
■日時 ： 平成31年３月10日(日)13：00～16：30

■場所 ： 篠山市民センター・多目的ホール

＜野には黒豆 山の芋＞ 日本のふるさと、と呼ばれる丹波篠山。かねてからおいしい農産物に恵

まれた「みどり」と「みのり」のまち。さらに自然美と田園景観、きれいな城下町、宿場町も。風

土、歴史、文化を活かした“農都”を目指す基本姿勢は変わらないだろう。

＜花のお江戸で芝居する＞ 丹波篠山は日本遺産を二つ。デカンショ節と丹波焼。その古い文化の

上に何を積むか。「みどり」「みのり」を磨きあげ、全国で地域再生の潮流が強まる中、丹波篠山

に東京が学ぶ事例も出てきた。頑張りたい。

＜世界いずこの果てまでも＞ 新しい「ひかり」も

加え、もっと外へ。ユネスコ創造都市にも加盟した。

大学や市民活動と連携の道も加えてきた。古民家の

利用に世界の眼を集めつつあるのだ。さあ、世界に

向けて「丹波篠山の時代をつくろう」。

新しく“デカンショ”を唄おう

２０１９年５月 丹波篠山市・誕生

主催：スローライフ・フォーラムin丹波篠山実行委員会 共催：NPOスローライフ・ジャパン、スローライフ学会
後援：日本テレネット株式会社、シン・エナジー株式会社、一般社団法人日本サステイナブルコミュニティ協会

■13:00 開会
総合司会 川島 正英 （ＮＰＯスローライフ・ジャパン理事長）
司会 木寺 綾乃 （篠山市役所 創造都市課）
デカンショ朗唱 小林 真弓 (篠山市役所 商工観光課）

歓迎の言葉 酒井 隆明 （篠山市長）

■13:10 基調講演 「地域再生の潮流の中で」
神野 直彦（日本社会事業大学学長、スローライフ学会学長）

■14:10 パネルトーク「輝く未来へのメッセージ」
コーディネーター

増田 寛也 （野村総合研究所顧問、 スローライフ学会会長）
パネリスト 井戸 敏三 （兵庫県知事、関西広域連合長）

酒井 隆明 （篠山市長）
金出 武雄 （米国カーネギーメロン大学 ワイタカー冠全学教授）
中村 桂子 （ＪＴ生命誌研究館館長）
坪井ゆづる（朝日新聞論説委員）
乾 正博 （シン・エナジー(株) 代表取締役社長）
野口 智子 （ゆとり研究所所長）

■16:30 閉会 ～ 感謝の言葉 川島 正英

プログラム

グループトーク 参加者の皆さん

「スローライフ・フォーラムｉｎ丹波篠山」は、神野直彦氏
の基調講演とパネルトーク「輝く未来へのメッセージ」で
構成、またパネリストと市民で三つのグループトークを行
い、それをフォーラムに反映させます。

グループ１ ～ 「みどり」

丹波篠山の風土。自然、歴史、ふるさと、こころ

阪東 佑貴（若手農家）

今井 進（里山工房くもべ）

安井 博幸（篠山イノベーターズスクール）

仙林 寛実（篠山暮らし案内所 スタッフ）

橋田 薫（篠山市農村イノベーションラボ）

梅谷 美知子（地域おこし協力隊）

大西 晶子（丹波県民局 県民交流室）

小林 七子（篠山市役所）

村上 由樹（篠山市役所）

----------------------------------------

アドバイザー 中村 桂子

進行役 北村 春恵（篠山市役所）

グループ２ ～ 「ひかり」

新しいまちづくり政策。再生エネルギー、新文化、

新産業を。外との交流

高橋 隆治（ＮＰＯバイオマス丹波篠山）

本多 紀元（株式会社いなかの窓）

中井 基治（篠山イノベーターズスクール）

林 健二（篠山暮らし案内所）

谷川 智穂（篠山市農村イノベーションラボ）

岩崎 智彦（地域おこし協力隊）

岡田 啓一（丹波県民局 県民交流室）

菅原 将太（篠山市役所）

新藤 元太（篠山市役所）

----------------------------------------

アドバイザー 坪井ゆづる、乾 正博

進行役 隅田 浩規（篠山市役所）

グループ３ ～ 「みのり」

逸村逸品。黒豆、ぼたん鍋、米、酒、丹波焼

森口 久（篠山市自治会長会）

石田 英正（若手農家）

市野 力（丹波焼陶芸家）

西田 博一（フタバカフェ）

堀 成志（株式会社プリテック）

吉田 晴紀（篠山イノベーターズスクール）

石坂 将一（地域おこし協力隊）

新田 哲也（地域おこし協力隊）

宮脇 武弘（丹波県民局 丹波農業改良普及

センター）

----------------------------------------

アドバイザー 野口 智子

進行役 後藤 優日（篠山市役所）

ぼたん鍋

登り窯

丹波焼

集落丸山

（敬称略）
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＜俺は 丹波の篠山だ＞ 来たる５月１日、肩いからせ、こう答える。新しい年号に合わせて市名

を改める。唯一の例だが、20年前の「平成合併」で、全国の先陣を切り特例合併したのも篠山市

だった。今回も丹波篠山市政が全国の注目を浴びるだろう。新しいデカンショで応じたい。

＜あとの半年 寝て暮らす＞ デカルト・カント・ショペンハウエルを学ぶ半年。そのあとの半年

の過ごし方は、まさにスローライフといえる。この考えは、高度成長期の「大きく、強く、早く」

に対し、「ゆっくり、ゆったり、ゆたかに」を心がけた新しいルネッサンス運動である。この運動

に先駆した筑紫哲也が、岩波新書で『スローライフ』を書いて、副題を「緩急自在に」とつけた。

緩急自在こそ、暮らしとか町並みにも目配りする篠山市政とも相通じる。

デカンショデカンショで半年暮らす（アヨイヨイ）
あとの半年 寝て暮らす（ヨーオイ ヨーオイ デッカンショ）

丹波篠山 お茶栗さんしょ（アヨイヨイ）
野には黒豆 山の芋（ヨーオイ ヨーオイ デッカンショ）

丹波篠山 山家の猿が（アヨイヨイ）
花のお江戸で芝居する（ヨーオイ ヨーオイ デッカンショ）

デカンショデカンショと唄うて廻れ（アヨイヨイ）
世界いずこの果てまでも（ヨーオイ ヨーオイ デッカンショ）

お国問われて 肩いからせて（アヨイヨイ）
俺は丹波の篠山だ（ヨーオイ ヨーオイ デッカンショ）

神野 直彦
増田 寛也

基調講演

「地域再生の潮流の中で」

パネルトーク

「輝く未来へのメッセージ」

デカンショを唄おう！

パネリスト パネリスト パネリスト

パネリスト パネリスト パネリストパネリスト

井戸 敏三 酒井 隆明 金出 武雄

中村 桂子 坪井ゆづる 乾 正博 野口 智子

（日本社会事業大学学長）

（野村総合研究所顧問）

（兵庫県知事） （篠山市長） （米国カーネギーメロン大学
ワイタカ―冠全学教授）

（JT生命誌研究館館長） （朝日新聞論説委員） （シン・エナジー株式会社
代表取締役社長）

（ゆとり研究所所長）

財政学、地方財政論の第一人者。いくつかの大

学で教え、東京大学大学院経済学研究科長・

経済学部長も務めた。地方財政審議会会長 、

社会保障審議会年金部会長なども。

著書に『「分かち合い」の経済学』（岩波新書）

『地域再生の経済学』（中公新書）『財政学』

（有斐閣）『人間回復の経済学』（岩波書

店）『経済学は悲しみを分かち合うためにー私の

原点』（岩波書店）など数多い。

元日本自治学会会長。スローライフ学会学長。

東京大学法学部卒。建設省を出て岩手県知事

３期。東京大学公共政策大学院客員教授も。

民間から総務大臣に。市町村の人口問題などの

視点から日本の危機をいち早く警告、また地方

政治の論客として知られる。著書に『地方消滅

東京一極集中が招く人口急減』（中央公論新

社）ほか。 スローライフ学会会長。

東京大学卒業。理学博士。早稲田大

学などで教え、生命誌を提唱。

著作には『生命誌とは何か』 (講談社) 

『科学者が人間であること』 (岩波新

書) 『「ふつうのおんなの子」のちから』(集

英社) など。映画『水と風と生きものと～

中村桂子・生命誌を紡ぐ』が話題に。

早稲田大学法学部卒。朝日新聞で

政治部記者、論説委員として国内政

治、自治・分権を書く。論説副主幹。

東日本大震災のあと東北復興取材セ

ンター長。論説委員に戻って夕刊「素

粒子」も担当。日本自治学会理事、

京都大学客員教授も。

商店街の活性化、観光おこしなど地域

開発を指導。奈良県十津川村「ゆ っく

り散歩道」和歌山県紀の川市「フルー

ツ・ツーリズ ム」などを育てた。総務省の

地域力創造アドバイザー、ふるさと財団

の地域再生マネージャー。

NPOスローライフ・ジャパン事務局長。

神戸市出身。洸陽電機エンジニアリング

に入り、 企業が現シン・エナジー（株）

へと成長するのに合わせて社長職へ。再

生可能エネルギーに取り組む。

一般社団法人日本サステイナブルコミュ

ニティ協会副代表理事。学生時代から

ラグビーに熱中、現在も。

「揖保の糸」の産地・兵庫県たつの市新

宮町生まれ。東京大学卒。旧自治省

に入り、大臣官房審議官 、兵庫県副

知事を。2001年、知事に。５期目。

2010年から関西広域連合長。

東京一極集中の国土政策に謦鍾を鳴

らす。随筆集も多い。

ロボット工学者。日本では理化学研究

所革新知能統合研究センター特別顧

問、京都大学高等研究院特別招聘

教授などを務める。フランクリン財団バウ

アー賞（2008年）、京都賞（2016

年）など受賞多数。

日本での居住地は篠山市。

篠山市生まれ。中央大学を出て弁護

士。兵庫県議３期。2007年、市長に。

４期目。

「ふるさと篠山に住もう帰ろう運動」を掲

げ、農都、篠山再生政策などに取組む。

市名改称を提案、「丹波篠山市」に改

めた。趣味はジョギング。

コーディネーター


