
資料

54 



上沢通 1丁目公圏づくり-

E-f-』皇室m一回数 1 

兵庫区上沢通り 12/8~12/11 

2 1丁目上一公園 5回 l 

H12年4月頃

利用者の二一ズに合わせるため

高低差が、 1mほど有りどう処理するか工夫を迫られた。

参加者の一人が、独断で地元の小学校へ話を持ち込み、第2回目終了頃に意見があった。

流れ

第l回 H12/8/4 19. 00~2 1 .00 ねらい公園のイメージづくり

元あった公園のここが嫌い、ここが好き。

新しい公園は、どんな公園にしたいか(発言方式で、模造紙に記録)。

第2回 H 1 2/8/9 1 9 • 00~2 1 • 00 ねらい イメージの具体化

模型づくりで、イメージの確認(前回の内容を、置き絵で)。

高低差の処理をどうするかを考える。

第3回 H 1 2/8/1 5 1 9 • 00~2 1 • 00 ねらい遊具の具体化

小学校の意見なども取り入れ、 複合遊具と築山について検討 (結論持ち超し)

既存の樹木の処理、 2本残すことに決定

第4回 H 1 2/10/6 1 9 • 00~2 1 • 00 ねらい全体の具体化

遊具の決定内容など市内の事例を元に、築山のいいところと悪いところを出し合った。

結果，高低差を利用して高さを押さえた、陰の少ない見通しを確保した築山に。

第5回 H 1 2/1 117 1 9 • 00~2 1 • 00 ねうい計画案の決定

内容など立体模型とパースを2案提示し、検討、計画案を決定。

工夫

平面模型の活用。 計画案を自ら手を動かして作る。

押し付けでないことを理解してもうう。お薦め度。

課題・トラブル

築山か複合遊具かの調整がつかなかった。

市内の事例を収集、写真で検討。築山のある公園が少なく、全市を上沢公園シリーズで築

山は上公園のみ(主催者の判断)。

今回のワークショッブで良かったことは熱心に作業をしていくうちにだんだん我が事とし

て自覚していただいたようで、参加者の合意を得て公園が実現した事。悪かったことは参加

者が少なく、住民全体も合意と言えるかという事。プログラムは満足している。個性を持つ

というて点で築山の存在は大きし1。参加者の意見が成果に十分反映されたと思う。
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かねてから検討部会が要望していた公園内の集会所が平成16年度にできるととになった

事を受け、集会所と公園の基本フランを検討部会の方々や地域住民と共に考えていく。

流れ

第1回 H 1 3/6/1 7 9 : 30~ 1 1 : 30 タイトル こん芯公園、集会所がほしい 1

ねらい 公園の機能や役割を考える。現地の確認。屋外寸法を体験(面積当てゲーム)。

公園、集会所でしたいとと、ほしいもの。

第2回 H 13/フ/15 9 : 45~ 1 1 : 45 タイ判レ・公園のソー二ングを考えよう

ねらい レベル差の活用に関する討議。参加者の意向の再確認 。公園のゾ一二ング

第3回 H 1 3/8/25 1 0 : OO~ 1 2 : 00 タイトルー公園の模型を作ってみよう

ねらい 模型を使って案の絞込み。模型作り。公園の要点、課題点を整理。

第4回 H 1 3/9/1 6 10 : OO~ 1 2 : 00 タイトjレ公園のプランを考えよう

ねらい 意見交換をし、案の決定をする。公園案の決定。まちと公園のつながりを考える。

第5回 H 1 3/10/21 10: OO~ 12 : 00 タイトル 集会所のプランを考えよう

ねらい・公園の基本的な造成決定。道路側のまちとの関係を検討。まちと公園のつながり

を考える集会所に必要なものを考える。

工夫

検討部会に毎ws後、その報告をする。(検討部会が主体であることを周知させるため)~

茶、菓子を出す。(参加者をなごませるため) ~

前回のおさういをしっかりする。 (合意の確認) ~

課題

発表用資料の作り方。言葉を少なく、絵で見せるようにしたい。意見のまとめ方を正確にす

る。模型を丈夫にする(子どもは扱いが荒いから)。費用と人手もっと欲しい。予算を増やす。
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当初は公園につながる緑地帯での計画づくりであったが、プロセスデザイン プログラムデ

ザインの検討の中で、子どもたちの興昧があるであろう公園を中心としたワークショッブと

なった。3年生lこは5クラスあり、 3組に分けて同じプログラムのワークショップを行った。

流れ

第 1回 H 1 4/6/20 9: OO~ 1 2 : 1 5 公園って何つ

ねうい公園や緑地について考えたり実際に見たりして、共通の認識を得る公園で楽し

かったことを教え合おう-公園にこんな物があった一公園探検隊 公園でこん芯ことを

してみたい。雨が降って予定変更 (掲示絵を描く)。

第2回 H14/ア/11 9: OO~ 1 2 : 1 5 こん芯公園が欲しい l

ねらいー子供達が考える公園を模型で表現する。公園でこんな事がしたい+こんな物が欲

しい これがみんなの公園や !(模型づくり)

第3回 H 1 4/1 0/3 9: OO~ 1 2 : 1 5 これが公園だあ I I 

ねらい 子供達の意見を反映した公園の案をみんなで考える。 公園や育成に向けて、参

加の仕方を考える(公園づくり 育成への参加)地形模型をつくって真ん中におき、大

きな紙に山以外の所のプラン造り。全部で20案。平地の使い方(大芝生広場か、大土広

場か、遊具か)の3案を学校に事前に掲示、 wsまでに考えてもらう。総合遊具のパタ

ン2つの中から選んでもらう

工夫

プランを考えやすく、木の大きさなどは無視して考えさせる。前回の提案の中で採用され

なかった提案については、採用できなかった理由を書いて提示する。決定プロセスの共有と

して3交替でなく、全員 (187人)を集めて共有する。公園とは何かを先生や生徒に知って

もらうために神戸市から公園の利用や維持管理のことを説明してもらう。

課題・トラブル

子供がけんかし出したう先生で対処。集中力が無くなるのであまり難しいことはしない。

疎外されている子供に目を配る。参加していない子供に何かを頼んでしてもうう。最初に今

日の約束として 「ファシリテーターが手を挙げたら静かにするjと決めた。
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第 1回 ねらい鷹取駅周辺の歴史を振り返り、デザインのためのキーワードを考える。

ステッブ1(30分) 鷹取駅周辺の歴史を振り返ろう 1

1簡単歴史講座 古い地形図や写真を用いて鷹取駅周辺の歴史を振り返る。

2年表穴埋めワーク 歴史講座の聞に、年表の空白を埋める形式のアトラクションを織り交ぜる。

ステップ2(45分) デザインのキーワードを考えよう l

「神戸JI須磨JI駅」の各キーワー ドについて連想する言葉やイメージを5~6名毎に

分かれたグループ内で短時間 (5分)に提出し合う。

-全体でグループごとに順に連想された言葉を発表し、最も多く提出できたグループが勝ち。

ステッブ3(20分) グループワークのまとめの報告

キーワード作成ワークで出された言葉の全体を、ステッブ2の作業中にスタッフが男IJ途

模造紙に整理し、報告する。

第2回 ねらい鷹取駅舎と自由通路のデザインイメージをまとめる。

ステッブ1(10分)。デザイン キ ワ ドを選ぼう 1

前回提出された言葉かう、デザインキーワードをシール投票で決める。

ステッブ2(15分) 色んな駅を見てみよう l

-駅舎デザインの参考事例を5つのタイプに分けて整理し、紹介。

ステッブ3 (45分) 駅のイメージを決めよう|

相反する形容詞から駅舎のイメージに近いものを旗あげアンケー卜で確認。

.5つのタイプの駅舎から望ましいものを旗上げアンケートで確認。

ステッブ4 (15分) 自由通路を考えよう!

自由通路のデザイン手法を旗上げアンケートで確認。

自由通路に望むものをグループに分かれKJ法でまとめ発表。

ステッブ5(20分) 今の駅について考えよう l

。今の駅の気に入っているところ、気に入ら芯いところをKJ5去でまとめ発表。

課題・トラブル

提案相手であるJRの参加がなく、 wsの結果がどの程度反映されるのか、十分参加者に
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ねらい

1也域を知る"それを住民の方々に何うかの形で知らせるとと。

行動を区民皆さんが自ら担当し、先般作った「舞子ウォーキングマップ」を有効利用しよう

という行動とその活用方法を明うかにすること。

流れ

第1回 H13/6/18 舞子ウォーキングマップ完成記念安全チェックウォーキング

舞子ウォーキングマップを使い安全チェックウォーキングー地域環境改善のための提案ー

カルタづくりの提案 “読み札"づくりの宿題

第2回 H13/8/6 舞子かるたをつくろう

各自考えてきたかるたの読み札を並べる グループごとに読み札を選ぶ

第3回 H13/8/28 安全チェックと舞子かるた (2)

ねSL，i・読み札の検討を重ねていくと同時に、気分転換の意味も込めて講演会を実施。

舞子かるたの読み札の再検討-安全チェックウォーキングの振り返り 協働のまちづくり

についての講演。

第4回 H13/9/25 舞子かるた (3)

ねSL，i・絵札への展開。地域内小学校への依頼をかけるために最終ポイントチェック。

「おおとし山2001Jについて・舞子かるたの読み札の確定。絵札について。

第5回 H 13/10/16 舞子かるたのまとめ

舞子かるたの読み札の最終チェックと絵札づくりについてーサインづくりについて 「お

おとしやま2001Jの企画

第6回 H13/12/4 サインづくり

かるたづくり、おおとし山まつりの報告

グループに分かれて、どこにどんなサインが必要か話し合う

番外編 H14/4/3 舞子かるた完成記念-お花見かるた大会 東谷公闘で実施

工夫

かるたが売り物であることからパッケージデザインを工夫。 /以前作ったウォーキング

マップを添付して、住民にかるたづくりと地域活動が繋がっている事を知ってもらった。

課題・トラブル

できるだけ多くの手法を学ぼうと詰め込みすぎた嫌いがある。いずれも中途半端で参加者の満

足感につ芯がう芯かった。主催者側の意守品充ーがあいまいだったため、目的がぼやけてしまった。
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計画に住民の意向を反映する。

出来上がった公園の管理・運曽に住民が積極的に参加する。

流れ

公園計画検討委員会 H9/5~ 11 

ワークショッブのねらいと内容を検討。

桜備4まち協では独自の公園計画についての住民アンケートを実施。

第1回 H9/11/30 1 3 : OO~ 1 6 : 00 ねらい 公園の計画づくり

1 公園計画のイメージ作り.ねらいカードと空間イメージカードをグループごとに選択

2 グループごとに公園おこし絵模型づくり

3 人気投票

公冨計画検討委員会 H1 0/1 ~H1 3/2 

wsの5つのクル ブの計画案をA案、 B案の2案に絞り込む

その後、方向性を示す計画プランにまとめる

工夫

どんどん新住民が入ってくるので、若い世代の新住民の意見も今後反映させていきたい。

→方向性を示す計画プランで止めている。

協議会が5つあり、協議会ごとのグループ分けとした。

→各グループ(協議会毎)の案それぞれの長所短所を認識しあえた。

課題・ トラブル

事業が進行中芯ので、再開発事業自体にに不満を持っている権利者が来た。

独自の案をあらかじめ作ってきた人がおり、それをグル ブに押し付けようとした。

→ファシリテーターが様子を見芯がら進行し、グループ発表にその案も付録としてつけた。

協議会別グループにしたことで、競争原理が働いて案の検討に熱が入った。その反面、人

数にばらつきが生じ、人数が多すぎたグループでは十分に意見が言え左よかったと多少不満が

出た。

本来なら、案の絞り込みや新たな意見の吸収などについて継続してワークショッブを行う

べきであった。今後行う可能性はある。

公園計画検討委員会が管理運営を考える会(運営部会、会館部会、安全防災部会)に発展

し、自治会館の内容の検討や防災活動の検討などが進められている。
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住民主体の意識 対策の共有、イノシシとの正しいつきあい方を考える、

トラブルを減らすため地域での取り組みを進める(地域課題の社会実験)。

流れ

第1回 H1 3/1 2 /1 1 4 : OO~ 1 7 : 00 

ねらい 生態を正しく理解する「ます相手を知ろう、イノシシって何ものつ」

イノシシが主人公の絵本スライドの上映

イノシシ研究者による講演(イノシシの生態について)

質問(質問者が多く、 1時間程度となった)

次回マップづくりのための「イノシシとの遭遇情報調査力一ド」を宿題として持ち帰る

第2回 H1 4/1 /20 1 4 : OO~ 1 7 : 00 

ねらい 遭遇の現状をプラス、マイナス両面から把握「さて、イノシシとの遭遇の現状はリ

参加者が集めた情報=調査力一ドを巨大地図にシールでマッピング

地図から現状を読み取り、原因を考える

第3回 H1 4/2/1 0 1 4 : OO~ 1 7 : 00 

ねらい 様々芯立場、視点から正しいつきあい方を探る「そしてイノシシとの正しいつき合い方」

地域で実施している自衛策の紹介

グル プごとにイノシシとのつきあい方のアイデアを出す (KJ 法)

各グループでアイデアを整理し「個人JI地域JI行政」ができることにまとめて発表

工夫

外部専門家を活用した/情報調査力 ド 巨大地図などの手法を導入し参加度を高めると

ともに客観的芯現状把握 共有の手立てとした/ふりかえり(感想の自由記入&わかちあい)

を毎回行い、参加者や参加者聞に何が起こっているかを把握し次回以降に活かした。

課題

イノシシ問題の解決に向けて継続的 発展的な視点に立った企画ができす、 wsが一過性の

イベン 卜に終わった感じが否めない。パンフレッ卜等の情報発信の際に、継続的な取り組みに

つながる工夫が十分で、きなかった。

参加者で問題の客観的な現状把握と解決に向けた方向性の確認ができコミュ二ティ意識が高

まったことは大きく評価できる点。しかし、 ws後、地元の人々が解決に向けて取り組むため

の支援や、この成果を同じ問題を抱える地区への面的、継続的な動きにつなげる工夫が十分検

討・用意でき左よかった点は残念。今後のws企画ではプロセス デザインの視点が大事。
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第1回 H1 4/6/1 5 1 O:OO~ 1 3:00 

ね5い 協働と参画の仕組みを考える中で、市民、行政それぞれの役割を考える。

ステッブ1(10分) 主催者側からの趣旨説明

ステッブ2(30分) 講演会 『市民参画とはJ(同志社大学・立木教授)

休憩 (10分)

ステップ3 (30分) 。アイスブレイク~フリップ形式による自己紹介

ステッブ4 (90分) グループワーク.KJ;去による市民、行政の役割分類

第2回 H14/ア/61 O:OO~ 1 3:00 

ねらい 第1回で出された市民・行政の役割の中で、課題とその解決方法を考える

ステッブ1(10分) 主催者挨拶~グランドKJ;去による前回wsのまとめ

ステッブ2(20分) ・アイスプレイク~フリップ形式による自己紹介

ステッブ3 (15分) 前回のws結果からグルブ毎にテマ選択

ステッブ4(60分) グループワーク.KJ;去による課題解決方法整理

ステッブ5(30分)各班発表

ステッブ6(10分) 今回のまとめ

フォローアップ

-ワークショップで明らかになった地域課題により、後日地域住民にグループインタビ‘ユー

形式でヒアりングを行った。

-ワ クショップの成果に基づき、市民対象の1万人アンケートを実施し、意見を補完した。

工夫

ー各班毎の意見のまとめを超えた整理を行うために、すべてのふせんに書ひれた意見

を整理するグランドKJシ トの手j去を1、2回目終了後、それぞれ実施し、公開した。

課題・トラブル

「まとめ方がおかしい」という意見が出されたが、異論のある場合は、班内で話し合って

もらうようにした。

テ マに比して、時間や回数が少なかったといえ、参加者の意見が充分に反映したとは言

い難い面がある。そのため、補完的プロセスとして、市民対象の1万人アンケー 卜や、地域

課題に対するグル ブインタビ‘ユーを実施している。グランドKJシー トの活用は、今後の

課題になると思われる。
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ワークショッブの基礎を習得する

磯上地区の活性化をテーマにワークショッブのいろいろ芯手j去を体験する

流れ

第 1回 H 1 3/9 /1 1 14. OO~ 1 6 • 30 こうべまちづくりセンター

ねらい ワークショッブの基礎を学ぶ

プログラム

講義(児玉善郎/産業技術短大助教授(当時))ーワークショッブの歴史と基礎的な手法を学13;
第2回 H 1 3/9/20 1 3 • 30~ 1 7 • 00 磯上地区ー神戸市福祉大学会議室

ねらい ①ワークショッブのいろいろな手法を体験する

①三宮南(磯上)地区活性化のための提案をおこ芯う

プログラムー

13.30 地域のまちづくりの取組みについて(三宮南まちづくり協議会/}I口会長)

14.00 講義「三宮南地区の歴史や特性をまなぼうJ(神戸地域問題研究所/山本氏)

14.15 まちあるき ポラロイドカメラを持ってまちの「いいところJ["悪いところ」を探す

15.00 マップづくり 撮影した写真を使ってマップ作成

15.30 いるもの大賞J["いらないもの大賞」を選ぼう

-シール貼り投票を使ってマップに貼られた写真から大賞を決定

15.45 イメジさがし

-旗揚げアンケー卜を使って、現在から未来へとまちのイメージを探る

16.30 あったらいい芯とんなもの KJ;去による提案の取りまとめ

1フ。 00 まとめ

工夫

・三角くじを使ったク、ル ブ分けを行った。

・限られた時間内にいろいろなプログラム、テクニックを組み込むために、発表を割愛した。

課題・トラブル

2回目では、手法の体験とまちへの提案づくりのいずれを中心にすえるのか主催者側の意

思統ーがあいまいだったため、目的がぼやけてしまい、いすれも中途半端で参加者の満足感

につながらなかった。

多くの手法を体験できた点は良かったが、できるだけ多くの手法を学ほうと詰め込みすぎ、



園田 リストー交流

つJ

人数(人)

名称 テーマ 参加者 開催年月

開催回数

交流

20-50 
アスリ トウォクws 応募者 H11 

布引八一ブ園八一ブフ工 J¥ーブフ工スティ)¥}レに向け 布引ハーブ園友の会会員+有 20-50 
H 12.9-H 13.3 

スティパル準備ws た準備、交流 宏、 11 

公園管理会に携わる市民の情 20-50 
公園管理会交流ws 公園管理会会員 H12-

報交換交流 2 
20-50 

まちなみゼミws まちなみゼミのまとめ まちなみゼミ参加者 H13.2 

20-50 
まちなみゼミws まちなみゼミのまとめ まちなみゼミ参加者 H14.2 

全国リサイクル商居街サミ 全国の商庖街関係者 50人以上

ット神戸大会
商届街活性化

(約150名)
H14.7.3 5 

東灘公匿ミーテイング 公園を子育て支援の場として 子育てサークル+美緑花ボラ 20-50 
H14.9-10 

(栄公園) 活用する ンティアのメンバー 2 

東灘公園ミーテイング 公園を子育て支援の場として 子育てサークル+美緑花ボラ 20-50 
H14.9-1O 

()II井公園) 活用する ンティアのメンバー 2 

コミュ二テイサミット 50-100 

2002環境ws 協働で創るコミュニティ 市民 H14.10 5 

井吹台東小学校 50-100 

子供公園ws 公園づくり 育成への参加 井吹東小学校生 H14.10 

子育ての悩み、サークル運営 20-50 
東灘子育てサークル交流会

の課題を話合う
東灘区のサークルリーター他 H14.10-11 5 

2 

東灘公園ミーテイング 栄川井両公園で行ったこと 子育てサークル+美緑花ポラ 20-50 
H14.12 

(合同) を共有する ンティアのメンバー

今後の舞子のまちづくりにつ 10-20 
舞子地区意見交換ws

いての意見交換などを行う
地域住民 H15.1-3 

2 

神戸市マンション管理組合 分譲マンションの適性な維持 50人以上
5 神戸市民 H15.3 

プJ可〈、目/J立lLZdbミh 管理のため¢情報交換 10 

会下山まちづくり協議会総 20-50 
会下山公園のこれからについて 地域住民 H15日

会ws
藤原台公園緑化部会.lLち上 公園緑化部会.lLぢ上げの際の 10-20 

げws 顔合せ等
地域住民有志 H15.10 

灘公園ミーテイング 公園を子育て支援の場として 子育てサークル+美緑花ポラン 20-50 
H15.10-11 

(西灘公園) 活用する ティアのメンバ +住民有志 2 

東灘公園ミーテインク 公園を子育て支援の場として 子育てサークル+美緑花ボラン 10-20 
H15.1O-11 

(里子寄公園) 活用する ティアのメン}iー+住民有志 2 

灘公園ミーテイング 公園を子育て支援の場として 子育てサークル+美緑花ポラン 10-20 
H15.10-H16.3 

(鶴甲公罰) 活用する ティアのメンJiー+住民有志 2 

東灘公園ミーテイング 公園を子育て支援の場として 子育てサークル+美緑花ポラン 10-20 
H15.10-H16.3 

(住吉川公園) 活用する ティアのメンJi一+住民有志 2 

天神町1.2丁目住民父流 新旧住民の父流と地域の課題 10-20 
地域住民 H15.12-H16.2 ws 発見 2 

64 



υストー交流ものづくり -

人数(人)

載頁掲名称 テーマ 参加者 凋催年月

調催回数

西灘鶴甲両公園で行ったこ 子育てサークル+美緑花ポラン 20-50 
灘公園ミーテイング(合同) H16.2 

とを共有する ティアのメンJi一+住民有志

こうべ楽座&夜市 50人以上

わがまちを語る会2004
わがまちの悩みを考える 市民 H16.3 

花と緑に対する横のつながり 花づくりや緑化を行う市民+ 20-50 
緑花活動地域交流会 H15.11-H16.1 15 

をつくり出す 行政 6 

ものづくり

上沢通2丁目公園づくり 近隣住民+町づくり連絡協議会 20-50 11 

ws 公園基本計画づくり
役員+コンサルタン卜+学生

H.6.9 -H6.1 2 |5R2 q 
3 

地域住民+まち協役員+大学 20-50 
都市計画道路ws 整備ー管理方針について H8.12-

教授+学生 7 

公園整備、管理運営計画実 住民+学職経験者+学生+コ
10-2050人以上

東垂水展望公園づくりws H8-
施 ンサルタント 世間づく 3曹理運営事勤

地域住民+まち協役員+大学 20-50 
ポケットJ'¥ークws 整備管理方針について H9.11-

教授 5 

地域住民+まち協役員+大学
20-50 

駅前広場ws 整備管理方針について H9.11-
教授+学生 5 

公園整備、管理運芭整備管 10-20 
千鳥ヶE東公園づくりws 住民+婦人会役員 H9.6-

理方針について つ固づく 2曹理軍営事罰

近隣住民+町づくり連絡協議 20-50 
上沢通4丁目公園ws 公園基本計画づくり H.9.8 

会役員+コンサルタント

地域住民+まち協役員+大学 20-50 
連絡通路ws JR連絡通路の整備について H9.9-

教授

20-50 
52 六甲道南公園計画ws 公園計画デザイン 住民+権利者 H9.11.30 
60 

10-20 
上沢通7丁目公園ws 公園基本計画づく D 近隣住民 H10.3-H12.1O 

5 
10-20 

御菅北公園ws 公園基本プランニング 住民+まち協役員 H 1 0.5-H 1 1.3 
7 

10-20 
上沢通3丁目公園ws 公園基本計画づくり 近隣住民 H 1 0.6-H 12.9 

4 
10-20 

上沢通8丁目公園ws 公園基本計画づくり 近隣住民 H 1 0.8-H 1 1.4 
4 

海運町公園整備の基本計画づ 地域住民+まち協役員+コン 20-50 
海運町双子池公園ws H10.8-H11.4 

くり サル(研修) 5 

吾妻まぢかど広場整備の基本計 10-20 
吾妻まちかど広場ws

画づくり(スポット創成事業)
地域住民 H 10. 1 1 -H 1 1.3 

4 

駒ヶ林南広場づくり検討会 駒ヶ林広場整備の基本計画づ 10-20 

(スポット創成事業) くり
地域住民+自治会役員 H11.1-3 

3 
10-20 

神前町公園ws 神前町公園の住民提案づくり まちづくり協議会+隣接住民 H11.2 - 11 
5 

若松町10.11丁目公園 -10 

ws 公園整備計画案の検討 地域住民+まち協役員 H11.3-11 
5 

工
仁
「
月
L
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- リストーものづくり

人数(人)

名称 テーマ 参加者 開催年月

開催回数

六甲道駅北地区六甲町線 地区のシンボル道路である六
20-50 

近隣住民+まちづくり協議会 H 1 1 .4 -H 1 2.3 ws 甲町線の住民提案づくり 7 

御崎町西公園および御崎公 公園基本計画づくりおよび道
10-20 

園線検討部会 路検討
検討部会委員 H11.4-8 

9 
20-50 

日吉町6丁目公園ws 公園基本計画づくり まち協役員+近隣住民 H11.5-日
2 

きんぼうじゅ広場整備ワーク
10-20 

きんぼうじゅ広場整備ws
ショッブ

地域住民+まち協役員 H11.5-日
4 

五番町公園整備の基本計画づ
五番町公園ws 地域住民+自治会役員 H11.5-呂

くり 4 

1 
10-20 

上j応~6丁目公園ws 公園基本計画づくり 近隣住民 H11.5-8 
3 

南北東西9m道のフラン二
10-20 

御蔵5.6道路部会ws 住民+まち協役員 H11.5-H13.11 
ング 11 

10-20 
上沢通5丁目公園ws 公園基本計画づくり 近隣住民 H11.9 

2 

ポケットjてーク+駐車場の基
10-20 

ポケットjてークws 近隣住民+まち協役員 H11.10 
本構想づくり

御旅公園震災復旧整備の要望
10-20 

御旅公園ws
意見まとめ

近隣住民+まち会役員 H11.1O 

地域住民+まち協役員+大学
20-50 

ポケットJ¥ークws 整備管理方針について H11.10-
教授 7 

10-20 
金平町公園整備検討部会 公園基本計画づくり 検討部会委員 H12.2-4 

5 

六甲道駅北地区3つのまち 3つのまちかど広場の住民提
-10 

かど広場ws 案づくり
近隣住民+まちづくり協議会 H12.4 - 11 

12 
? 

御菅東コミ道部会 コミ道プランニング 住民+まち協役員 H 1 2.5-H 13.2 
18 

松本東西公園整備の基本計
10-20 

松本地区公園づくりws
画づくり

地域住民+まち協役員 H12.6-12 
4 

三番町2丁目自治会+近隣住
-10 

三番町公園を考える会 三番町公園の基本計画づくり H12.7-8 
民 3 

-10 
上沢通1丁目公園ws 公園基本計画づくり 近隣住民 H12.8-11 55 

5 

地域住民+まち協役員+大学
20-50 

都市計画道路ws 整備管理方針について H12.10-
教授 7 

駒ケ林町1丁目細街路整備 細街路整備の計画とルールづ 近隣住民+自治役員+芸工学
10-20 

H 1 3.2-H 14.3 ws くり 生 B 

六甲道北公園整備の基本計画
20-50 

六甲道北公園ws
づくり

地域住民+部会役員 H13.6-10 56 
日

20-50 
御菅南公園ws 公園基本プランニンク 住民+まち協役員 H13日-12

5 

三宮駅別花壇整備及び植栽計
10-20 

三宮駅前花壇ws
画づくり

緑花クラブKOBE H13.6-12 
7 
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リストーものづくり -

人数(人)

名称 テーマ 参加者 調催年月

開催回数

地域のコミュ二ティーツール 20-50 
舞子かるたづくりws 舞子生活文化圏部会 H 1 3.6-H 14.4 59 

としての舞子かるた作成 7 

滝の茶屋駅別階段づくり 住民+推進会役員+婦人会+ 20-50 

ws 同階段の基本計画づくり
神戸芸工大学生+コンサル

HI3.7-8 
3 

こどもが考える未来のまちづ 公募による小学生父兄神戸 20-50 
こどもまちづくりws H13.8 

くり 芸工大学生 2 

住吉山田地区せせらぎ整備 せせらぎ整備の基本計画づく 10-20 

ws り
近隣住民+まち協役員 H 1 3.9-H 1 4.2 

4 

鷹取駅舎自由通路デザイン 鷹取駅舎 自由通路のデザイ 10-20 

ws ン提案作成
近隣自治会+まち協役員 H13.10 58 

2 

花みどり市民ネットワークの 20-50 
花みどり工房ws 花みどり工房の計画づくり HI3.10-HI4.3 

メンバー+地域住民有志 4 

多閉まちづくり活動支援業 多聞生活文化圏部会員と地域 20-50 
多聞公固めぐりマップの作成 H 1 4.4-H 1 5.4 

務 住民有志 13 

東灘処理場ピオ卜ーブづく 親水施設整備の計画から管理 20-50 
近隣住民+甲南大学学生 H 14.4-H 16.3 

りws まで 10 
i 

舞子生活文化圏部会まちづ 舞子地区に手づくりのサイン 舞子生活文化園部会員十地域 20 
H 14.5-H 15.2 

くり活動支援業務 を設置する 住民有志 9 

西神南地区(伊吹東小学校)近隣公園づくりに子供の声を 井吹東小学校3年生(当時) 50人以上

子供公園ws 反映させる の児童+担任教員
H14日 10 57 

3 

みんなで考えよう lみんな 学園東町にできる予定の集会 10-20 

のコミュ二ティスペス 所の計画づくり
地域住民 HI4.6-7 

3 

震災復興記念公園の計画づく 20-50 
麗災復興記念公園市民ws 神戸市民 HI4.7-HI5.2 

り 5 

神戸震災復興記念公園市民 10-20 
市民参画施設やプランの検討 市民 HI4.7-HI5.2 ws 

山手4・5丁目階段づくり 細街路(階段状道路)の整備 10-50 
沿道および周辺住民 HI4.1O.5-HI5.2.22 12 ws 計画案づくり 5 

まちなかはらっぱ整備計画 コミュニティ活性事業 (まち 10-50 

検討ws なかはらっぱ事業)の活用
地域住民 HI4.12-HI5.3 

3 

生田川公園についての整備計 10-50人以上

生田川公園市民ws
画

地域住民+自治会他 HI5.1-8 
4 

生田川公園プランづくりW 自分たちのまちの公園プラン 20-50 

S づくりに参加しよう
地域住民 HI5.2-5 

3 

(仮称)戸崎通公園の計画づ 20-50 
(仮称)戸崎通公園ws

くり
付近4町の住民有志 H 1 5.2-H 16.2 

7 

神戸震災復興記念公園の基本 20-50 
震災復興記念公園市民ws

計画づくり
地域住民+自治会+婦人会 H15.7 

5 

六甲道北公園検討部会+地域 20-50 
六甲道北公園ws 六甲道北公園の計画づくり H 1 5.8-H 1 6.3 

住民有志 5 

区長と住民による「わがま 青谷川公園沿いの道路の植栽 10-50 

ち点検」 について考えよう
地域住民 HI5.11-HI6.1 

2 

御蔵!i5，6.7丁目集会所の名称;綻および 御蔵通5，6，7丁目集会所の名称 50人以上

地域住民 H16.2 
プログラム綻のためのアイデア収集ws決定と今後の活用方法について
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調・ リストーものづくり 課題解決

つ
引
J

7
E
J

人数(人)

掲頁載名称 テーマ 参加者 開催年月

開催回数

まぢかど花緑ガーデナー養 実際に広場をデザインしてみ 10-50 

成講座 ょう 1
講座受講者(一般市民) H16.2-3 

3 

新長田駅北地区東部まちづく 50人以上

水笠通公園ws 水笠通公園の計画づくり H16.6-
り協議会連合会員+住民有志 6(予定

地元住民団体と保久良登山会+ 50人以上

保久良夢ひろば夢かいぎ 夢ひろばの計画づくり H16.7 
ボーイス力ウ卜+子供会他 5(弔AF)

20-50 
西代公園ws 公園基本計画の作成 長田区民(主として地域住民) H16.3.27-9.11 

6 

課題解決

復興まちづくりのための 自治会員+近隣住民+京都大 20-50 
復興まちづくりの課題全般 H7.3-H8.8 ws 学教宮院生 13 

復興まちづくりのための 自治会員+近隣住民+京都大 20-50 
復興まちづくりの課題全般 H7.9-10 ws 学教官院生 2 

復興まちづくりのための 復興まちづくりと街路事業へ 自治会員+近隣住民+京都大 20-50 
H7.6-H8.3 ws の対応 学教官院生 B 

復興まちづくりのための 復興まちづくりと街路事業へ 自治会員+近隣住民+京都大 20-50 
H8.6-H13.2 ws の対応 学教官院生 10 

渦森台コンパクトタウン 渦森台ふれまち協活動の活性 近隣住民+まち協役員+同志 20-50 
H11.10 ws 化 社関学学生 年4

震災後5カ年の復興状況を市 20-50 
震災復興総括検証 市政アドJ¥イザー H11.6-10 

民の目で検証する。

市民による「震災復興総括 市政アドバイザー+仮設復興住宅居住 10-2020-50 
「生活再建実感」について H11.7-8 

検証JWS 者+市外避難者+ボランティアtNPO 12 

神戸市震災復興総括検証 「市民まちづくり」にむけて 10 
まちづくり協議会役員 H11.7-8 

(住宅都市再建分野)WS 何を総括し、検証するかっ 2 

地域住民+まち協役員+大学 20-50 
まちの将来像WS まちの将来像について H11.8-

教授 4 

神戸市震災復興総括検証(生 市職員+大学教授+コンサル 10-20 

活再建分野)関連系統WS 検証項目の系統図づくり
タント+学生

H11.9-12 
日

20-50 
安全で安心なまちづくり みんなが地域でできること 第5期市政アド)iイザー H12.5.30 

現行市民福祉総合計画及び保 「神戸市の保健医療福祉これ 20-50 

健医療計画にかかる検証WS まで、これから」
保険医療福祉サービス提供者 H12.8-9 

6 

市民にわかりやすい指標づ 20-50 
指標づくり H13 

くりWS
10-20 

子育てしやすいまちづくり 子育てしやすいまちづくり H13.3A 

渦森台コンパクトタウンづ 地域の課題抽出と地域行事等 近隣住民+まちふれ役員+関
20-50 

H13A-10 
くりWS への若者参加 学、同志社学生 5@!i1度

iNPOと神戸の協働研究 行政とNPOの協働のための 50人以上

会」公開WS フレームづくり
NPO+行政マン+一般市民 H 13.6.26-8.7 

E 

まちづくり構想にむけての 地区課題をまとめ、構想づく 10-20 

まちづくりWS りの方向づけを行う
まち会役員 H13.8-11 

3 
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リストー課題解決発見聞聞

人数(人)

掲頁蔵名称 テーマ 参加者 開催年月

開催回数

市民にわかりやすい指標づ 指標として必要なものの洗い 公募市民+市政アドJ'¥イザー 10-50 
HI3.8-9 

くりWS 出し +関学同志社学生+市職員 9 

「市民にわかりやすい指標 10-20 
中間のまとめ 市政ア ド}'¥イザー H13.9 

づくりWSJ中間発表会

市民にわかりやすい指標 指標素案の絞り込みおよび名 上記WS参加者+市政アドバイザ 20-50 
H14.2 

(仮称)づくりWS 称決定 一+関学同志社学生+市職員

20-50 
住吉浜手まちづくりWS まちの課題 まち協役員+市職員+研修生 HI3.10-11 

2 

市民+学職経験者+環境ボラ 10-2050人以上
恋人岬ビオ卜ーブ WS ビオトーブ市民管理運営 H13.12 

ンティア 7-

イノシシとの正しいつきあ 20-50 

い方を考えるWS イノシシ問題 地域住民+市職員 HI3.12-HI4.2 61 
3 

「市民参画条例(仮称)Jづ
50人以上

「市民参画」のしくみづくり 市民+市職員 H 14.2.9-H 15.3.16 62 
くり 6 

「男女共同参画条例づくり」 男女共同参画(社会)とはつ男女共 20-50 
一般市民+属性別対象者 HI4.5-白

WS 同参画を進めるための手段はつ 4 

これからの青少年の育成を 身近に見る地域の青少年に対してどん 神戸市青少年問題協議会支部 10-20 
H14.6 

通じて地域を考えよう な思い、考えを持っていますか。など の育成委員 2 

第2回「市民参画条例 (仮 テーマごとに有効な手段方 20-50 
市民+市職員 HI4.6-7 

称)づくりJWS j去を考える。 6 

深江のまちの「総ぐるみ点 深江地域における問題点につ 50-100 

検J検討WS いてのWS 地域内の各団体 H14.8 

地域のまちづくり活動の今後 10-20 
大原桂木まちづくりWS ふれまち協有志 H14.12 

のとりくみについて

地域の課題解決のために必要 -10 
地域課題テーマ別WS 地域活動を実践している人 HI4.12-HI5.3 

なことはつ 7 

「復興の総括検証」区別W 「つだから これからの神戸 10-100 
市民 HI5.6-7 S はつしたい」 日

東山コーポ住民意見父換会 復興の意向(補強、補修、建 10-20 
地域住民 H15.7 

WS 替え等)を聞く

地域の野良猫問題についての 30-50 
雲中公園の野良猫対策WS 地域住民+愛護団体+市職員 HI5.11.27-HI6.1.23 22 

解決方法の糸口をさぐる 3 

まちぐるみでの防犯対策とコ 20-50 
深江地区安全と安心WS

ミュ二ティの強化
地i或住民に行政参加 H16.4 

西高丸地域まちづくり懇談 地域の問題について考え実践 20-50 

4ZSコz‘ に移していく
地域住民 H16.5 

通学路の問題点と改善の方法を考え、 10-20 
通園通学路を考えるWS

地域住民による「行動計画Jをつくる 地域住民(児童含む) HI6.7.25-8.21 
3 

発見

住民+小学生+環境ボランテ 10-2050人以上
塩屋台公園濠境保全WS 塩屋大池の環境保全 H7-

ィア 毒殺害腕E

灘中央地区まち歩きおよび まちづくり大学受講生+まち 50人以上
安全マップづくり H9.9-10 

マップづくり 協役員+市職員 4 

「
M
円
L
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- リスト一発見

J
J
 

人数(人)

警掲名称 テーマ 参加者 開催年月

開催回数

東山地区まち歩きおよびマ まちづくり大学受講生+防福
50人以上

安全マップづくり H10. 1O~11 
ッブづくり 役員+市職員 3 

住吉浜手まちなみウォッチ
20~50 

地区を点検し課題をまとめる 近隣住民+まち会役員 H10.11 
ングws 2 

板宿地区まち歩きおよびマ まちづくり大学受講生+防福 50人以上

安全マップづくり H1 1.1O~11 
ップづくり 役員+市職員 3 

10~20 

住之江まち歩きws① 地区を点検し課題をまとめる 近隣住民+まち協役員 H1 1.5~7 

4 
20~50 

舞子ウォーキング まちの資源発見とマップ作成 舞子生活文化圏部会 H12.1~H13.1 

9 

高取山点検ウオーク高取山
20~50 

高取山整備に検討 登山会員+一般公募 H 12.3.20-H 13.1 0.23 
点検ウオーク報告会 2 

50人以上

パリアフリーのまちづくり バリアフリーのまちづくり 第5期市政アドJ¥イザー H12.6.7 

10~20 

月見まち歩きws 地区を点検し課題をまとめる 近隣住民+まち会役員 H12.10~1 1 

2 
， 

50人以上
橘地区まち歩きおよびマッ

安全マップづくり
まちづくり大学受講生+防福

H12.11~12 
プづくり 役員+市職員 3 

10-20 
住之江まち歩きws② 地区を点検し課題をまとめる 近隣住民+まち協役員 H13.1~2 

2 

局取山登山道の再整備計画づ
20~50 

高取山点検ウオーク 登山連合会+個人ハイカー H13.3-10 
くり 2 

兵庫大開地区まち歩きおよ まちづくり大学受講生+防福 20-50 
安全マップづくり H13 . 10~12 

びマップづくり 役員+市職員 4 
10 

月見まち歩きws 地区課題をピックアップする まち会役員 H13.12 

多聞ウォーキングマップづ
10-20 

ウォーキングマップづくり 多聞生活文化圏部会 H14.1-3 
くりws 2 

地域の音と今を知ろう=総合 稗田小学校3年生+まち協+ 50人以上

わくわく昔探検隊 H14.2 
学習 PTA+市区 E 

10~20 

深江地域二ュ スws まちの魅力 近隣住民+市職員 H14.4 

7家;工のまちのし1ろし1ろなもの
10~20 

深江親子まち歩き 地域の小学生+保護者 H14.8 
を発見しよう

五位の池小学校まち発見! 人にやさしいもの人町~バリアフ
50人以上

五位の池小学校4年生 H14.10 
校区ウォーキンク リ-1J"'jユ二J(ーサルデザインへ~

まちづくり学校Cコース 安全で安心芯まちづくりの手
20~50人以上

講座受講者(一般市民) H14.10~12 
(安全マップづくり) 法を身につける 4 

新長田新住民交流商庖街ま 新長田での生活に親しんでも
10~20 

地域新住民 H14.11 
ち歩き bつ

50人以上

平野親子まち歩き 平野の魅力を再発見しよう 地域の小学生+保護者 H14.11 

稗田わくわく昔探険たい
50人以上

稗田の昔を探る探検に行く 小学校生 H15.2 
(ウオークラリー) 2 
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リスト一発見研修啓発-

人数(人)

書頁名称 テーマ 参加者 隠催年月

賂催回数

兵庫南部の町の魅力を体験し 300 
兵庫南部まちあるき 地域住民 H15.3 

ょう

好徳小学校校区たんけん 発見したことを絵地図に表現したり、 10-20 
好徳小学校生 H15.6 ws 詳しく調べたりできるようにする

摩耶まちづくり勉強会「ま いろいろな視点でまちづくりのヒント 50人以上

地域住民 H15.6 
ちあるき会JWS や大切にしたい町の魅力を発見する

小学生が興味を引くものは何 50人以上

長田区こどもWS 名倉小学校6年生 H15.7 
かを探る

20-50 
親子まち探検 旧居留地 親子 H15.8.23 

親子で街の魅力を再発見し、
20-50 

六甲山おやこ探訪 市民 H15.10 
街への関心を高めてもらう

五位の池小学校まち発見 |人にやさしいもの人町~パリアフ
50人以上

校区ウォーキング リーからユ二J(ーサルデザインへ~
五位の池小学校ヰ年生 H15.11 32 

灘区連合こども会子ども 灘の魅力を知ってもらうこと
20-50 

地域住民 H15.11 
まち歩きイベン ト と地区のこどもとの交流

摩耶まちづくり勉強会主催 摩耶のまちを歩き、まちの再 20-50 
地域住民 H15.11 

「まちあるき会」 発見をしてもらう

私選のまち大原桂木は安
50人以上

安全マップづくり 地域住民 H16.2 
心安全ですか!

50人以上

稗田わくわく昔探検隊 今に残る稗田の音をさぐろう 稗田小学校生 H16.2 
2 

天神町1.2丁目まちある 地域の魅力と問題点の再確認
10-20 

地域住民 H16.5 
きWS と再発見

地域の魅力と問題点の再確認 10-20 
真陽地区ーまちあるきWS 地域住民+事業者 H16.6 

と再発見 2 

地区まちづくり構想のたたき
10-20 

真陽地区-まち点検WS
台づくり

地域住民+事業者+企業 H16.7-9 
日

20-50 
親子まち探検 兵庫津のみち 親子 H16.11.6 

研修・啓発

自治会の会議をしていて困る 50人以上

コミュ二ティー基礎講座 自治会長等 H7.7.21 
こと 2 

健康コミュニティにおける地
20-50 

健康づくりリーダー研修会 地域リーダー H 12.9-H 13.3 
域住民の役割

まちづくり専門研修講座 ワークショッブとはどのよう 20-50 
まちづくり関連部局の職員 H 13.9. 1 1-9.20 63 WS なものか学13i 2 

コンパクトタウンづくり職
20-50 

「まち育て」を育む 神戸市まちづくり関係職員 H13.10 
員研修

同志社大学文学部「家族社 家族に関する社会学の基礎概 同志社大学学生+関西学院大 20-50 
H13.10-H14.1 

会学」 念に関わる 学学生 24 

(13年度テーマ)医療事故 医師+看護婦+コメディ力
20-50 

院内WS H14.3.8 
の防止について ル+事務職員等 年 1

じ
仁
「
は
巴
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- リスト研修 芭発

人数(人)

選頁名称 テーマ 参加者 開催年月

路催回数

10-20 
ws職員研修 市職員 H14.9 

2 
20-50 まちづくり学校まち歩き

平地密集市街地を考える 講座受講者(一般市民) H14.9 
実践ゼミ①

20-50 まちづくり学校まち歩き
山麓密集地を考える 講座受講者(一般市民) H14.10 

実践ゼミ②

20-50 まちづくり学校まち歩き
商庖街の活性化を考える 講座受講者(一般市民) H14.11 

実践ゼミ③

コープ委員のスキルアップと 20-50 
活動スキルアップ講座 地域コプ委員 H14.11.7-12.19 38 

活動の工ンパワーを図る 4 

区画整理で整備されたまちの 20-50 まちづくり学校まち歩き
講座受講者 (一般市民) H14.12 

実践ゼミ④ 今後を考える

景観九ついての意識が局い市民 50-100 まちづくり学校専修講座
講座受講者(一般市民) H15.2 

まちなみゼミ同窓会ws の都市景観について意見を聞く

景観やまち芯みづくり 1;::どう 20-50 まちづくり学校まちなみ
講座受講者(一般市民) H15.6 

ゼミ⑤ 取りくむか

まちの見方、考え方を学J3i 20-50 まちづくり学校専修講座
講座受講者 (一般市民) H15.9 

まちあるき実践ゼミ① (湊町線整備とまちづくり) 2 

まちの見方、考え方を学J3i 20-50 まちづくり学校専修講座
講座受講者 (一般市民) H15.10 

まちあるき実践ゼミ④ (湊町線整備とまちづくり)

身近なすまいと環境づくり (野 10-20 まちづくり学校専修講座
講座受講者 (一般市民) H15.11 

まちづくりゼミ 田北部地区まちあるき)

20-50 
まちづくり学校専修講座 温泉街とまちづくり 講座受講者 (一般市民) H15.12 

わたしたちのまちなみ提案「都 20-50 まちづくり学校専修講座
講座受講者(一般市民) H16.1 

まちなみゼミ⑥まとめws心の“顔"はどうあるべきかっ」
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-グラフでみる神戸のまちづくりワークショップ史

匡E 10 20 

11 

13 

30 40 

まちづくり実戦

ゼミやまちづく

り学校など一般

向けのまちづく

り研修wsが出

始めます
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おわりに • • • • • • • • 足
かけ3年。調査と事例

研究に始まり、実際に新し

回"
ιー

の本をつくることで感

じたのは「ワークショッブ」

と「本づくり」の面白さと、し

んどさと、そして奥深さ。書き

直しは何度ゃったかもう分かり

ませんわT、段々いいテキストに

なっていくのは心地いいも

のでした。

(N) 

何
回も議論を重ね読みや

すい本に主主ったなと患いま

す。ワークショッブに対する自

分の理解不足を知るとともに、ワ

クショッブの今後の可能性はま

だまだあるのではと感じました。

しんどくて楽しい編集作業で

した。

(8) 

本
作りの大変さはやって

みないと分からない。その

愉しさもまた悶じでした。ワ

クショッブの大変さ、愉しさは

それと似ている。やってみない

と分からない。でもその手がか

りが、この本に書かれてい

ます。たぶん。

(T) 

共
同作業の執筆&編集。

お互いに知識や経験を共有

しつつ変容も追うれ、本づくり

の過程自体がワークショブ的で、

刺激的でした。手間のかかるプ

ロセスは慣れたものつ

み主主さんお疲れ様でした。

(M) 

他
の編集委員の皆さんよ

りW8をプログラムした経

験が少ないので、コラムやシー

トの整理などこれまでのデ タ

集積を中心lこ担当しました。そ

の中でW8の奥深さを垣間見た

ような気がしています。

勉強になりました。

(1) 

いW8にも取り組んで、やっと

ここまで辿り着いた。私のW8観

も相当深まりました。本になって

うれしい。でもその週程がやっ

ぱり重要でした。 Kさんのブ

ロの技に感謝 l

(0) 

「
まちづくりワークショッブ

って伺だっIJ
神戸元町に面々が揃った。

夜な夜な繰り替えされる唾言。

懲りない人々の苦悩と試練の

日々は始まり続く。

(K) 

wsの本 神戸のまちづくり参加のレシピ

発行日 2005年4月1日第 1刷

発行 こうべまちづくりセンタ

企画 神戸まちづくりワークショッブ研究会

編集・執筆 石 川 正 (いしかわただし)

慈 馨子(うつみ けいこ)

田中正人(たなか まさと)

露口伸二(つゆぐち しんじ)
中川啓子(なかがわけいこ)

西 {妻 (にし おさむ)

松原永季(まつばらえいき)

デザイン・製作 慈 馨子(うつみけいこ)

本書の作成にあたっては、多く

の方々の協力をいただきました。

心か5感謝申し上げます。

イラストレーシヨン初回 直哉(はつだなおや)

印刷・製本 (株)島印刷
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