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   従来の地下鉄と同様に鉄の車輪で車体を支えますが、左図のように、車両に搭載され

たリニアモータ(普通のモーターの「側」にあたる部分)と、2 本のレールの真ん中に連

続して敷設されたリアクションプレート(普通のモーターの「軸」にあたる部分)とで発

生した駆動力で走行するシステムです。 

 リアクションプレートを車両に搭載しないため、客室の空間を確保しながら車両の小

型化が可能となり、また、従来の地下鉄のように、レールと鉄輪との摩擦力で推進する

方式ではないため、従来の地下鉄より急勾配の路線の走行が可能となります。 

 

 

 

 

 

平成 18 年７月号（第 10７号） 
 
●地下鉄海岸線 開業５周年（P.1～3） 
●お知らせ(P.4) 

・平成 18 年度まちづくり学校専修講座受講生募集 
・1 階・地階ギャラリーの展示予定 

 

あーばんとーくの感想をおよせ下さい！ 

発行：こうべまちづくりセンター 

こうべまちづくりセンターニュース 

◆神戸の南部市街地の活性化にむけて 

地下鉄海岸線が通っている中央区、兵庫区

及び長田区の南部地域は、神戸港開港以来、

神戸の発展を支えてきた地域でした。 

しかし、時代の変化とともに都市の中心が

東へ移り、一方で若い世代が内陸部のニュー

タウンへ転出したことなどにより、いわゆる

インナーシティ化が進みました。 

神戸市では、インナーシティの活性化を図

るため、神戸駅前やハーバーランド、新長田

駅周辺の再開発や、住民主体のまちづくりが

行われている真野地区や区画整理が進む浜山

地区での住環境の整備など、多くのプロジェ

クトに取り組んできました。 

◆地下鉄海岸線の建設 

一方、マイカーの増加等にともない、昭和 46 年３

月に神戸市電が廃止され、当地域の公共交通はバスの

みとなっていましたが、これらのプロジェクトを相互

に連結し、また推進する先導的な役割を果たす事業と

して、地下鉄海岸線の整備を位置づけ、平成 5 年度に

事業着手しました。 

その後、沿線地域では阪神・淡

路大震災による大きな被害をう

け、地下鉄海岸線も工事の中断、

耐震設計の見直し等、様々な問題

を克服しつつ、市街地復興の核と 

しての新たな役割も担うこととなりました。 

◆「夢かもめ」の誕生 

そして、平成 13 年７月７日、愛称募集の結果、

「路線の形がかもめの形に似ていること」「２１世

紀の夢をのせてはばたくかもめのように市民の期

待を乗せて走る地下鉄でありたい」という願いか

ら、地下鉄海岸線は「夢かもめ」として誕生しま

した。 
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工事中には、
さんちかに 
のぞき窓が 
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地下鉄海岸線「夢かもめ」は７月７日で開業５周年を迎えました。 

西神・山手線など在来地下鉄には、 
このリアクションプレートがありません。 

トンネルの大きさの比較 
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昭和 7 年、全国 5 番目にできた中央卸売市

場。施設の老朽化にともない、再整備事業とし

て、市場東側の水域を埋め立て、高松線で分断

された西側の施設の一部を東側に移転・集約す

る工事が、平成 21 年の完成をめざして進んで

います。 

また、移転後の高松線西側跡地を有効に活用

することにより、兵庫区南部地域の活性化を図

っていきます。 

なお、卸売市場の再整備の手法としては、全

国初となる PFI 方式を採用。民間の技術力や経

営能力を活用することにより、コスト削減と、

より良質な施設建設・維持管理をめざしていま

す。 

 

兵庫運河と苅藻島運河に囲まれた地域。「子

供からお年寄りまでが安心して快適に暮らせ

る住みよいまちづくり」をめざし、戦災をあま

り受けなかった浜山地区では、震災の前から土

地区画整理事業等により、道路・公園の整備や

共同建替などが行われています。 

付近には、ワールドカップの会場にもなった

「神戸ウィングスタジアム」があり、サッカー

の試合などが開催される日には、多くのサポー

ターが駆けつけています。 

新長田駅から駒ヶ林駅にかけて 20ｈａの

エリアで再開発事業が進められているアスタ

新長田。 

地下鉄海岸線が開業した平成 13 年から、現

在までの５年間に 15 棟の再開発ビルが完成

しています。 

平成16年11月には国内最大の沖縄物産店

「琉球ワールド沖縄宝島」が完成するなど、西

の副都心としての魅力あふれるまちづくりが

進められています。 

古くから漁師町として栄え、細い路地や古く

からのまちなみが多く残されている駒ヶ林。 

 人口の減少や高齢化等もあり、平成 3 年に

まちづくり協議会を発足。その後、震災もあり、

まちの特徴を活かした安全で快適なまちづく

りに取り組んでいます。 

 最近では、地域の魅力をまとめた地図づくり

（駒っぷ）や、名物である「いかなご」を発信

するイベントとして「いかなごウォークラリー」

などを行うとともに、将来のまちのあり方の検

討などを行っています。 

 

中央卸売市場再整備事業 

（中央市場前駅周辺） 

アスタ新長田のまちづくり 

（新長田駅～駒ケ林駅周辺） 

浜山地区のまちづくり 

（御崎公園駅～和田岬駅周辺） 

駒ヶ林地区のまちづくり 

(駒ヶ林駅南側) 

完成イメージ 

 

完成イメージ 
駒っぷ(その 2) 

いかなごウォークラリー 

○駅出入口のビル合築 

・駅の出入口について、隣接するビル（国際会館、大丸神戸店、

ピフレ新長田、民間ﾏﾝｼｮﾝなど）との合築を積極的に推進 

○協働の駅舎づくり 

・海岸線開業の思い出づくりとして、2000 年に生まれた子供

たちの「手形・足形タイル」3,440 枚を各駅に設置 

・市民から募集した絵を原画としてタイルに焼き付け、駒ヶ林駅

の地下通路の壁面に設置 

○環境にやさしい地下鉄 

・３駅で地域冷暖房を導入 

・６駅で地下水をトイレの洗浄水として利用 

○新しいサイン計画 

・目の不自由な方のため、駅の重要な場所（地上出入口や改札口

付近など）を認識できるような「音サイン」を導入 

区 名 長田区 兵庫区 中央区 

イベント

名 

・“夢ねがう” 

たなばた・盆踊り 

・長田潮汲み夏祭り 

兵庫運河祭 
こうべ海の盆踊り

2006 

日 時 7/3０(日) 
８/26(土) 

10 時～ 

8/19(土) 

18 時～21 時頃 

場 所 
・新長田駅前広場 

・新長田南地区商店街 

新川運河 

キャナル 

プロムナード 

神戸メリケン 

パーク広場 

最寄駅 
新長田、駒ケ林、

苅藻 
中央市場前 みなと元町 

問 い 

合わせ 

長田区 

まちづくり推進課 

579-2307 

兵庫区 

まちづくり推進課

531-0033 

中央区 

まちづくり支援課

232-4411 

施行後の高松線 

5 周年記念エコショッピング登場！ 

ミュージックグルメ船『コンチェルト』 

＆ 神戸国際会館『SOL』    

 

 

 

 
期間 7/10（月）～9/30（土） 

詳しくは地下鉄各駅のチラシを 

ごらんください 
 

いよいよ１０月より 

市営地下鉄・北神急行電鉄で

『PiTaPa』ご利用開始予定！ 
 

 

 

 

 

 

改札口でピタッとタッチ、 
パッと電車に乗れる後払いの 
IC カード『KOBE PiTaPa』 

申込書は 

地下鉄各駅

にあります 
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   こうべまちづくり学校

 専修講座の受講生を募集してい 

 ます。７コースあり、まちづく 

 りについて専門的に学んでいた 

 だきます。 

 受付は、7 月末まで「こうべま 

 ちづくりセンター」で行います。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

１１１１階階階階オープンギャラリーオープンギャラリーオープンギャラリーオープンギャラリーのののの予定予定予定予定    

     期  間    内 容 ・ テーマ    主 催 者 

７月１６日(日)～３１日(月) 地下鉄海岸線５周年  交通局経営企画調整課 

 ８月 ３日(木)～１５日(火)  企画展の案内 こうべまちづくりセンター 

    

地階地階地階地階ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリーのののの予予予予定定定定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※先月号の記事で下記の誤りがありました。お詫び申し上げますとともに 

訂正いたします。 

  4 面ギャラリーの使用料６日間 72,000 円→７2,600 円 

■すまい・まちづくり人材センター (まちづくり会館３Ｆ) 

   ・受付 午前 10 時～午後 5 時（水曜日休館） 

※土・日・祝日は、事前にご連絡ください。 

■コミュニティ相談センター（まちづくり会館４Ｆ） 

・自治会の運営等の相談（インストラクター派遣など） 

・会報等の印刷サービス 

  電話・FAX 078-361-4565 

  受付 午前 10 時～午後 6 時（水曜日休館） 

       ただし印刷は、5 時まで 

自治会活動などのご相談は 

     期  間    内 容 ・ テーマ    主 催 者 

７月２０日(木)～２５日(火) 井上龍堂 遺作展（書道） 井上 富江 

７月２７日(木)～８月１日(火) 第２６回 三滴会 書道展 三滴会 

８月 ３日(木)～１５日(火) 吉岡 充 水彩画展 こうべまちづくりセンター 

   

こうべまちづくり会館 企画展   会館地下会館地下会館地下会館地下１１１１階階階階ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリーにてにてにてにて 

    吉 岡吉 岡吉 岡吉 岡     充充充充     水 彩 画 展水 彩 画 展水 彩 画 展水 彩 画 展  

      「有馬から舞子まで」  「元町周辺」 

        開催日開催日開催日開催日        ８８８８月月月月３３３３日日日日（（（（木木木木）～）～）～）～８８８８月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（火火火火））））    

                            ８８８８月月月月９９９９日日日日（（（（水水水水））））はははは休館日休館日休館日休館日    

        開館時間開館時間開館時間開館時間    午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時～～～～午後午後午後午後６６６６時時時時（（（（最終日最終日最終日最終日はははは午後午後午後午後４４４４時時時時までまでまでまで））））    

    

                 

                 主催 こうべまちづくりセンター 

 協賛 元町商店街連合会 

 後援 神戸市 

             神戸市民文化振興財団 

              みなと元町タウン協議会 

            神戸市教育委員会 

        地下鉄みなと元町駅 

 こうべまちづくり学校は、安全・ 

安心で、市民が主役のまちづくりを

進めるため、「協働と参画のまちづ

くり」についてみなさんと一緒に学

び、考える場で、基礎講座と専修講

座があります。 

 今回は専修講座の受講生を募集

して いま す。 地域 活動 の 知恵/防

災・防犯/コミュニティづくり/まち

なみ/まちづくり/まち歩き/土木施

設探訪 の７コースで、詳細は、「あ

ーばんとーく・まちづくり学校特集

号」（区役所、区民センター等の窓

口に用意）か、「こうべまちづくり

センター」のホームページ等でご覧

ください。 

 おおおお申申申申しししし込込込込みみみみは、7 月末までに、は

がき/FAX/Ｅ-mail のいずれかで、

こうべまちづくりセンターまで。 

 
※あーばんとーくまちづくり学校特集の

既発行の一部に、「Ｄコース、10 月 9 日

の講師 松生史教授のお名前」に印刷

ミスがありました。お詫びし、訂正しま

す。 

（最寄駅） 
地下鉄海岸線 みなと元町駅西口から 1111 分 
神戸高速鉄道 花隈駅東口から 3333 分 
神戸高速鉄道 西元町東口から 5555 分 
ＪＲ・阪神  元町駅西口から８８８８分 
 
〒650-0022 
神戸市中央区元町通４丁目２番 14 号 
こうべまちづくり会館 
電話:078-361-4523 FAX:078-361-4546 
ホームページ http://www.kobe-toshi-seibi.or.jｐ 

 
 

１８年度こうべまちづくり学校 

専修講座の受講生募集中！！ 

すまい・まちづくりのご相談は 


