れる休憩所が好ましい。 

このような類いの施設は一般的に“駅”施設と呼ばれ、多くの観光客の周知するとこ

ろであり、広く利用されている。 

また上記“道の駅”、“海の駅”、“まちの駅”といった類の施設の実現に当たっては、

各省庁から数多くの種類の整備事業が国庫補助事業として展開されてきて、全国至ると

ころで多種類の事業形態をとり、開設されている。 

今回の事業においても、集客機能として“駅”施設を併用することで、より自然で効

果的な情報交換の場が確保できるものと考えられ、資金確保の上でも効果を発揮するこ

とが期待できる。この“駅”機能を利用して、来街者（消費者、観光客など）との情報

を交換し、ニーズを発見し、新たな情報発信・収益事業のための情報発信を目指す。 

 

 

３）収益力のある事業の計画（事業計画の策定） 

･･･ 収益力のある事業とは？ 
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  □ 独自性のある特徴的な事業の展開 （独占できる事業）  

駅施設で発信する情報は、通常の観光情報に止まることなく、今回計画された収益事

業に対する情報が明確に発信されなければならない。それが今回の目標である。 

地場産業である三木のかなもの技術と、歴史的な建造物を創り上げてきた「匠の技」

を融合させ、「１００年のものづくり」の過程を実際に見学してもらい、また、自らの

手で体験する。そのような「手作り工房の本質」を情報発信することで、特徴ある独占

できる事業を展開し、他の地域ではできない収益力を確保していくことを目指す。 

 

優れた技術で生み出された良質の家具や道具類をいつまでも使い続けることは、循環

型社会を目指す現代の社会にとって大きな意義を持つことであり、目標でもある。 

しかしながら、中には用途を替えずに使い続けることのできるものもあれば、生活様

式の変化によって従来の用途では使えなくなるものも生じる。そこに注目し、いいもの

を捨てることなく修理･修繕し、または違った用途に創りかえる事ができれば、今後も

使い続けることが可能となるであろう。それが「１００年のものづくり」に通じていく

ものである。 

その“場”を「リメイク工房」と名づけ、今回、具体的に計画し、実現を目指す。 

それには三木の金物が必ず介在し、伝統技術のすぐれた力を発揮することとなる。 

 

□ モデルの実現 

施設のモデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの要素をまとめてモデル化すると上図のようになる。 

つまり、「湯の山街道」に存在する伝統技術によって建築された古民家を再利用し、

「母屋」と「蔵」とに“駅の機能”と“工房の機能”を分担し、一つの施設として機能

させるべく計画し、事業展開する。 

 

 

 

駅の機能 

集客施設 

汎用性 

 

工房の機能 

収益性 

独自性 

＋

湯の山街道 
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（２）具体的な施設計画の策定 

 

施設計画における条件整理と確認に則り、三木湯の山街道沿いにある古民家を修復

再生（リメイク）し、具体的な活用計画を策定する。 

今回活用予定とする古民家は文久年間に建設されたと考えられる伝統的な商家の

佇まいを今に残した町家で、この建物は、道に面した「エン」、トオリニワとも呼ば

れる「ドマ」、ドマから直接つながる「ミセ」、その奥には床の間を持つ「ザシキ」、

裏庭を挟んで「クラ」の部分、と大きく 5 つのゾーンから構成されている。（図 1 参

照） 

 

 

                         【図 1 民家の構成】 

 

 

古来より民家の上記 5つのゾーンは、それぞれ建築構造上にも生活と密着した深い

意味を持ち、家人の生活の中に生かされてきた。今回、当民家を修復再生（リメイク）

するに当たっても、その機能的な意味合いに基づき活用計画を立てるべきである。 

「エン」・「ドマ」は内外をつなぐ場として、「ミセ」はこの建物の導入部、「ザシキ」

は溜りの空間、背後の「クラ」は作業の場、母屋と蔵の間にある「ウラニワ」は人の

行き来に伴う休憩や鑑賞の場として、それぞれに活用のテーマを持たせる。 

そしてテーマごとに以下の５つの空間（ゾーン）を位置づけることとする。（図２

参照） 
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1. Ａゾーン； 「エン」「ドマ」 ～ 館のかお 

2. Ｂゾーン； 「ミセ」     ～ 三木かなもの物語 

3. Ｃゾーン； 「ザシキ」   ～ 情報発信 

4. Ｄゾーン； 「ニワ」    ～ 交流ひろば 

5. Ｅゾーン； 「クラ」    ～ リメイク工房     

 

 

 

【図２ 構想図】 

 

今回活用予定の古民家が位置する敷地は上記構想図（図２）のとおり、３方を道路に

囲まれた好立地である。湯の山街道沿いに位置する地域の拠点として、建物東側に正面

性を持たせ、近年増築された南側鉄骨造部分をリメイク工房としての入り口及びサービ

スの入口とする。 

次に、各ゾーニングに沿ってその活用を考える。 
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1. Ａゾーン；「館のかお」について  

 

 

 

1）イメージ； 「エン」・「ドマ」 

母屋東面及び北面よりの入口を中心に湯の山街道沿いに正面性を 

持たせ、「館のかお」を創出する。 

往年の商家建設当時の面影を再現するため、道路面に張り出して増 

築された部分を撤去し、修復改装する。 

湯の山街道の代表的な商家 母屋部分を演出 

 

2）役割  ； 「館のかお」としてインフォメーション・観光の拠点を担う 

           

3）活用と演出方法   

  【建物の「エン」部分に当たる外・内をつなぐ部分について】 

外部に面し床机を設置、出入り口は格子戸に、庇にはのれんと、親しみやすさ

と懐かしさを醸し出すとともに、館内へ入りやすい工夫を施す。 
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格子戸は気候の良い季節には開け放しておく。 

来街者が立ち寄りやすくするために、自動販売機や掲示板、案内板等を設置。 

そのほか演出手段として、下屋庇、石畳、木製フラワーポット、床机、のれん、 

日除けのれん（大）、案内板、看板など。 

 

「館のかお」正面のイメージ 

 

【内部「ドマ」に当たる部分について】 

床は土間タタキ 

観光の拠点としての館のインフォメーション機能を担う。 

湯の山街道の案内、金物の歴史、古式鍛錬の写真など。 

    売店コーナー ～ 金物の道具やミニチュアのアクセサリーはじめ、三木特産

品コーナーを設置。 

休憩・喫茶・食事コーナー ～ 井戸、カマド、味噌部屋の復活 

抹茶・コーヒー・甘酒・団子・おにぎり・漬物などの提供。 

 

土間からは館内が見渡され、町家の内部「ミセ」と呼ばれる部分への導入が図

れるよう、通常は建具を開放する。 

また、町家の空間を体感させるべく、現状の天井をはずし、小屋組みを見せる。 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 土間のイメージ → 



フォーラム三木リメイクプロジェクト報告書 ALL 20080424.doc 

 - 14 - 

2. Ｂゾーン；「三木かなもの物語」について 

 

 

1）イメージ； 「ドマ」から見渡せる「ミセ」の間 

現状の土間部分を一部復元し、商家建設当時に存在していた「ミセ」 

の間を再現。４つ間取り。 

 

2）役割  ； 「三木かなもの物語」の体感の場。 

        金物歴史の展示と道具の体験。           

        イベントホール 

 

 

3）活用と演出方法   

   部屋は４つ間とも板張りとし、手前の部屋は土間と共有して使用可能。 

  各部屋に、湯の山街道や太古からの金物の歴史をイメージさせる展示物（パネ

ル・デジタルコンテンツ）を置くなど、来館者に体感してもらう仕掛けを作る。

また、４つの部屋の間仕切り建具を取り外すと、大きな空間として各種イベント

（語り部・ミニコンサート等）が挙行可能。 

展示のイメージ → 
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3. Ｃゾーン；「情報発信」について  

 

 

1）イメージ； 「ザシキ」の間 

現状の２間続きの座敷を利用。 

トコ、違い棚、南にニワ、エンを持つ。タタミ敷き。 

 

2）役割  ； 「情報発信」の場として、各種会議や集会に利用。               

             

3）活用と演出方法   

   部屋はほぼ現状のまま活用。 

２間続き間として、庭を眺めながら、 

小さな講演会や、会議、集会に利用 

できる。 

会食、茶席として、飲食の 

場の提供も可能。 

  

 

 
↑会議室として 
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4. Ｄゾーン；「交流ひろば」について 

 

 

1）イメージ； 「ニワ」 

        母屋と蔵の間にある空間 

 

2）役割  ； 「交流ひろば」として、館の外部空間を支える。 

館とリメイク工房をつなぐ場。屋外の休憩所。 

 

3）活用と演出方法 

     植樹、休憩ベンチ、くつぬぎ石などで 

    「和」の空間を演出。 

     南西の既存の蔵は資料館として活用。 

リメイク工房との中間点にあり、 

晴れた日には外部での休憩所、 

喫茶・飲食コーナーとして、 

来館者の交流の場となる。 

     

↑交流ひろばのイメージ 
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5. Ｅゾーン；「リメイク工房」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）イメージ； 「クラ」 

             作業場。 

 

2）役割  ； 「リメイク工房」として、 

館を特徴付ける収益施設。 

 

3）活用と演出方法 

          母屋南側に増築された鉄骨造 2階建て部分を改修し、リメイク工房と 

して活用。伝統的な母屋に対して、建物全体を鏡面反射ガラス張りの 

箱で包み込むようにリメイクする。 

ガラスの箱は、町並みや母屋を映しこみ、街の中に溶け込む。 

歴史的建造物と、現代建築という新旧の対比をデザインする。 
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         1F  受付カウンター、管理事務室、作業場、倉庫 

            サービスヤード、パーキング 

 

         2F  リメイク工房、工作教室、復元資料室、会議室 

 

         屋上 展望台、町並みマップ、ビアガーデン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

↓母屋南面にある鉄骨造増築部分  

↑リメイク工房として改修後のイメージ 
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（３）具体的な事業計画の策定 

施設計画の策定とともに、そこで運営される事業については以下のように計画する。

施設計画において、駅の機能と工房の機能という二つの機能が複合された施設となるた

め、そこで運営される事業についても大きく分けて二つの性格の異なる事業が展開され

ることになる。収益性の希薄な集客及びＰＲのための事業と、集客した人々をターゲッ

トとした収益性の高い本来の目的となる事業である。 

 

□ 集客のための“まちの駅事業”の展開 

 ここでの事業は、町家の母屋部分を利用して行う、集客を主たる目的とし、館全体の

一般管理を行う事業（サービス）である。 

次の三つの事業が考えられる。 

   ① 案内休憩サービス 

② 飲食物販サービス 

③ 貸室･教室サービス 

 

 

① 案内休憩サービス 

 いわゆる駅事業の基本となるサービスであ利、その概要をまとめると次のようになる。 

 

サービスの概要 

事業の概要・目的 湯ノ山街道を訪れる観光客への休憩･案内サービス 

必要な施設 ベンチ・平台他 自動販売機  ガイドマップ 

必要なスタッフ アルバイトスタッフ 

事業対象者 観光客 

用いる場所 古民家土間・とおり庭・軒先 

具体的なイベント 槍かんな・チョウナなどの古代道具の体験 

事業の評価 

収益性 あまり期待しない 

集客力 大いに期待できる 

話題性 話題・情報の発信力は高いが、独自性にはかける 
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② 飲食物販サービス 

事業の概要・目的 
地元住民・観光客等への飲食休憩サービス 

及び特産品等の販売 

必要な施設 厨房施設 ・食器類 ・ レジスター 

必要なスタッフ アルバイトスタッフ 

事業対象者 地元住民・観光客 

用いる場所 古民家土間・とおり庭・軒先 

具体的なイベント 
神宮皇后にまつわるお神酒 ・甘酒の販売 

ミニチュア金物道具 

事業の評価 

収益性 ある程度は見込める 

集客力 大いに期待できる 

話題性 期待しない 

 

 

 

③ 貸室･教室サービス 

事業の概要・目的 
・座敷を用いて集会･会議の場を提供する 

・研修会･講習会を開催し、三木ブランドの振興を図る 

必要な施設 ホワイトﾎﾞｰﾄﾞ・プロジェクター・スクリーン 

必要なスタッフ 伝統工芸士（かなものの匠）・各種専門家 

事業対象者 地域の住民（子供たち・お年寄り）・観光客 

用いる場所 座敷（９畳＋６畳他） 

具体的なイベント 

講演会： ○子供たちへの金物の歴史   ○匠のはなし  

○ヘリテージマネージャーの講習 

夏休み工作教室：  ○木工芸   ○かなものアクセサリー 

○切り絵・折り紙教室  etc 

事業の評価 

収益性 あまり期待しない 

集客力 ある程度は見込める 

話題性 タイムリーな話題を提供できる講座を開くことに努める 
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□ 収益のための“リメイク工房事業”の展開 

施設の集客機能と広報機能を利用して、特徴ある収益事業の存在を広め、新たなニー

ズを生み出し、ビジネスチャンスを生み出すための事業展開として、「リメイク工房」

を立上げ、事業展開していく。 

地場産の道工具を用い、ものづくりの悦びや道工具を使う楽しさを体験してもらい、

自らの手で、または助力を得て、大切に使ってきたものを再利用・再生させるための工

房を開設する。 

 

① 家具再生工房 

なんでもリメイクを目標とするが、当面の目標として最もニーズの高いと思われる家

具類・建具類の再生・再利用を目標に工房を立ち上げる。その際に必要であろうと思わ

れる要因を下表に示す。基本的には、自力による再生と委託による再生の二本立てメニ

ューを作成し、利用料を設定する。 

 

事業の概要・目的 

○大切にしていた家具・建具などの修理･修復 

○不要となった家具建具の転用 

○家具金物の復元   ○持込家具類の再生委託 

三木に伝わる伝統技術・道具等を必要とする消費者に提供し、大切に

している家具・道具類の再生を図る。 

必要な施設 
受付カウンター・作業台・荷受場・保存スペース・展示スペース 

工作機器・道具類 

必要なスタッフ ○家具・建具職の名人 ○建具・家具業者 ○学生･ボランティア 

主な対象物 
○大切な思い出の家具･建具    ○壊れかけた家具･建具 

○金具の取れた家具･建具     ○手に入れた古家具 

主な利用対象者 
○ 工房を必要とする人々      ○道具の確保が必要な人 

○ アドバイス・助力のほしい人 

具体的なイベント 

○飾り金物を新たに作り、それを用いて再生する。 

○壊れた金物を再生する。 

○古くなった家具･建具をデザインしなおす 

○古い家具・建具を使って新たな家具建具を作り出す。 

事業の評価 

収益性 ○  ある程度は見込める  受託業務により収益を図る。 

集客力 ○  ある程度は見込める  独自性のもって集客する。 

話題性 ◎  新鮮な話題を提供できる 

□ 家具再生工房の概要  
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② 道具再生工房 

同様の発想を持って、大工道具、特に優れた三木金物の道具をいつも良好な状態で使

い続けるため、地元に居ながら活躍している伝統工芸士の手によって手持ちの道具を再

生していく工房が考えられる。 

 

 

 

③ その他のリメイク工房 

 その他、今後の展開として、周辺に存在する古民家に対して、すくれた技術を持った

「匠の技」や、地域のヘリテージマネージャーの知恵を活用することにより、再生を施

し、警官の修景を行うこと「古民家再生工房」、また、思い出の深いのアクセサリーの

再生を図る「アクセサリー再生工房」、和服・洋服のリフォームのための「ファッショ

ン再生工房」など、関連して立上げ、三木のリメイク工房へやってくると何でもできる

という形の展開も期待できるところである。 

 また、市内に多数おられる伝統工芸士の方々の協力を得て、リメイク工房に必要な匠

の養成を行っていくことも考えられる。事業展開が進行していくと最初ぶつかる壁はス

タッフの確保であることが予想されるため、興味ある人や学生・ボランティアを対象に

「匠の養成工房」を開設することも考えられる。 

 

 

事業の概要・目的 
○道具類のメンテナンス工房：本来の長く使い続けることの出来る道

具類の寿命を伝統工芸士等の手を借りて存える。 

必要な施設 リメイク工房 

必要なスタッフ ○伝統工芸士（かなものの匠） ○学生･ボランティア 

主な対象物 ○長年愛用の道具類  ○眠っていた古道具 

主な利用対象者 ○道具を大切に思う人々 

具体的なイベント 
○ 伝統工芸士の手によって、道具類の機能回復を行う。 

はさみ･包丁･かんな･のみ･のこぎりなど身近な金物を対象としていく 

事業の評価 

収益性 ○ ある程度は見込める  受託業務により収益を図る。 

集客力 ◎ 独自性の強い事業となることが予想され期待できる。 

話題性 ◎ 新鮮な話題を提供できる。 

□ 道具再生工房の概要  
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事業の概要・目的 
貴金属類をのぞき、不可能とあきらめていた工芸品的な 

アクセサリー類の修理･再生を行う。 

必要な施設 リメイク工房 

必要なスタッフ ○飾り職人  ○学生  ○ボランティア 

主な対象物 
○思い出のアクセサリー  ○お気に入りのアクセサリー 

○使わなくなったアクセサリー 

主な利用対象者  

具体的なイベント 
○彫金・彫銀      ○工芸品アクセサリーの補修 

○土産物等の補修 

事業の概要・目的 

和服・洋服のリフォーム、和服から洋服へのリメイク、 

靴・服飾小物のリメイク等 により古きよき物に新たな付加価値

を付け加える。 

必要な施設 リメイク工房 

必要なスタッフ ○和裁・洋裁の名人  ○服飾業者 ○学生・アルバイト 

主な対象物 
○着なくなった和服 ○お気入りの洋服  

○靴・かばん・バックなど 

主な利用対象者  

具体的なイベント ○洋服のリフォーム ○和服のリフォーム ○靴・かばんの修理

事業の概要・目的 民具･玩具を対象にその再生を行い、再度利用可能とする。 

必要な施設 リメイク工房 

必要なスタッフ ○家具・建具職の名人 ○建具・家具業者 ○学生･ボランティア

主な対象物 ○思い出の民具･玩具  ○お気に入りの民具･玩具 

主な利用対象者  

具体的なイベント 

○ 手持ちの気に入りの民具・玩具のリメイク 

○想い出のある民具玩具のリメイク 

○旅先で手に入れた民具・玩具のリメイク 

■ アクセサリー再生工房の概要   

■ ファッション再生工房の概要   

■ 民具･玩具の再生工房の概要   
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第３章  今後の課題と展望 

 

 今回の計画策定において、今後、解決すべき残された主な課題には以下の事柄が挙げ

られ、計画実現に向かって、一つ一つを確実に解消することが要求される。 

 

1. 館のネーミングについて 

2. 館の運営に関する採算性について 

3. 地域の既存の団体との連携 

 

① 館のネーミング 

 館のネーミングは今後の活動においても大きな役割を果たし、館を特徴付ける要素と

なるため慎重に且つ大胆に決めることが必要である。 

たとえば、 

 

■ 街道を楽しみ、道具を楽しむという意味をこめての  

「 道 楽 館 」 

      館の特徴とその位置を的確に表現でき、また、親しみやすく呼びやすい 

ネーミングといえる。   

 

■ 三木のかなものについての古くからの謂れを連想させる 

「 かなもの物語館 」 

      抽象的で「なにかな？」という関心を抱かせ、実際に足を運ぶまでその内

容をあからさまにしないネーミングも考えられる。 

 

 館のネーミングは、計画コンセプトを表現しつつ関心を持ってもらえるようなネーミ

ングを採択することが必要である。そのために手段として、一般公募という形で、完成

前から関心を惹きつける手段もよく用いられている。 

 

② 館の運営・採算性 

 今回の計画においては、館の運営は基本的には独立採算の採れるよう、さらには収益

を上げることを目指しているが、そのための手段・手法については現時点では不確定要

素も多く、詳細なシミュレーションはなされていない。従って、計画の進行に沿って不

確定要素の解消を図り、その採算性を確保していくことが、今後の大きな課題となる。 
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③ 地域の既存の団体との連携 

今回の事業計画においては、地域内に活躍する多くの専門家・職人・学生・ボランテ

ィアの協力を前提としているが、そのかたがたの積極的な協力を得るための方法につい

ては、今後の検討を要する。 

それぞれの立場で、互いに協力することが双方の利益に繋がるようなシステムを確立

し、既存の団体と連携することで、館の運営において、優秀な技･知恵・労力を低コス

トで獲得する方法を見つけていかねばならない。 

 

 連携可能な既存の団体 

   □ 市内の伝統工芸士をはじめ、「匠」と呼ばれる方々 

□ 兵庫県ヘリテージマネージャー 

□ 城下町街づくり協議会 

□ 神戸芸工大の有志学生 

□ シルバー人材センター 

□ 行政・商工会議所 

 

 

 

 

これら残された課題が全て解消され計画が実現した際には、すぐれた三木金物の伝統

技術と「匠の技」とが一体となり、今後発生するであろう新たなニーズにも対応できる

「１００年のものづくり」を実現するシステムが構築され、「１００年の感動」の提供

が期待できる。 

 


