
兵庫県太子町



兵庫県の南西部、

姫路市の隣にある兵庫

県で二番目に小さな面

積の自治体、聖徳太子

や旧山陽道などの文化財が残る歴史があ

ります。生活に必要なお店が多く、都市部

へのアクセスも良いことから、子育て世代

に選ばれ、『年少人口割合が兵庫県で一

番高い』若い元気なまち。

平成27(2015)年、まちの誕生以来、65

年間増加していた人口が減少局面に転じ、

新たなまちの活性化の取組みが必要と

なっています。

まちの今とその特性

面積：２２．６１ｋ㎡ 人 口 密 度 ：１，４９０人／㎢
人口：３３，６９０人 年少人口割合：１６．４％
世帯：１２，０９２世帯 老年人口割合：２４．５％

出典：RESAS 人口マップ（2020年10月5日取得）
平成27年国勢調査

人口減少に歯止めをかけるためには



出典：RESAS まちづくりマップ（2020年10月5日取得）

近隣市町と比べ突出して低い。

＝ 平日は通勤・通学で町外へ出て

いる人が多い。

② 太子町の滞在人口(休日)

休日も約６，０００人(22%)が

町外へ出ています。

＝ 15歳以上を対象とした統計な

ので、親子連れも含めもっと多

くの人が出ている可能性が大。

① 昼夜間人口比率の比較

太子町 82.26%

相生市 98.99%

赤穂市 95.97%

宍粟市 93.68%

たつの市 96.24%

上郡町 96.18%

佐用町 100.17%

まちでの暮らし（人の動き）

休日はまちで楽しく過ごしてもらい、
笑顔とにぎわいのあふれたまちに ！！



2015

７５１億円
６５７億円
ｰ９５億円

太子町

まちの人の全体消費額に対し、町

内での消費額が他市町と比較し

てとても少ない、まちの人の町外

での消費が多い現状が分かりま

す。

平日の町外での支出はある程度

は仕方ありませんが、休日は町内

で買い物や食事などを楽しんで

もらい、地域内経済を活性化させ

たい。

まちでの暮らし（経済活動） まちのお店の魅力アップと、
お店を知ってもらう取組を！！

太子町の地域内収支はマイナス

出典：RESAS 地域経済循環マップ（2020年10月5日取得）



出典：RESAS 観光マップ（2020年10月5日取得）

まちの観光名所：斑鳩寺
ランク外

聖徳太子ゆかりの史跡など歴

史遺産はあるものの、観光客数

は兵庫県下ワースト２位。一番の

観光スポットの斑鳩寺もほとん

どが地元参拝客です。

町内には大きな宿泊施設も道の

駅もない小さなまちであり、観光

客増加から住んでいる人が楽し

めるまち、関係人口増加へのシ

フト転換が必要です。

西播磨地域の目的地検索を比較

兵庫県観光動態調査（令和元年度）

まちの観光（魅力アップの目的）

目的地の上位40位以内に太子町の施設がない

観光客の獲得をめざすのではなく、
いま住んでいる人が楽しいまちにしよう ！！

楽しいまちには将来的には人(人口)が集まるはず



【RESＡSデータから得たまちづくりの課題】

観光客がほとんどないベッドタウン。
文字どおりの寝るためだけのまちになってしまう。

【RESＡSデータから得たまちづくりの目標】

愛着と誇りを育て、休みの日をまちで楽しんでもらう。
⇒ 休みの日の昼夜間人口を伸ばすことを数値目標に

（2020年:82.26％ ⇒ 2030年：９5％）
⇒ 聖徳太子とのゆかりをみんなに知ってもらう

（認知度目標９０％、2023年の総合計画住民アンケート）

そうだ！！2022年は聖徳太子没後1400年、
まちを楽しくするメンバーを集め、新しく楽しいまちづくりを始めよう！！！

聖徳太子1400年プロジェクト始動



どうやって町を盛り上げる？

聖徳太子が町を愛する人を協議会に招待しました。

まちの魅力を発信して、取り組みを
知ってもらうのはどう？

子どもたちにまちのことを伝えるべき。

お店にも参加してもらえばええやん。

可愛らしいPR大使がおったらなぁ。

まちの未来に繋げたいわ。

このまちのシンボルは斑鳩寺。
まずはそこから盛り上げるべきやろ。

みんなで頑張ろう！

最初のメンバーは、自然と集まったまち
を愛する若い世代。

町内の関係団体に呼びかけ、推進協
議会を設立。

聖徳太子の教えを大切にし、17条の
憲法をオマージュした17条の規約を
作り、活動スタート。

名誉会長は「聖徳太子」。

“和を以て貴しとなす”を胸に、みんな
でアイデアを出し合い、みんなでまちを
盛り上げる。

【聖徳太子1400年プロジェクトのルール】

みんなで考え、みんなで取り組む。

○○○ × 聖徳太子



約35年前（昭和60年当時の太子会式）

斑鳩寺の太子会式(お祭り)

は、まちが一つになる一大イ
ベントであった。

町中の人がお寺に集まる年
に一度のまちの楽しみ。小学
校も休みになるほど。

今では、娯楽の多様化から、
お祭りに訪れる人は減り、高
齢者が多いのが現状。参道
の屋台もほとんどない。

若い世代を斑鳩寺に呼び込
もう！！

斑鳩寺の賑わいを取り戻す 若い世代 × 聖徳太子
斑鳩寺と祭りの力で地域をつなげる



若い世代にイベントを仕掛ける 若い世代 × 聖徳太子
高校生や子育て世代をターゲットとして

境内に集めたのは、おしゃ

れなハンドメイド雑貨と

キッチンカー。高校生のコ

ンサートや着物の着付け体

験なども開催。お寺に縁がな

かった人も、イベントを通して

縁ができた。お寺で様々なイ

ベントを開催することで、多く

の人が集い、交流の場に！！



若い世代にイベントを仕掛ける 若い世代 × 聖徳太子
高校生や子育て世代をターゲットとして



まちの魅力でみんなをつなげる！ まちの魅力 × 聖徳太子

まちの魅力を詰め込んだストラップを製作、みんなで着用して、

まちの魅力をPR！

全国シティセールスデザインコンテスト大賞も受賞。

役場はもちろん、町内の企業や金融機関、団体もこのストラップ

を着けている。デザインもフリー素材として公開。

ストラップの中心にも聖徳太子！！



子どもたちのまちへの愛着を醸成！

小学校で、町のいいところや聖徳太子
を知ってもらう授業を行っている。

小学校５年生の「聖徳太子のまち」の
認知度は、一年目はたったの３０％

であったが、三年目には９０％に！

進学や就職を考えるとき、「ふるさとに
住みたい」と思えるよう、まちを誇りに思
い、愛着を持ってもらう取組。

子どもの頃の記憶は一生の宝物。
子どもたちにたくさんの宝物をプレゼン
トしたい。

子ども × 聖徳太子

毎年、子どもたちからアイデアと
お礼状が届いています。

子どもの頃の記憶は一生の宝物！！



作品づくりでプロジェクトに参加 子ども × 聖徳太子
記憶に残るビッグアート、現在5枚製作。

3.6m×3.6mの白布に、まち
の魅力を指で描くビッグアー
ト。 親子で彩るまちの思い出。



作品づくりでプロジェクトに参加

大迫力の作品は、見る人の記憶にも残る。いろいろなイベントともコラボ。

子ども × 聖徳太子記憶に残るビッグアート、現在5枚製作。



聖徳太子の伝説をモチーフとしたゆるキャラ『ぼう

じぃ』を製作、PR大使に。デザインも名前もみんな

で作った。楽しいプロジェクトで気軽に参加してもら

おう。聖徳太子や町の歴史などのお固いイメージを和

らげ、親しみのある活動に！今では郵便ポストにも。

まちの魅力 × 聖徳太子子ども × 聖徳太子子ども × 聖徳太子ゆるキャラ × 聖徳太子プロジェクトPR大使の誕生！
ゆる キャラをプロジェクトの入り口に
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Ｇ
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新型コロナで落ち込む飲食店。

こんな時こそ、みんなが一つ

になろうとメンバーがお店に

働きかけ、テイクアウト情報

をまとめたチラシを発行。

助け合いの「輪」でお店を支

援し、まちの美味しいでコロ

ナに打ち勝つ！

「新型コロナウイルス」で飲食店がピンチ！！
お店 × 聖徳太子輪の力と心でコロナに打ち勝つ！

3日間で企画立案からお店回り、チラシ作成まで仕上げる。 1400年プロジェクトでできた 輪 の力。



企業 × 聖徳太子企業協働のまちづくりの新たな一歩！
「レジ横ぼうじぃ」でお店とまちのPRを

３Dプリンタで製作した真っ白な「ぼうじぃ」を企業・お店に配布。
お店のカラーやコンセプトに合わせて塗られた、色とりどりの「ぼうじぃ」が各
店舗等レジ横に並ぶ。
現在、40体以上のかわいい「ぼうじぃ」がまちに生まれている。
「レジ横ぼうじぃ巡り」をしている親子もちらほら。



まちのメイン道路を中心にたくさん立ち
並ぶお店の中に「まちPRブース」を設
置（2021年3月）。

企業 × 聖徳太子企業の力でまちをPR！
「まちPRブース」で聖徳太子がお出迎え

フラッとまちを訪れた
人を、企業と協働して、
まちづくりに参加する
関係人口に加えていく
取組。
現在、11店舗にまち
PRブースを設置。
(ユニクロ店内へのま
ちづくりブース設置は
全国初とのこと）。

ユニクロ太子店内

買い物や食事に便利なまちを実感できる
歩道橋の上はインスタ映えスポット



聖徳太子1400年Instagram 【2021年 4月開設】

プロジェクトメンバーみんなで運営し、まちのいい
ところをたくさん発信中。
わずか半年でフォロワー数1,000人突破！
プロジェクトの共有で、笑顔をつなぐ仲間を募集。

大きくなった輪、太くなった絆

斑鳩寺
連合自治会 太子町

観光協会
太子高校

福祉施設

住民団体

文化協会

小学校

中学校

コーラスグループ

奈良県

兵庫県

企業

商工会

お店

郵便局

ボランティア

まちを愛する人が集まり、
6団体からスタート。
今ではまちの外に住んでい
る人も加わり、たくさんの
メンバーで活動中！！

（関係人口の増加）

大阪府

「活動を共有する」すると、仲間と笑顔が増えた



My town is...
【プロジェクトの次のステップ ～現在進行形～ 】

一人一人が「 私のまち 」を語れるように

【 My town is... フォトコンテスト 】 【 My town is... 動画・スピーチコンテスト 】

まちの好きな場所を写真で紹介、共有 まちの好きなところを動画とスピーチで紹介、共有

プロカメラマンによる
カメラ撮影講座を開催

お笑い芸人による
スピーチ講座の開催
（地域出身：ぜんじろう）
1400年プロジェクト公式芸人

2021年12月12日
第3回開催予定
COMING SOON



2022年でゴールを迎える聖徳太子1400年プロジェクト。

まちを知ってもらうことを通じて、まちを愛する人がたくさん生まれ、

その人たちがつながってきています。

このプロジェクトの終わりが新しいプロジェクトの始まり。

聖徳太子没後1500年に向けて、SDGs をキーワードとしたプロジェク

トをまち全体で推進していきます。

聖徳太子1400年プロジェクト

和のまち SDGs プロジェクト
17の持続可能なまちづくりの目標

17条の聖徳太子の教え

100年後の聖徳太子没後1500年に向けて

持続可能なまちづくり SDGs へ

パートナーシップで未来を創ります
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