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和歴 ⻄暦 内容 橿原市の歴史など
平成13年度 2001年度 活動スタート ⼋⽊の問題点 「今井まちや館」が開館 市⺠憲章・市歌

「虹染めて」を制定
NPOの前⾝⼋⽊札の辻の町並みを考える会発⾜（12/11）
町並み調査スタート（3/3）建物形式調査

平成14年度 2002年度 ⼩出さん講演 おおくぼまちづくり館開設

⼋⽊札の辻界隈講演会開催（３回）
JR畝傍駅貴賓室⾒学会（2/27）
⼩出和郎「⼋⽊の町並み」講演会（⼋⽊地区公⺠館）（12/3）

平成15年度 2003年度 町家実測本格化 畝傍駅問題懇談会
シンポジウム「⼋⽊この町の未来」開催
町並み調査（町家実測と連続⽴⾯図作成）（〜現在）
平井良朋天理⼤学名誉教授「⼋⽊の昔むかし１、２」講演会（ 7/12、19）
JR畝傍駅の⾒学会（JR⻄⽇本及び橿原市の協⼒）（９/20）
第26回全国町並みゼミ今井⼤会分科会「近代建築物の保存とまちづくり」（9/19〜
JIAまちづくりシンポジウムin奈良「⼋⽊ この町の未来-JR畝傍駅と札の辻を考え
る-」（ 11/22）
JR畝傍駅貴賓室調査（2/27）
JR畝傍駅の活⽤を考える懇談会（橿原市）に参加（〜2004年度）
奈良まちづくり地域貢献活動基⾦助成事業受託（〜2005年度）

平成16年度 2004年度 畝傍駅提⾔書 関空⾏きリムジンバス アルル（イオン
モール橿原）開業

講演会「おかげ参り（伊勢参り）と⼋⽊の町」講師：⾕⼭正道天理⼤学教授（
愛宕祭で「⼋⽊の町並み」の紹介（8/23〜25）
建築⼠会全国⼤会（和歌⼭市）参加「⼋⽊札の辻の町並みを考える会」の活動を紹
介（10/21〜22）
滋賀県彦根・⻑浜における住⺠主体のまちづくりについて視察（ 10/30）
JR畝傍駅駅舎の活⽤について提⾔書を橿原市⻑に提出（1/24）
旧六⼗⼋銀⾏⼋⽊⽀店の実測調査
橿原市都市再⽣まちづくりパートナー検討会（橿原市）に参加

平成17年度 2005年度 まちおこしフェスタ 登録調査 晩成⼩学習 計画道路 ⼤和三⼭国の名勝 JR福知⼭線脱線事故
050425

まちづくり意⾒交換会（9/12）
ＮＰＯ設⽴総会（6/19）
ＮＰＯ法⼈化（17年10⽉に法⼈格取得）（発⾜メンバーメンバー 河合⼭⼝樫本⽶
村好川林新崎榎本・・・）
⼋⽊まちおこしフェスタIN⼋⽊（11/20）
活動報告書
旧六⼗⼋銀⾏⼋⽊⽀店の国登録⽂化財への⽀援
調査成果を踏まえて、まちづくりの提⾔書を作成
晩成⼩学校教員勉強会 福島家・北河合家・接待場跡⾒学
なら安全安⼼住まい・まちづくり協議会/まちづくり活動推進部会との意⾒交換会
JR畝傍駅貴賓室保存活⽤に向けて実測調査、耐震診断の検討
⼋⽊⾳頭の復活に向け勉強会
晩成⼩学校の総合的学習において、⼋⽊のまちなみマップ制作等の指導
地区内の狭隘道路及び都市計画道路の調査及び⾒直し検討

平成18年度 2006年度 ⼋⽊まちづくり協議会 マップ作製 まちづくりフェスタ  「⾶⿃・藤原の宮都とその関連資産群」が
世界⽂化遺産暫定⼀覧表へ追加登載

⼋⽊まちづくり協議会総会（9/3）
奈良県まちづくりモデルプロジェクト事業（〜2018）
橿原市⻑へ「JR畝傍駅は建物の改修だけでなく前の広場を含めて構想をたてるべ
く」意⾒提⾔
⼋⽊まちおこしフェスタIN⼋⽊（11/19）
晩成⼩学校６年学習会 ⻄の平⽥家と半九旅館の⾒学（2/15、2/26）
JICA（独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構）研修受け⼊れ（8/9〜18）
⼋⽊まち歩き及びシンポジウム（10/24）
⾕三⼭遺稿調査、⼋⽊出⾝の絵師岡本桃⾥の⾜跡調査、前部重厚資料研究・調査
旧六⼗⼋銀⾏の登録有形⽂化財登録（橿原市第⼀号）
⻄国三⼗三所名所図会を閲覧
⼤和⼋⽊ガイドマップ作成

平成19年度 2007年度 ⼋⽊まちづくり検討 JICA ⾵景街道・案内板設置 景観計画・景観条例を施⾏ ⼋⽊駅南整備
⼯事が完成 11⽉森下市⻑就任

晩成⼩学校6年⽣「⼋⽊の町屋・旅籠の⾒学会」河合源七郎家、旧旅籠東の平⽥家⾒
学案内（6/22）
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和歴 ⻄暦 内容 橿原市の歴史など
⼋⽊まちづくり協議会による検討会（6/24〜2/24）
JICA（独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構）研修受け⼊れ（8/9〜18）
なら・まちづくりコンシェルジュと意⾒交換（8/30）
半九旅館⾒学会（10/6）
⼋⽊地区第3班個別検討会（10/7 橿原市⼋⽊まちづくり協議会）
東の平⽥家 建物・⽂献･美術品調査（11/9、1/21）
⼋⽊まちおこしフェスタｉｎ⼋⽊（JR畝傍駅貴賓室公開、晩成⼩学校の絵画作品
展、国際協⼒機構（JICA）研修の展⽰等（11/11）
ふるさと奈良景観シンポジューム （県⾵致保全課）参加（2/15）
町家を活かしたまちづくりフォーラム （県住宅課）参加（3/9）
伊勢街道交流フォーラム（⾵景街道「伊勢街道」連絡協議会）参加（3/16）
国交省⽇本⾵景街道「⽇本⽂化のクロスロード」として参加
⼋⽊出⾝の絵師岡本桃⾥の調査（⻑⾕寺の本堂絵⾺など）
⼋⽊の町家 耐震診断と耐震改修への協⼒
⽇本⾵景街道「⽇本⽂化のクロスロード〜横⼤路・下つ道〜」として参加（〜現
橿原市景観形成建築物の調査等協⼒
畝傍⾼校前の連続住宅実測調査
⼋⽊の古⽂書調査
札の辻・せんたい場跡に案内板設置（国交省⾵景街道）
⼤和⼋⽊ガイドマップ増刷・英語版作成

平成20年度 2008年度 河合家、河合源七郎家登録へ 東の平⽥家調査へ 案内板２ HP
藤原京といにしえの街道（⼤阪・奈良歴史街道リレーウォーク）参加（10/26）
奈良県景観調和デザイン賞・景観シンポジウム（奈良県建築⼠会）参加（11/15）
⽇本⾵景街道 紀伊半島三県交流会参加（2/5）
晩成⼩学校６年⽣「⼋⽊のまちの歴史教室」⻄の平⽥家、半九旅館⾒学（6/5）
⼤阪・奈良「歴史街道」講演会（和⽥ 萃⽒）参加（9/14）
河合鋭治家、河合源七郎家の国登録⽂化財申請（11⽉）
⾼取⼟佐地区ひなめぐり交流会（3/14）
ふるさと奈良景観シンポジウム（奈良県⾵致景観課 ）参加
⾵景街道の紀伊半島三県交流会（尾鷲市）参加
東の平⽥家の建物・⽂献･美術品調査、報告書作成（買取要望 橿原市⻑へ）
町家を活かしたまちづくりフォーラム（県住宅課）参加
東の平⽥家痕跡調査・復元図の作成
伊勢街道交流フォーラム（⾵景街道「伊勢街道」連絡協議会）参加
半九旅館実測調査
街道ウオーキング 横⼤路・下ツ道 各市に駅周辺の整備を呼びかける会合参加
奈良県建築⼠会⼥性委員会 ⼋⽊の茶室の調査協⼒
「歴史的環境を活かしたまちづくり」視察（⻑浜、彦根）
奈良県近代和⾵建築調査協⼒（〜2010）
遷都1300年県⺠活動⽀援事業参加（〜2010）
下ツ道と横⼤路沿いの公園に「⼋⽊まちなみ案内板」設置（国交省「⾵景街道」の
業務委託）
⼋⽊ネット正式HP開設（〜2015）

平成21年度 2009年度 空き家バンク 万葉まほろば線

丹波成松愛宕祭交流会（4/10⽇成松、4/29⼋⽊）（国交省モデルスタディ事業）
河合家住宅 国の登録⽂化財に決定（6/19登録）
愛宕祭の活性化にむけた事業(⽴⼭作り⽀援)（8/23〜25）
横⼤路ウオーク参加（9、10、11⽉）
札の辻旅籠建築でのNPO活動（９〜３⽉）
⽵ノ内街道まち歩き参加（11/1）
河合源七郎家住宅 国の登録⽂化財に決定（11/2登録）
晩成⼩学校６年歴史学習会「⼋⽊の鉄道史」（11/13）
シンポジウム「祭のあるまちづくり」開催（1/23）
⾵景街道三県交流会（⼤和⾼⽥）参加（2/27）
⼤和・町家空き家バンクネットワーク協議会参加（〜現在）
札の辻の旅籠建築（東の平⽥家）の活⽤計画（橿原市⽂化財課）
古道沿線の歴史遺産研究及び⽥原本、⾼⽥寺内町との交流（国交省⾵景街道事業）
住まい・まちづくり担い⼿事業受託（国交省、〜2011）

平成22年度 2010年度 平⽥家指定 遷都1300 祭とまちづくり（関⼤） ⽴⼭ 新聞 平城遷都1300年祭 東⽇本⼤震災110311

祭のあるまちづくり（⽇野祭）を⾒学⾒学（5/3）
東の平⽥家（旧旅籠）橿原市指定⽂化財に決定（6/25指定）

許可なき転載・転⽤は禁⽌です。連絡先: https://www.ssl-on.com/sslform/kazabito_ask.php
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和歴 ⻄暦 内容 橿原市の歴史など
まちづくり新聞NO.1「⼋⽊ ゆったり散歩 ⼭⽥耕筰と岸の⽵酒造」発⾏（7/25）
愛宕祭⽀援 関⼤チームによる⽴⼭作り（8/23〜25）（〜現在）
祭のあるまちづくり（成松の愛宕祭）を⾒学⾒学（5/3）
愛宕祭の活性化にむけた事業(⽴⼭作り⽀援)（8/23〜25）
遷都1300年祭「 歴史の道を歩く」横⼤路ウォーク(9/19、10/16）
まちづくり新聞NO.2「魅⼒たっぷり愛宕祭 愛宕帳 ⽴⼭マップ」発⾏（10/1）
空き家調査と町並みや町家⾒学のモニターツアー（社会実験）（10/26、11/21）
祭りとまちなみ講演会1 増井正哉「祭のあるまちづくり」(11/7）
遷都1300年祭 平城京にちなんだ貼り絵作品展、 朝市、古代⾐装撮影会
祭とまちなみ講演会2 ⼩林郁雄「歴史的な路地のまちづくり」(11/21）
遷都1300年祭 ⼋⽊歴史講演会 ⾕⼭正道「幕末の⼤和と⾕三⼭」(11/28)
シンポジウム「祭りとまちづくり」(関⻄⼤学)(1/14）
まちづくり新聞NO.3「⽷ぐるまは回る」発⾏（1/1）
まちづくり新聞NO.4「幕末の⼤和と⾕三⼭」発⾏（2/21）
１/４００⼋⽊地域模型作成(協⼒：関⻄⼤学)
⾕家資料調査協⼒（〜2014）
晩成⼩の歴史学習⽀援
奈良県⽴畝傍⾼校 国登録⽂化財調査（〜2012）
歴史的建造物調査「町家カルテ」作成（奈良県建築⼠会）
NPO法⼈⼤和⼋⽊まち創り会認証

平成23年度 2011年度 平⽥家着⼯ ⽂書調査 はならあと 町家活⽤提案 かしはらナビプラザ オープン

東の平⽥家⽂献調査開始（〜2014）
東の平⽥家（旧旅籠）改修⼯事着⼯・竣⼯
晩成⼩学校の歴史学習⽀援  町歩きとアートコラボ（10/11）
まちづくり新聞NO.5「JR畝傍駅のもうひとつの顔」発⾏（7/21）
奈良県建築⼠会「⼤和の茶室 探訪」協⼒（7/29）
愛宕祭の活性化にむけた事業(⽴⼭作り⽀援)（8/23〜25）
奈良・町家の芸術祭HANARART ⼋⽊（10/8〜16)
⼋⽊のなまこ壁調査協⼒（10/28）
⽇本⾵景街道 増井正哉講演会「⼋⽊札の辻の⾒⽅、楽しみ⽅、活かし⽅」
⼤和信⽤⾦庫で⼋⽊まちづくり新聞の展⽰（11/17）
景観課との協議、橿原市景観シンポジウム（11/27）
歴史的建造物の保全・活⽤策提案（⽂化庁・奈良県建築⼠会、3/10発表会）

平成24年度 2012年度 交流館開館 畝⾼登録 空き家バンク ⼋⽊札の辻交流館開館120714 こども園開
園 観光PRキャラクターさららちゃん

⽇本⾵景街道 ⾺場基講演会「横⼤路と下つ道の交差点の向こう側」（2/24）
⽇本最古の官道 ⽵内街道マップ完成（6⽉）
東の平⽥家（旧旅籠）、⼋⽊札の辻交流館として開館（7/14）、資料協⼒
奈良県⽴畝傍⾼校 国の登録⽂化財に決定（8/13登録）
愛宕祭の活性化にむけた事業(⽴⼭作り⽀援)（8/23〜25）
東の平⽥家⽂書調査スタート（〜2015）
まちづくり新聞NO.6「畝傍⾼校校舎が登録⽂化財に」発⾏（10/30）
奈良・町家の芸術祭HANARART こあ・もあ ⼋⽊札の辻（11/1〜11/11）
⼤和信⽤⾦庫創⽴６０周年 まちづくり新聞などの展⽰（11/22）
⾕⼭正道講演会「⼤和古道と⼋⽊札の辻の歴史」（3/10 マイグレーション研究
なら・まちづくりセミナー2012「まちづくりの担い⼿と効果的な運営・取組⼿法」
講師：藻⾕浩介（3/20））
⼋⽊町M家写真資料調査
奈良県近代化遺産調査協⼒（〜2013）
⼤和・町家バンクネットワークに参画（〜現在）

平成25年度 2013年度 エリマネwacca ⼋⽊今井コンビマップ
「古⺠家でしっくい塗りに挑戦！IN 南⼋⽊町」（7/20）
愛宕祭の活性化にむけた事業(⽴⼭作り⽀援)（8/23〜25）
奈良・町家の芸術祭HANARART ⼋⽊札の辻エリア（9/20〜29）
⼋⽊灯⽕会（9/20）
晩成⼩の学習⽀援 ⼋⽊札の辻交流館にて（１/１７）
講演会「⼋⽊札の辻のにぎわい今昔」（3/8）
森下恵介講演会「⼋⽊の町を⾏き交う⼈々 中街道を中⼼に」（3/16）
⼋⽊・今井観光コンビマップ作成協⼒
⽉刊区画整理「町の変貌を追って」（街づくり区画整理協会）

平成26年度 2014年度 エリマネ 道路拡幅と春⽇神社 橿原市博物館オープン

晩成⼩学校６年の町探検学習⽀援（2/17）

許可なき転載・転⽤は禁⽌です。連絡先: https://www.ssl-on.com/sslform/kazabito_ask.php
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和歴 ⻄暦 内容 橿原市の歴史など
町家活⽤ ⽀援 南⼋⽊はる、ギャラリーwacca
古地図づくり 春⽇神社（10/6、1/15）
歴史再発⾒ワークショップ「⼋⽊これから、ワークショップ」（11−1⽉）
ギャラリーwacca漆喰壁塗り（2/8 奈良県エリアマネジメント事業）
桜井エリマネフォーラム参加（2/22）
近畿⾵景街道フェスタ 2014 道の駅「ガレリアかめおか」参加（3/7）
愛宕祭の活性化にむけた事業(⽴⼭作り⽀援)（8/23〜25）
Nanto Monthly ReportNPO2014.9だよりに掲載「⼋⽊札の辻」の景観づくりから
「JR畝傍駅駅舎」の復元・活⽤へ
図書館劇場 ⾕⼭正道講演会「⾕三⼭とその周辺」（9/28 奈良県⽴創造館）
⼋⽊春⽇神社・延命院の調査（奈良県⽂化財建造物専⾨家スキルアップ講習会
奈良・町家の芸術祭HANARART ぷらす ⼋⽊札の辻（11/22〜11/24）
「壁塗り体験IN 南⼋⽊町」（2/8）
南⼋⽊地域交流施設waccaオープン（3/5）
岡本桃⾥と⼭稜図調査
東の平⽥家（旧旅籠）歴史資料調査⽬録完成

平成27年度 2015年度 JR畝傍駅再び 岡本家登録 空き家活⽤ 奈良県⽴医科⼤学と「包括的な連携協⼒に
関する協定」 第3期森下市制

愛宕祭の活性化にむけた事業(⽴⼭作り⽀援)（8/23〜25）
奈良・町家の芸術祭HANARART こあ ⼋⽊札の辻（10/24〜11/3）
JR畝傍駅の調査（奈良県⽂化財建造物専⾨家スキルアップ講習会 11/13）
岡本家住宅 国登録⽂化財調査
空き家活⽤⽀援（奈良県エリアマネジメント事業）

平成28年度 2016年度 ゲストハウス笑顔起業⽀援 ⼋⽊國分寺開帳
市制60周年 奈良県と橿原市「橿原市⼤和
⼋⽊駅周辺地区のまちづくりに関する基本
協定」を締結161212

愛宕祭の活性化にむけた事業(⽴⼭作り⽀援)（8/23〜25）
岡本家国登録有形⽂化財答申記念講演会「奈良県の近代和⾵建築」講師：⽮ヶ崎善
太郎京都⼯芸繊維⼤学准教授（10/15）

橿原市大和八木駅周辺地区まちづくり基本構
想

奈良・町家の芸術祭HANARART あらうんど ⼋⽊札の辻(11/1〜11/ 6)
⼤和國分寺⼗⼀⾯観⾳公開⽀援 講師：神⽥雅章（12/11）
ゲストハウス笑顔開業⽀援

平成29年度 2017年度 空き家調査 ⾕三⼭没後150年
『1400年に渡る悠久の歴史を伝える「最古
の国道」〜⽵内街道・横⼤路（⼤道）〜』
⽇本遺産に認定 カンディオホテル橿原開

⽵内街道・横⼤路（⼤道）が⽇本遺産に認定
橿原市空き家調査(的場邸関⼤調査)に協⼒
愛宕祭の活性化にむけた事業(⽴⼭作り⽀援)（8/23〜25）
奈良・町家の芸術祭HANARART はならぁと ぷらす  橿原エリア（⼋⽊札の辻ゾー
ン＆今井町ゾーン）(10/27〜11/5)
⼤和國分寺⼗⼀⾯観⾳公開⽀援（11/28）
⾕三⼭没後150年記念事業⽀援（⾕⼭正道講演会、シンポジウム、まち歩き、展⽰）
（12/3)
⼤⽴⼭まつり

平成30年度 2018年度 空き家活⽤ 景観団体に
景観まちづくり市⺠団体認定登録 大和八木駅周辺地区のまちづくりに関する基

本計画の策定

はるチャレンジショップ・南⼋⽊地域交流施設wacca活⽤⽀援 新本庁舎建設基本計画（案）策定

登録⽂化財岡本家住宅裏庭の活⽤⽀援（ゲストハウス笑顔主催「笑顔の会」5/26） 『フォルトゥナの瞳』橿原市でもロケ

愛宕祭の活性化にむけた事業(⽴⼭作り⽀援)（8/23〜25）
奈良・町家の芸術祭HANARART はならぁと 橿原（⼋⽊）(10/5〜14)
橿原市移住セミナー"橿原で暮らそうよ"ゲストスピーチ協⼒（10/28）
畝⾼前空き家⽀援（橿原市住宅政策課、関⻄⼤学、畝⾼と）オープンファクトリー
(12/1-2)
⼤⽴⼭まつり参加⽀援（1/26、27）
「⼤和⼋⽊駅周辺地区まちづくりに関する基本計画」説明会（2/26）
wacca 奈良芸術短⼤ 靴下素材を使った企画作品展（3/1-3/3）
JRに畝傍駅を考える会（3/24〜）

令和元年度 2019年度 畝傍駅周辺整備等、景観まちづくりを考える ⻲⽥忠彦新市⻑誕⽣（10/27）

はるチャレンジショップ・南⼋⽊地域交流施設wacca活⽤⽀援
畝⾼前的場邸活⽤⽀援、畝傍⾼校・関⻄⼤学とともに
愛宕祭の活性化にむけた事業(⽴⼭作り⽀援)（8/3⽴⼭講評会、8/23〜25）
JR畝傍駅活性化検討ワークショップ+貴賓室の⾒学会（8/24、9/29）
奈良・町家の芸術祭HANARARTはならぁとぷらす（9/27-29、10/4-6）
登録⽂化財岡本家住宅裏庭の活⽤⽀援（⾥道に公共下⽔）
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和歴 ⻄暦 内容 橿原市の歴史など
奈良テレビ「ゆうドキッ！」「奈良をつくった偉⼈ ⾕三⼭」撮影協⼒（12/18放
景観まちづくり講演会「橿原が⽣んだ偉⼈ ⾕三⼭と⽯河正⻯」、パネル展、⼋⽊
ウォークイベント（1/19）
⼤⽴⼭まつり参加⽀援（1/25、26）
春⽇神社道路拡幅に関しての⽀援

令和2年度 2020年度 新型コロナ疫禍、NPO事務所引っ越し（書⾯表決総会）
NPO事務所、南⼋⽊waccaへ引っ越し（5/30）
登録⽂化財岡本家住宅裏庭の活⽤⽀援
JR畝傍駅の駅舎及び駅周辺の活⽤に関するサウンディング調査参加（8⽉）
旧⻄村家住宅解体・復原調査（橿原市⽂化財課、今井整備事務所、奈良県建築⼠会
協働調査）（10/7-8）
東の平⽥家⽂書公開計画
景観まちづくり講演会・まち歩き・展⽰（橿原市緑化景観課協賛）（延期）
橿原市JR⻄⽇本に対して、令和3年3⽉31⽇としていた無償譲渡に関する回答期限の
延期をお願い（3/1）

令和3年度 2021年度 コロナ疫禍Ⅱ、ウクライナ侵攻
登録⽂化財岡本家住宅裏庭の活⽤⽀援
JR畝傍駅の駅舎及び駅周辺の活⽤に関するサウンディング調査参加（8⽉）
旧⻄村家住宅報告書（8⽉）
登録⽂化財河合源七郎家の活⽤⽀援 句誌「かつらぎ」旧発⾏所
奈良・町家の芸術祭HANARARTはならぁとぷらす（10⽉）
事業者募集を⾒送る⽅針 歴史ある畝傍駅舎活⽤で橿原市（12/11）
景観まちづくり講演会・まち歩き（橿原市緑化景観課協賛）（3/13）
⼋⽊町近世・近代古⽂書展（3/11-13）

令和4年度 2022年度 東京五輪 withコロナ
⼋⽊の役場はどこだった論争
畝傍駅⾳楽マルシェ（5/8、10/30）
畝傍駅舎の保全活⽤を考える会（6/5、7/17、9/4）
JR畝傍駅舎の保全活⽤を進める会設⽴（10/16）
「⾕三⼭ 師の師たる⼈」出版
安本⻲⼋「⽣き⼈形」調査協⼒（群⾺県⽴⼤学塩澤寛樹、橿原市⽂化財課、⾕⼭正
⼋⽊で開業希望のカレー屋 空き家探し⽀援
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