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平成２３年度 朝来市商工会 

竹田地区街なみ環境整備調査事業竹田地区街なみ環境整備調査事業竹田地区街なみ環境整備調査事業竹田地区街なみ環境整備調査事業 

 

 

第 1章 事業の概要 

 

     １．１．１．１．事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要    

1111））））事業の事業の事業の事業の目的目的目的目的    

朝来市商工会では、近年、全国一の山城遺跡「天空の城」として

注目されて来た観光資源「竹田城跡」及びその周辺地域が、市内各

地にある他観光拠点との連携を図りながら、広く但馬地域の着地型

観光の拠点となることを目指し、ひいては経済活動が朝来市全域へ

波及するような仕組みを構築するため、平成 23年度事業として、

竹田地域の目指すべき基本構想の策定及び、その拠点となる旧木村

酒造の利活用計画、また当施設の管理運営組織に関する提案を行う

こととなった。 

 

 

       2222）事業の内容）事業の内容）事業の内容）事業の内容    

朝来市当局においては、平成 23 年度中には「竹田地区街なみ環

境整備事業」の一環として、その拠点整備となる旧木村酒造の改修

工事を外周建物から着手の予定であったが、過去の様々な経緯から

利活用計画が見直されることとなり、朝来市商工会のもとに有効か

つ実現可能な提案を求められた。 

当事業において課された協議されるべき内容とは、 

 

           ①竹田地域の基本構想の策定 

②外周建屋の利活用計画 

③施設の管理運営組織に関する提案 

          

の 3 点であり、上記の提案に対するコンセンサスの形成を図るた

め、朝来市内の「道の駅」等拠点施設や竹田地域の代表者、商工会・

大人女子力プロジェクト等から選抜された委員、及び行政・商工会か

ら構成される竹田地区街なみ環境整備調査事業委員会（全体会）と、

施設の管理運営等について詳細に検討する事業検討小委員会を組織し

て、事業の遂行に当たった。 
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3333）事業のスケジュール）事業のスケジュール）事業のスケジュール）事業のスケジュール    

 事業に当たり、平成 23年 10月から当商工会は朝来市役所と調整

を行いながら、同年 11 月より翌年 3 月までの間に、竹田地区街な

み環境整備調査事業委員会を開催し、前項事業の内容に基づく提案

について協議する。その間、現地の調査確認・竹田区会への報告等

を実施し、提案に対するコンセンサスを得た上で報告書を作成、最

終報告会を開催する。（資料編参照） 

 

 

2.2.2.2. 事業の事業の事業の事業の経緯経緯経緯経緯        

「竹田地区街なみ環境整備調査事業」を遂行するため、商工会は市役所

との事前打合せ、弊社による現地確認調査の実施を行ないながら、竹田地

区街なみ環境整備調査事業委員会(全体会)を 3回、事業検討小委員会を 2回、

3月に最終報告会を開催するまで、竹田区会・上町への報告会を含めて計 7

回の会議を開催した。 

事業の流れと内容は以下に示すとおりである。 

 

       1）事業準備打合せ      出席者； 市役所 2名 

                          商工会 4名 + 足立（裕） 

開催日時；平成 23年 11月 2日（水） 

開催場所；朝来市商工会館 1階会議室  

議 題；事業の概要、目的および確認事項 

内 容；商工会と市役所、専門家の事業事前打合せ  

 

2）旧木村酒造現地確認調査  出席者； ㈱環境設計 3名 他 2名 

開催日時；平成 23年 11月 14日（月） 

開催場所；旧木村酒造場現地  

内 容；構造的、法的、文化財的観点からの現地確認  

    

3）第 1回竹田地区街なみ環境整備調査事業委員会 出席者；２１名 

開催日時；平成 23年 11月 29日（火） 

開催場所；朝来市商工会館２階会議室  

議 題；今年度事業の概要およびスケジュールについて 

内 容；本事業の状況と今年度実施内容を説明  
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4）竹田区会                 出席者；１７名 

開催日時；平成 23年 12月 10日（土） 

開催場所；竹田会館会議室  

議 題；これまでの経緯と当事業の概要についての説明会 

内 容；①事業の経緯と今後の予定   ；市役所  

   ②商工会への委託内容と役割説明；商工会 

   ③基本構想の概略について   ；足立（裕） 

 

5）上町常会                 出席者；２７名 

開催日時；平成 23年 12月 22日（木） 

開催場所；上町公民館  

議 題；これまでの経緯と当事業の概要についての説明会 

   

  

6）第 2回竹田地区街なみ環境整備調査事業委員会 出席者；２１名 

開催日時；平成 23年 12月 19日（月） 

開催場所；竹田会館会議室  

議 題；委員による旧木村酒造現地確認と協議 

内 容；①竹田地区のコンセプトの策定と協議 

②旧木村酒造利活用計画（ｿﾞｰﾆﾝｸﾞ）の提案と協議 

③拠点施設の管理運営組織の提案と協議  

 

7）第 1回事業検討小委員会   出席者；１５名   

開催日時；平成 23年 12月 27日（火） 

開催場所；朝来市商工会館２階会議室  

議 題；拠点施設利活用及び管理運営計画についての検討  

内 容；①旧木村酒造外周建屋部分その他の利活用について 

  ②旧木村酒造の組織運営形態について 

     

8）第 2回事業検討小委員会   出席者；１８名   

開催日時；平成 24年 1月 18日（木） 

開催場所；朝来市商工会館２階会議室 

議 題；拠点施設の管理運営計画についての検討 

内 容；①旧木村酒造の組織運営形態について 

②朝来市指定管理者制度の方向性について 

③類似施設の事例について  
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9）第 3回竹田地区街なみ環境整備調査事業委員会 出席者；２４名  

開催日時；平成 24年 2月 1日（水） 

開催場所；朝来市商工会館２階会議室  

議 題；組織の管理運営形態についての方向性 

内 容；①事業検討小委員会からの報告 

 ②旧木村酒造の管理運営形態について 

        

10）第 4回竹田地区街なみ環境整備調査事業委員会 出席者；２４名  

開催日時；平成 24年 3月 7日（水） 

開催場所；朝来市商工会館２階会議室  

内 容；最終報告会 

 

 

        以上、全 9 回の会議と拠点施設「旧木村酒造」の現地確認調査を経て、

平成 23年度朝来市商工会「竹田地区街なみ環境整備調査事業」を実施した。

こうして、地域代表者を含めた全体委員会、事業者を主とする検討小委員

会等での協議等の結果、竹田地域の目指すべき方向性や、拠点施設の利活

用計画及びその管理運営形態について、地域（住民）・事業者（商工会）・

行政の三者の協働作業にてコンセンサスが形成されていったことは大きな

成果であり、今後のまちづくりや竹田地区街なみ環境整備事業の円滑な実

現に大きく近づくこととなった。 
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第 2章 目指すべき地域のすがた ～竹田地域の開発コンセプト～ 

 

１．１．１．１．朝来市上位の計画朝来市上位の計画朝来市上位の計画朝来市上位の計画とこれまでの取り組みとこれまでの取り組みとこれまでの取り組みとこれまでの取り組み    

1111）））） 朝来市上位の計画朝来市上位の計画朝来市上位の計画朝来市上位の計画    

「旧和田山町の総合計画」によると、竹田地区は、 『歴史・文化景観歴史・文化景観歴史・文化景観歴史・文化景観                    

    形成型整備ゾーン形成型整備ゾーン形成型整備ゾーン形成型整備ゾーン』と位置

付けされ（図 1）、 平成

１４年３月に策定された

「旧和田山町都市計画マ

スタープラン」の地域別構

想においては、まちづくり

の目標として【竹田地区】【竹田地区】【竹田地区】【竹田地区】

を、『本地区は、竹田城跡

をはじめ、寺院が建ち並ぶ

歴史・文化的環境と立雲峡、

円山川などの水と緑の良

好な自然環境を活用して、

自然と歴史文化が漂う自然と歴史文化が漂う自然と歴史文化が漂う自然と歴史文化が漂うまままま

ちづくりちづくりちづくりちづくりを目指します。』

としている。(図 2) 

 また、平成 15年 3月に

策定された「旧和田山町歴

史街道整備計画」において

は、そのまちづくりのテー

マを『『『『雲海に浮かぶ山城と雲海に浮かぶ山城と雲海に浮かぶ山城と雲海に浮かぶ山城と

やすらぎの里やすらぎの里やすらぎの里やすらぎの里』』』』とし、歴史

的街並み景観の形成に取

り組んでいる竹田地区を

重点整備地区としている。

その後、広域合併を経て平

成１７年度に策定された

「第１次朝来市総合計画」

では、まちの将来像とキャ

ッチフレーズを『『『『人と緑、人と緑、人と緑、人と緑、

心ふれあう、交流のまち、心ふれあう、交流のまち、心ふれあう、交流のまち、心ふれあう、交流のまち、

朝来市朝来市朝来市朝来市』』』』、サブタイトルと

して「～元気あふれる兵庫 

（図 1） 

（図 2） 
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中央拠点～」とし、その中で特に竹田地区に関しては、 

・魅力ある街なみをつくる・魅力ある街なみをつくる・魅力ある街なみをつくる・魅力ある街なみをつくる    

   地域活性化と居住環境の整備とが一体となった 歴史・文化を活かし

た魅力ある街並み景観づくり  を進める。 

（第 2章 第 1節 施策目標 2-(4）より) 

・特色あるまちづくりを進める・特色あるまちづくりを進める・特色あるまちづくりを進める・特色あるまちづくりを進める    

   「オンリーワンのまちづくり」を目指して、竹田の街並み整備事業を

推進する。 

            歴史・文化や自然、産業などの特性に根ざした特色あるまちづくりを

進める。         （第 5章 第 1節 施策目標 1-(3）より) 

とある。 

 

2222）これまでの取り組み）これまでの取り組み）これまでの取り組み）これまでの取り組み    

 朝来市は竹田地域において平成１７年度から「街なみ環境整備事業」

に取り組み、平成１８年度「竹田地区街なみ環境整備事業 事業計画変

更策定業務報告書」で、その整備の基本方針として 

1. 歴史的街なみ景観を保全・創出する。 

2. 生活動線と観光回遊ルートを整備する。 

3. 生活・観光の拠点を整備する。 

の３点を掲げ、面的、線的、点的から整備を図るとした。（図 4） 

その中で「旧木村酒造」はその点的拠点施設と位置づけられ、平成

２０年から２２年度に亘り、地域住民を中心に「生活・交流の拠点施

設」としての利活用計画を策定し、「（仮称）たけだ暮らしの交流館」

の整備イメージを立案している。(図 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （図 3） 
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その経緯は割愛するが、「旧木村酒造」の利活用においてはその役割

を、これまでの「生活・交流の拠点施設」から「自立可能な観光の拠

点」に重きを置かれることになり、今回の見直し事業に至った。 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のような上位計画やこれまでの取り組みとの整合性を図りつつ、

竹田地区が目指すべき地域の開発コンセプトを策定していく。 

（図 4） 
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     2222．．．．まちづくりの基本的方向性（竹田地まちづくりの基本的方向性（竹田地まちづくりの基本的方向性（竹田地まちづくりの基本的方向性（竹田地域の開発コンセプト）域の開発コンセプト）域の開発コンセプト）域の開発コンセプト）    

       1111））））地域内に潜在する資源・資産地域内に潜在する資源・資産地域内に潜在する資源・資産地域内に潜在する資源・資産 

   （計画策定のための歴史的･社会的背景・キーワード） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          地域の中には、貴重な資源･資産が数多く存在している。その中で特

出するのは大きく上記の三つであり、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計画策定コンセプトの実現に繋がる。 

 

         □ 国史跡竹田城   「天空の城 虎伏城」 

応仁の乱の雄、山名持豊(宗全)が築いたと言われる竹田城（別名

「虎伏城」）は、その山城の美しさとともに、縄張りの見事さから、

山城の遺構としては全国一とも詠われ国の史跡に指定されている。

「城跡」は、当然ながらこのまちの第一の文化的資産である。 

 

□ 歴史的景観    「寺町と町並み」 

古城山のふもとに連なる寺社とそれに沿って流れる水路によっ

て今もなお美しい城下町の雰囲気を伝えている寺町周辺と、城下

町から宿場町へと変貌を遂げながら交通の要衝として賑わいを保

ってきた伝統的な町家が連なる竹田の町並みは、竹田城跡と併せ

歴史的景観を体感できる大きな歴史的資産である。 

 

□ 伝統地場産業   「家具産業」 

約 400 年前の城主赤松広秀公が漆器作りを奨励し、神子畑に住

んでいた木地師を呼び寄せたのに始まり、天保末期頃より木製家

具の生産技術を導入、その後幾多の変遷を経て、昭和３０年頃か

ら婚礼家具の産地として発展。家具は、このまちの歴史と共に欠

かせてはならない社会的資産である。 

□ 伝統地場産業   「家具産業」 

□ 国史跡竹田城   「天空の城 虎伏城」 

□ 歴史的景観    「寺町と町並み」 
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2222）））） まちのイメージの創出まちのイメージの創出まちのイメージの創出まちのイメージの創出と開発コンセプトと開発コンセプトと開発コンセプトと開発コンセプト    

                                    さらに、竹田のまちの目指すべき方向性を策定するに当たり、まちの

醸し出すイメージを列記すると、 

 

          「天空の城、竹田城、虎臥城、寺町、宿場町、城下町、表米神社、

古（いにしえ）、歴史、円山川、立雲峡、桜、町並み、景観、伝統、浪

漫、復活、大正、観光、本物、家具、酒造場、ふれあい、にぎわい、お

もてなし、高齢化、買物過疎、路地裏、水路、鯉、花しょうぶ、秋祭り、

やっさ、文化、男性的、愛宕神社、御松明、ミステリアス、細く長い町

屋、熟年層、回顧、笑顔、城跡「動」・城下「静」、しょうぶの花、「和」

の情緒、ドラマ（歴史的）・・・」などなど。 

 (イメージ協力；朝来市商工会大人女子力プロジェクト) 

 

         これらの言葉から、まちのイメージは、竹田城、城下町、歴史、景観、

復活、本物、文化、にぎわいなどに大きく集約されていき、これらキー

ワードを繋ぎながら、まちの開発コンセプトのキャッチコピーを考える。 

 

キャッチコピーには、 

1. 竹田の歴史・文化を感じる、 

2. 未来への夢が持てる、 

3. にぎわいの復活を図る力強さと決意を感じる、 

4. 新たなビジネスチャンスを生む単純な言葉である、 

        ことが望ましく、それぞれ 

1. 竹田の歴史・文化を感じる、ところから「城下町」という言葉を、 

2. 未来への夢が持てる、ところから「まちの浪漫」という言葉を、 

3. にぎわいの復活を図る力強さと決意を感じる、から「甦る」という 

言葉を導き出し、 

4. 新たなビジネスチャンスを生む単純な言葉で表現した。 

                                                すなわち、 

－－－－－－－－甦甦甦甦甦甦甦甦るるるるるるるる城城城城城城城城下下下下下下下下町町町町町町町町－－－－－－－－        平平平平平平平平成成成成成成成成竹竹竹竹竹竹竹竹田田田田田田田田ままままままままちちちちちちちち浪浪浪浪浪浪浪浪漫漫漫漫漫漫漫漫          

                                                である。 

 

このキャッチコピーを平成 23年 12月 19日に開催された第２回事業委

員会に提案したところ、一つの確認事項に対する合意と一つの言葉の追

加がなされた。 

一つは「竹田まち浪漫」の前にある「平成」という言葉の使用につい
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ての確認である。竹田の城下が「中世のまちづくり」であることに対し

て、当事業を遂行している今が「平成の時代」であり、正に、この「ま

ちづくり」に一丸となって行動を起こした「刻（とき）」を後世まで伝え

ようという思いを込め、当事業に関わる全ての人たちの共通の認識とし

て、改めて「平成」という言葉の使用が合意されるに至った。 

そして、もう一つ追加された言葉は、既に何よりも周知されている竹

田城のキャッチフレーズ「天空の城」であり、 

ここに、 

 

 

 

    

         

 

というキャッチコピーが完成した。 

 

今後は、このキャッチコピーを竹田地域の開発コンセプトとして、全て

のまちおこしの核に位置付け、「竹田まち浪漫ブランド」商品の開発や、

周辺の広域連携と観光ルートの開発などを「竹田まち浪漫街道」の名のも

とに行なっていく。 

すなわち、それらは 

天空の城、甦る城下町プロジェクト天空の城、甦る城下町プロジェクト天空の城、甦る城下町プロジェクト天空の城、甦る城下町プロジェクト として事業計画され、 

「竹田まち浪漫」を前面に売り出しながら、行政の行うところの「竹田街

なみ環境整備事業」と連携し、一体となって、引き続き朝来市商工会を中

心にさまざまな事業を展開していくべき次年度からの課題である。 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    －－－－－－－－天天天天天天天天空空空空空空空空のののののののの城城城城城城城城、、、、、、、、甦甦甦甦甦甦甦甦るるるるるるるる城城城城城城城城下下下下下下下下町町町町町町町町－－－－－－－－  

平平平平平平平平成成成成成成成成竹竹竹竹竹竹竹竹田田田田田田田田ままままままままちちちちちちちち浪浪浪浪浪浪浪浪漫漫漫漫漫漫漫漫  
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第 3章 拠点施設の利活用計画について 

１．１．１．１．まちの課題と拠点施設の役割まちの課題と拠点施設の役割まちの課題と拠点施設の役割まちの課題と拠点施設の役割    

1111））））まちの課題まちの課題まちの課題まちの課題    

          竹田地域には次の３つの課題と１つの命題がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 観光客は増加の傾向、しかし食事や思い出を買える店(場)がない 

       近年、竹田城跡への観光客入込み数は増加傾向（平成 17年度 1.2万人

→平成 23年度予想 9.5万人－別添資料参照；観光交流課調査より）にあ

るが、竹田の町並み地区内での滞在時間は短く、地域内での消費も少な

い。お城に訪れた観光客が増加したにもかかわらず、地域内での消費が

少ないのは、町並みは魅力的であっても、そこで楽しめる買い物空間や、

食の文化が根付いていないからである。 

       来街者にとって町並みを散策する際の魅力的な店舗の配置が望まれる

ところである。 

 

□ 地域内人口は減少・高齢化、地区内で生活必要品が買える店（場）が

ない 

       竹田地域内の人口は昭和 31年と比較して大幅（29％）減少し、そのう

ち高齢者世帯の割合は 27.47％、実数としては 136 世帯 206 人が高齢者

のみの世帯（高年福祉課調査より）と、地域内は高齢化しているにもか

かわらず、徒歩圏で生活必需品（生鮮等）を買いに行ける店がない、買

い物難民を抱えた地域である。 

 

□ 地域住民と観光客それぞれが交流できる場がない 

       町なかに地域住民と地域住民、地域住民と観光客、観光客と観光客な

どがそれぞれ気軽に交流できる場が少なく、ゆったりと時間を費やすこ

とのできる休憩所や、まちの魅力を学習できる情報交換の場がない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□観光客は増加の傾向、しかし食事や思い出を買える店(場)がない 

□人口は減少・高齢化、地区内で生活必要品が買える店（場）がない 

□地域住民と観光客、それぞれが交流できる場がない 

■命題； まちの方向性として、生活と観光を両立できるか 



- 14 - 

１）集客力（魅力）のある場所で 

２）情報を収受できる施設を計画し、 

３）収益事業を企画・運営し、 

４）地域に新たなビジネスチャンスを生む。 

■ 命題；まちの方向性として、生活と観光を両立できるか 

       まちの活性化とは？ まちに何を求めるか？ など、まちの方向性に

ついて、地域住民、商業者(事業者)、行政等を交え十分協議し、共通の目

標を持つことが必要である。 

       美しく良好な歴史的景観を擁するこの竹田に住まうことが住民の誇り

であり、その誇り高き当地を訪れた観光客には気持ちの良い思い出を持

ち帰っていただき、なおかつ「まちが潤う」という生活と観光のバラン

スが上手く保たれることが必要であり、結果、地域住民に快適な生活が

得られる方策を探す。そこに新たなビジネスチャンスがある。 

 

刻(とき)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、訪れる人々に対して、本物の「刻（とき）の

積み重ね」を実感させてくれる。それがこのまちの「存在意義」（貴重な

財産；観光資源）であり、まちの生きる方向性であろう。 

そのため、町並みを形成する町家・民家の修復・修景作業は、このまち

の活性化にとって非常に大きな役割を担うことは言うまでもない。 

 

2222）拠点作り実現のために）拠点作り実現のために）拠点作り実現のために）拠点作り実現のために    

          拠点作り実現のために具体的な方法として、次のようなことが言える。 

 

 

 

 

 

 

            言い換えると ↓↓↓↓ 

            

 

 

 

 

上記の 4 つの要点を同時に満足させることのできる施設（ハード）と

サービス（ソフト）を見つけ出し、実現することが必要である。 

新たなニーズの発見のために、観光客と日常的な消費者との交流の場

を持ち、その場で消費者と自然な形で接し、試行錯誤を重ねながらも、

収益の上がる効果的な施設とシステムを確立していくのである。 

集客集客集客集客力を持つ力を持つ力を持つ力を持つ地域地域地域地域のののの情報情報情報情報受受受受発信施設で発信施設で発信施設で発信施設で    

地域へ貢献する地域へ貢献する地域へ貢献する地域へ貢献する収益事業を行う収益事業を行う収益事業を行う収益事業を行う    
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3333））））拠点拠点拠点拠点施設施設施設施設の役割と機能についての役割と機能についての役割と機能についての役割と機能について    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

計画される拠点施設には、一つの目的地としてたくさんの人が寄り集

う集客施設としての「まちの駅まちの駅まちの駅まちの駅」の役割と、観光客に対しては思い出に

残る楽しい買物空間として、地域住民に対しては買い物難民のための日

常の買物空間として、利便性と収益事業を図る「まちの市まちの市まちの市まちの市」の役割を持

たせる。これが拠点施設の果たされるべき役割でありコンセプトである。 

 

        そして、この施設には 

                      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の５つの機能と、それらを管理運営する部門管理運営する部門管理運営する部門管理運営する部門が求められる。 

 

まちのまちのまちのまちの駅駅駅駅    

集客施設 

汎用性 

 

まちの市まちの市まちの市まちの市    

収益性 

独自性 

＋＋＋＋    

竹田の町並み 

竹田城跡竹田城跡竹田城跡竹田城跡    

 

旧木村酒造旧木村酒造旧木村酒造旧木村酒造    

 

 

1.    「観光の拠点機能」 

2.    「買物の拠点機能」 

3.    「食の拠点機能」 

4.    「地場産業の拠点機能」 

5.    「交流の拠点機能」 
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2222．．．．「旧木村酒造」利活用計画の提案「旧木村酒造」利活用計画の提案「旧木村酒造」利活用計画の提案「旧木村酒造」利活用計画の提案    

1111）施設の）施設の）施設の）施設の現況把握現況把握現況把握現況把握    

    

                                    今回、拠点施設として利活用される旧木村酒造については、「郷土史 

南但竹田」によると、 

『木村新左衛門―□□ その頃（寛永 2 年西暦 1625 年頃）、竹田上町

に播州加古川より、木村新左衛門が移住してきた。 

木村新左衛門は、もと武田信玄の家臣、飯尾右京之進直利の次男で、

兄倫重とともに若い頃からの歴戦の勇士で屢々大功をたてた。 

信玄はその戦功を賞して白扇を当座の賞として与えた。兄弟はこの扇

を二分して五本骨の扇を家紋とした。 

天正 10年武田氏が亡んだので、新左衛門兄弟は播州加古川木村に蟄

居し姓も木村と改め屋号を加古屋とした。 

寛永 2年頃、加古川から竹田に移住した、なお兄倫重は矢名瀬に住ん

だ。当時家産は大変栄えて朝来、養父、気多三郡に及んだということで

ある。代々新左衛門を襲名し現在の木村酒造は、その末裔である。』 

（昭和 44年 2月 1日発行） 

        と記述されている。 

このように、「旧木村酒造」は、「中世の竹田」を代表する人物「木村

新左衛門」が残した貴重な歴史的文化遺産の一つである。 

         

上記寛永 2年（1625年）に創業された酒造場は、その後宝暦 12年（1762）

の大火（130戸消失）、明治 10年（1877）の 2度の大火を受け、町がほ

ぼ全焼（明治の大火では 250 戸消失）しているため、現在の建物は、明

治 10年から 30年頃に建設されたと考えられている。 

         

         建物は、南北約 55ｍ、東西約 45ｍの敷地（約 2,300㎡）に下図（図 5）

に示すとおり、①主屋、②茶室（風呂場）、③内蔵、④造り蔵（現存せず）、

⑤舟蔵、⑥製造場、⑦精米蔵（店）、⑧玄米蔵（店）、⑨寝具蔵（味噌蔵

を含む）の全⑨施設に分かれて配置し、その延床面積は約 1,300 ㎡であ

るが、そのうち④造り蔵（317.76 ㎡）は既に解体されているため、現存

する部分は約 1,000㎡とされる。 

         

                                    また、かつて木村酒造の東に存在していた「東木村」の末裔であられ

る藤井茂登子氏によると、貯蔵場と精米蔵の間には、蔵が 2 箇所ほどあ

ったという。 
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Ｈ21年 9月竹田地区街なみ環境整備事業    

たけだ暮らしの交流館（仮称）整備計画（案）より 

蔵 

2ｹ所 

造り蔵 

（図 4） 
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2222））））活用のゾーニング計画活用のゾーニング計画活用のゾーニング計画活用のゾーニング計画についてについてについてについて    

    

                                    当初のスケジュールでは、朝来市当局は平成 23年度事業として、外周

建屋の工事に着手するとあった。しかし、そのためには外周建屋の利活用

についての十分な検討がなされ、基本構想、基本計画のもと、実施設計を

経て始めて入札準備に取り掛かる必要があるが、当事業では今年度その基

本構想の段階まで至るのが限界であり、今後も引き続き外周建屋について

基本計画等の検討が必要である。そのため、朝来市は事業可能な「主屋」

から工事着手することに決定した。 

         もちろん、「主屋」の利活用についても今後十分検討されなければなら

ないところであるが、概ね共通の認識として、主屋については「まちのシ

ンボル」として捉え、文化財的な保存修復の為の改修工事を行なう方向へ

と結論付けられたため、利活用のための平面的な変更は行なわず、建物の

安全性と耐震性を確保しながらの保存改修工事へ着手することが可能と

考えられる。 

そこで、当事業では、「主屋」を核（シンボル）として、その周囲を巡

らす「蔵群」活用に重点を置き、全体のゾーニング計画を進めていく。 

          

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
（図 5） 
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旧木村酒造は（図５）に示すように、敷地ほぼ中央に東西軸があり、軸

の北東に位置する主屋の周囲に大きく蔵群が４ヶ所残存している。また、

主屋の北には茶室（風呂）を有する「にわ（庭園）」があり、東西軸の南

には蔵 1（精米蔵・玄米蔵）、蔵 2（製造所・貯蔵所）に囲まれた広場が、

東西軸の北には蔵 3（舟蔵）、蔵 4（寝具蔵、味噌蔵）と主屋に囲まれた

広場がある。当施設の利活用ゾーニングを考える場合、この４つの蔵群と

３つの広場（にわ）の効果的な役割、及びそれぞれの施設との連携を考え

ながら進めていく。 

 

 

         まず、通りに面する蔵 1 については、当施設への導入のため、魅力的

な物販ゾーンとして活用する。施設へのキャッチとなる部分である。ここ

には、竹田の町歩きの途中にふと立ち寄ってみたくなるような雑貨・小物

や、作りたてパン・クッキーなどの女性向き物販などが出店されることが

望ましい。 

         また、蔵 2 の部分は、ギャラリー、ホールとして、多目的に使用でき

るイベントゾーンとする。音楽コンサートや、絵画彫刻などの展示ギャラ

リーの場として、蔵という空間を提供することにより、周辺には無い特色

ある企画をもとに展開していく集客ゾーンである。 

         蔵 1 と蔵 2 をつなぐ部分については、前述したように、かつて２～３

箇所の蔵があったとされるため、出来れば蔵の復元建築を行ない、物販ゾ

ーンを補完する部分として活用することが望ましいが、工事費等予算的に

無理がある場合は、フリーマーケットなどの開放型の店舗を配置するゾー

ンと考える。 

 

         このように、東西軸に対して南側の部分は、人々が日常的に生き生き

と交流できる「動」の空間として「にぎわいの場」を創出するゾーンであ

り、前項の「拠点整備施設の役割と機能について」の中で述べた、「買物

の拠点機能」と共に、「交流の拠点機能」を実現する場である。（図 6

参照） 

    

    

                                    さらに東西軸の北側は、主屋から臨む竹田城を背景に、この町のイメ

ージを創出するゾーンを形成していく。そのため、蔵 3 は大空間を魅力

的に演出できるレストランとして活用、地場の食材を利用し、竹田地域周

辺の出身である料理研究家など優秀な地場の人材の協力のもと、竹田のイ

メージを創出する「食の拠点機能」の実現の場とする。 
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         蔵 4 については、竹田の特産である「家具」及び、この地が元酒造場

であったことから「地酒」などの特産・体験コーナー、並びに、「竹田城」

及び「竹田のまち」の情報発信資料（例えば、これまでに映画等ロケ地と

して上映された映像や写真など）の展示コーナーとしながら、レストラン

ゾーンと連携して竹田のイメージを醸し出すゾーンを形成する。 

 

         これら東西軸に対して北側の部分は、南側が「動」の空間であるに対

し、主屋から竹田城を臨む「くつろぎの場」を創出する「静」の空間とし

て、前項の「食の拠点機能」と共に、「地場産業の拠点機能」を実現す

る場である。そのため、主屋からレストランへの導入についても、ゆっ

くりとした「時間（とき）の流れ」を味わうことの出来る「屋根のある休

憩ゾーン」とすることが望ましい。（図 6参照）    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                    さらに、これら周辺建屋を含めた施設全体の管理を担う部分として、

東側通りから分かりやすい位置に管理ゾーンを配置する。 

 

 

（図 6） 
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        「動」の広場は管理棟でその課される意味合いは二分され、アプローチ

付近は「であいの広場」、内部は「にぎわいの広場」となり、その北側「静」

の広場は「くつろぎの広場」、主屋の北に位置する「にわ」は茶室のある

「趣ある日本庭園」として整備する。こうして、それぞれの広場にそれぞ

れの意味を持たせながら、イメージを創出していく。 

    

    

    

                            3333））））「旧木村酒造」利活用「旧木村酒造」利活用「旧木村酒造」利活用「旧木村酒造」利活用のののの基本基本基本基本構想構想構想構想    

    

                                    前項で策定したゾーニングに則り、第 2 回事業委員会（平成 23 年 12

月 19日開催）にて基本構想図を提案した。（図 7） 

         これは、前述のゾーニングをより具体的に把握できるようにイメージ

を図面化し、それぞれのゾーンと広場のもつ意味を提示したものである。 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後は施設の運営の母体や規模を確定し、ゾーンごとの具体的な客席

数やメニュー、展示内容など詳細な事業内容を検討の上、建物を利活用

するに当たって関係する法令や構造上、防災上、保健衛生上、文化財上

等の事前チェックを行なって、次のステージである基本設計の段階へ進

んでいく。 

 

（図 7） 
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（図 7） 
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第 4章 拠点施設の管理運営について 

1111．．．．管理運営方式の検討管理運営方式の検討管理運営方式の検討管理運営方式の検討    

                            

拠点施設の管理運営組織については、これまでも「（仮称）たけだ暮ら

しの交流館」策定に当たり色々と協議されたところでもあり、その運営形

態の種類や内容についての詳細な説明はここでは触れないでおく。 

当事業では具体的かつ効果的な運営が可能な方法を検討していく。 

 

もとより施設の事業主体は朝来市であり、その管理運営権を地域（住民）

に委ねるところであるが、施設の管理運営には、まちづくり活動（主に非

営利活動）を中心とした交流の拠点として、当施設の利用及び維持管理を

担う部門と、今後経済的にも自立した施設を目指すための運営（主に営利

活動）を担う部門が存在する。 

 

こうした公共性の高い非営利活動と、収益を目指す営利活動は、お互い

にその求める方向性が相反するため、当然、それぞれが望ましいとする組

織形態は異なってくる。この場合、一般的に、前者は「ＮＰＯ法人（特定

非営利活動法人）」、後者は「運営会社（例えば株式会社）」という組織形

態が妥当と考えられる。そして、二つの組織がそれぞれの機能を発揮し、

補完しあって全体の施設の管理運営を担っていくことが、今後の健全かつ

自然な方向であると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（図 8） 
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2222．．．．    想定される当施設の管理運営システム想定される当施設の管理運営システム想定される当施設の管理運営システム想定される当施設の管理運営システム    

 

前項で示した、母体となり得る二つの組織形態、「ＮＰＯ法人（特定非

営利活動法人）」と「株式会社」を比較検討した表（図８）を見て分かる

ように、その組織が主に非営利活動を行なう場合は、設立完了までに比較

的時間は掛るが、その認証や登録免許税は不要であり、かつ法人税につい

ても優遇されている公共性の高い「ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）」

という組織形態が望ましく、運営母体としてはＮＰＯ法人を設立すること

が望ましい。 

市内にある他の公共施設に見るように、事業主体である朝来市からの補

助金（指定管理料等）の受け皿として、朝来市民を主とした「ＮＰＯ法人」

は、ほぼ継続してその指定管理者になりやすく、また国をはじめとするソ

フト事業等補助金のメニューにも恵まれている。 

 

しかし、当施設のように今後永続して自立した運営可能な施設を目指す

場合、その営利活動を担う部分については、純粋に収益を追求する組織と

して「運営会社（株式会社）」を設立し、前者のＮＰＯ法人が不得意とす

る経済活動を担い、施設の「運営」を代行する必要が生じる。 

 

これらの関係を示すと、概ね下図のようになる。（図９） 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

（図 9） 
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つまり、施設全体は、元来ＮＰＯ法人が「管理・運営」を行なうが、その

片方の運営部分に関しては「運営会社」に任せるという図式である。 

 

したがって、実質的には「ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）」は、施

設の修繕・営繕、安全管理などの「維持管理」、収蔵庫やパーキング、レ

ンタサイクル等の管理をおこなう「非営利活動」、ボランティアガイド、

そのほかコミュニティ活動やイベントの実行など「まちづくり活動」を行

ないながら「施設の管理」部分を担って行く。 

「運営会社（株式会社）」は、今後当施設が自立していくため必要な経

済活動を行なう部分として、主に営利を目的とした集客・収益活動として

のイベント企画や、特産の開発、広報・宣伝・ＨＰ、ガイド・従業員教育・

研修、研究事業、展示の収集と整理等を行い、物販、レストラン、などの

「テナント」や「直営部分」の「企画運営」を担う。 

 

そして、「ＮＰＯ法人」は運営上経済的リスク回避のため「運営会社」

に運営権を与え、その対価としての「ロイヤリティ」を持って施設の維持

管理費に当てる、というシステムをここでは提案する。（図 10） 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 （図 10） 
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上記「施設の管理運営システム（案）」は、現在、朝来市に同様の指定

管理者制度が存在しないため、今後検討されるべき重要課題であるが、当

事業としてはこれを「竹田モデル」として提案し、朝来市当局に於いても、

その実現の可能性を是非とも見出していただきたいところである。 

 

また、当管理運営システムを円滑に遂行するためには、「ＮＰＯ法人」

と「運営会社」の両者を連携し、施設全体を把握する部署（支配人）の存

在が不可欠であり、その存在が当事業の成功の可否を担う大きなポイント

であるといっても過言ではない。管理運営組織の構築とともに、もう一つ

の重要課題として、この部分を担うべき優秀な人材の発掘が急がれる。 

 

そして、何よりも、こうした円滑な管理運営方式の遂行や拠点施設の構

築には、まちの活性のために「住民」、「商業者（事業者）」、「行政」の三

者が一つとなって行なう協働作業のもとに、初めて実現可能となるもので

あることを、強く書いておきたい。 
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第 5章 事業を終えて ～今後の取り組み～ 

 

当事業は平成 23 年 11 月から始動した短い期間の単年度事業であるが、その間

に市役所から求められた 3つの課題に対して、「事業委員会」及び「小委員会」の

協力のもと密度の濃い会議を重ねながら、無事ここに提案作業を終え最終報告会

を迎えることが出来た。これもひとえに、地域の方々のこれまでの熱い思いや、

委員の方々はじめ市役所、商工会等全ての関係者による熱心な協議の賜物と感謝

に耐えない。 

 

しかし、事業は決してこれで終わったわけではなく、実は次のステージへと進

む方針がやっと決定したということなのである。今後は、当事業により見えてき

た問題点や課題、あとに続く事業の実現の為に実行しなければいけないことを、

ひとつずつ解決していかなければならない。 

 

その課題の一つに、第 4章の 2．（想定される当施設の管理運営システム）の項

で述べた現行の「市の指定管理者制度のあり方」についての問題提起があり、こ

れは商工会では決定できない、市全体の公共施設の管理運営方針に関する検討す

べき大きな課題である。 

また、その管理運営母体の構築に当たっても、地域と事業者との連携が必須で

あり、そのうちの運営を担うべき運営会社の設立についてはさらに多くの協議が

必要とされる。しかも、その両母体が確定されなければ、次に進むべき施設の基

本計画、基本設計へと具体的に進めることが出来ない。ソフト部分が熟成し、初

めて基本設計に基づいた実施設計に着手できるのである。事業の円滑な進行のた

めには、これまで以上にスピーディかつ緻密な作業や労力を必要とされる。 

事業に対する夢と愛着と誇りがなければ、この大きな山を登っていくことは難

しいのである。 

 

しかし、そうした多くの生みの苦労を乗り越え、微かでも眼前に一筋の光を見

出したとき、その先にはやがて光が差し込み、このまちの未来は大きく開けてい

く、そんな輝くまちのイメージが頭に浮かんで離れない。 

それは、事業の途中に聞いた「恋人の聖地」認定の朗報や、来年 8 月に上映さ

れる映画「あなたへ」ロケ地としての波及効果、近年の「天空の城」登城者数の

急激な増加など、全てこの地におこるプラス現象が一つに結びついたとき、そこ

には必ずまちに限りない未来が訪れ、この「－天空の城、甦る城下町－竹田まち

浪漫」のコンセプトのもと、生き生きと行き交う人々の様子がはっきりとイメー

ジされるだろうからである。 
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     そのイメージの実現のためにも、今後は、全てを統括するプロジェクトチーム

を結成し、行政のリーダーシップのもと、住民、商工会の三者のコンセンサスを

図りながら、同じ方向を向いて進んでいくことが大切である。 

 

 

そして、こうして試行錯誤しながら、観光客にとっても、地域住民にとっても

「楽しく」、「まちが潤う」仕組みを生み出していき、いずれ竹田のまちが着地型

観光の但馬の目的地として、広く朝来市全域の活性化に貢献する日が来ることを

祈りながら、この事業をひとまず終えることにする。 

 

 

 

                          平成 24年 3月 

株式会社 環境設計 

足立裕美子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


