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耳支近、ウ 1ーキングがブームとなっていますが、そ

の中でも旧街道など、歴史にまつわる道を歩く万がと

てちi曽えています。神戸市内では旧街道の代表的なも

のに「西国街道」があります。

」の西国街道は、古代には山陽道といわれ、畿内か

ら中国地方を通り、九州につながる重要な幹線道路と

して発展してきましだ。その後、江戸時代に西国街道

と昭ばれるようになり、西国大名の参勤交代にも!吏わ

れました。

ネ申戸市内では、東灘区から垂水区にかけて主に海岸

付近を通っていましたが、時代の移り変わりにより、

現在では国道2号線や43号線などに姿を変え、街道

の道筋自体の多くは失われています。

しかし、街道の周辺には、音の雰囲気をしのばせる

神社や仏閣をはじめ、道標などの資源が数多く残って

います。これらをたどると、街道の在りし白の姿が思

い浮かんできます。

西国街道の道標

現在、神戸市都市計画局では旧西国街道周辺の歴史

的・魅力的資源をめぐり歩く敵策路「神戸・西国街道

まわり道」を設定する作業を進めています。

1=ご

ヌし軽に歩きながら神戸の魅力を身近に感じていただ

けるよう、散策コースや施設などを掲載しだパンフレ

ツトを製作中です (4月配布予定〉。

西国街道沿いの案内板と道標

しーれらを紹介した「神戸・西国街道まわり道」パネ

ル展を、 3月末まで、こうべまちづくり会館の 1階オ

ープンギャラリーで展示していますので、どうぞお立

ち寄りください 1

(都市計画局アーパンデザイン室まちづくり支援係〕
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第4期こうべ市民安全まちづくり大学まちづくり講座が最終回を迎えました

半年間にわたって開請した「まちづくり講座」ち、今回が最終回となりました。ます、これまでの講座の流れを

簡単に探り返ってみましょう。

9月 10月 11月 12月 1月 2月

りのョッア I ~~いろな角度から コミュニティ コミュニティ 安全
ワロショヲ7'

地i或の課題 を見てみよう 安全マップ 計画を考えよう 地域での実践

…雪)~~ いろいろな目で

~~ 
t也l亜の課題や

m 
自分遠のまち ill-づえ、共有する まちE見てみる 資源の把握 づくりを湾警 くりを替える

。今回のテーマは「安全で安心なまちづくりを考えよう」。

これまでに学んだことを生かして、受講生が大学修了後にそれぞれの地域

でどのようにして安全で安IQ，¥なまちづくりを進めていくかを考える講座です。

講師は、 京都大学防災研究所の林春男先生にお願いしました。

ます、始めに、「防犯の視点を入れたまちづくりJと題してご講演をいた

だき、それをふまえて、 受講生みんなでワークショッブです。

く防犯牲にすぐれた!!隠とは>

1 .孝弘隠蓄にとって、見通しの良いきE栂(例)樋殺の枝子3ち
2.多織な利用力可能な空間{倒}多B的に使える場所
3.どの時間繕でちょく利用されているさE鶴徴。散歩道
4.局闘と関わりを持ち、一体化している空間
5.廊闘の人々の8がいつも注がれている空間
6. ili鱗住民がその管理運営に深〈関わっている{倒Im!1
7.管潔拐さ当者が常駐している安防
8.生活が表出している空間{匹目紛いE富士祖
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<非行少年への接し方4ヵ条>

ます、こちらの方から声をかける 1 
次に、相手に言いたいだけ言わぜて話を最後まで周くl
こちらが是非を述べるときは感情的にならす、理屈で， I 
でさることとできないことは、はっきりと言う j 

〆' 、、

<ワークショップで出た主な意見>

Q1地域活動を阻んでい Q2解決に向けた糸口は
るちのは伺かつ あるかつ

-既醇の組織Z入れ怠い -形式ばった集まりで主主
(15年以上住んで主主いーー く、仲良く主よるよう怠

と参画でき主主い) 付き合いから始める
-行政ガ地i萌でつ主主がって ~. 区役所芯ど利用できる
い芯い、役所ガ不親切 ところは利閉する F 

Q3t由I或で求められてい Q4私達(推進員)にでき
る活動はつ そうなことはつ

-たむろする少年の対応 j..非行!こ走る前lこ声をか
(!也l量活動!こ巻き込む) けてあげる
住民のマナー(ごみ浴 ゆ・ 1也i或で〕ミ3 ミワ - ò1 3/~ つ
て主主ど)を旬上さぜる くり主主がら呼びかける

，、~-、~-、~-、~-、“'‘~-、~-、~-、~-、~-、~-、~-、・"、~-、~-、~-、~-、~-、~-、・"、・"、~-、~-、・"、~-、~-、~-、~-、~-、~-、~-、~-、~-、~-、~-、~-、~-、，

宮崎会宮崎 m民安全推進員によるコミュニティ活動報告女**

。コミュニティ安全マップの報告会

平成 13年 1月 18目、神戸国際展示湯で「第5回 震災苅策技術展」が開催されました。同時開催の「防災と

ボランティアワークショッブJ(臼本災害救媛ボランティアネットワーク-NVNAD-主催〉の中では、 I量進員の高

倉台校区防災福祉コミュニティ本部長の柴田重彦さんと南五葉ふれあいのまちづくり協議会委員長の宮田 賢次さ

んがコミュ二ティ 安全マップの取り組みを発表されましだ。また、災害図上訓練ち実施され、推進員やまちづくり

大学の受講生、 NVNADや一般市民の方々、約60名が参加しました。

〔柴田重彦さん) 一一一 (宮田 貸次さ
会場にId、これまでコ

ミュニティが作つだ22
地区の安全マップが渇示

され、他市町の住民のお、

各種E主体ー企業の方、大学

毅綬など学識経践者や他

都市の行政担当者のほ

か、多くの方々が勲也、に

見学されていました。
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歴史を活かすということ 5 

「歴史を活かすということ」もこれで最終回です。

今回は、歴史的な事柄に関して私が考えてきたこと、

感じていることを話したいと思います。そんなわけで

ちょっとだけ説教じみた話になるかも知れませんが、

お許しください。.r神戸は新しい町Jという誤解

「神戸は新しい町である。 1868年の開港時まで

は、都市としての整備はほとんどなされてなかった。」

1979年の市政白書「桔時計からの報告」前文の言

葉である。確かに“神戸"という“都市"としてはそ

のとおりなのだが、地域の歴史や伝統までち開港以後

のものが主だと誤解されているふしがある。

本当は、明治以前、神戸は海岸沿いの小さな柑だっ

たわけだが、現在の市i或の広がりで考えれば、兵庫の

津が活況を呈し、j難の酒が生まれた江戸期はもちろん、

湊川の合戦があった中世、源平ゆかりの平安時代、万

葉集にち歌われている古代の処女塚伝説など、市内各

地域を彩る歴史と伝統の豊かさは、日本の都市の中で

も屈指のものと言ってよい。

また、神戸の歴史を考えるときに六甲山系の南側の

市街地しかイメージされないことも多い。北区や西区

は、音ながらの田園地帯に近年になってニュータウン

開発が行われた地域、といった認識だろうか。

赤松氏ゆかりの淡泊城跡や勢力を誇った石峯寺など

中世の遺構が残り、日本最古の千年家がある北区、国

宝の本堂をはじめとする文化財の宝庫大山寺や古くは

明石の中山地だったといわれる玉津のある西区、自然

の風景と古い歴史資源とがキ固まって、「神戸にちこん

な所があったのか」と再認識させられる地践である。

神戸もずいぶん広い。市域のいろいろな所を見て回

ると、「若々しくハイ力ラな港町」という以外にも、

古い日本的な顔をはじめ、さまざまな表情を待った都

市であることがわかる。

・神戸の多様性

神戸市内の各地域が持っさまざまな顔は、神戸の自

然、地形あるいは地域ごとの歴史的成り立ちの多様性

がそのまま特徴となって現れたちのといえる。神戸は

多僚性に富んだまちである。

その多様性を下支えレているのが、外来の人やもの

を自由に受け入れ、進取の気風に富んだ神戸の人々の

開放的な精神ではないかと思っている。つまり、異質

なものを排除したり無理に固化したりせず、混在を認

め合う神戸の気風が多様性を生み出すのではないか。

j毎に臨む港町では、元来、新しいものを受け入れる

土壊が育ちやすいといわれる。神戸では、それに加え、

都に近い瀬戸内海運の拠点として古くから外来の人や

物資の交流が盛んであった。 1868年の開港により

さらにその流れが加速されるとともに、都市化の進展

により、内外聞わず多くの人やちのが流入レ、明るく

開放的な独特の神戸文化が形づくられていった。

外からのちのを異質なちのでも偏男なく受け入れる

のが長年の神戸の伝統であり、多くの人が住みやすい

と感じる長所である。しかし、近年「神戸のことは神

戸だけで解決する。ヨソからあれこれ言うな。」とい

うような閉鎖的な意見を耳にすることが多くなってき

たのは残念な気がする。

日本における世界への窓口という機能が低下し、新

しい刺激が入って来ることが少なくなったことなどが

一因なのかもしれないが、神戸の多綴性を活かすだめ

にち、これからち開放的で自由な気風を残していきた

いと思う 0

・現在も歴史の一部

多くの人は歴史と現在を切り離して考える。「昔は

昔、今は今」というわけである。しかし、どこまでが

歴史でどこからが現在という線を引くことはできない

し、今行われていることも後には歴史のーコマになる。

かつて北野の町並み保存に携わっていた頃、地域を

通過する自動車交通量を調べようと、既往の同様の調

査を探したことがあった。 7~8年前に行われたこと

は判ったが報告書がなかなか見つけられず、調査に携

わった担当者に聞いてやっと手に入れた。「現在の交

通量を測るのに過去の調査などを見ててどうすのか」

と言われたが、それでもいろいろと参考になった。

例えがあまり適切でなかったかもしれないが、仕事

をしていて、過去の経験やデータ(あるいは前任者た

ちの事績〕があまり活かされていないように感じるこ

とが多い。「歴史はくりかえす」などと言うと、えら

く大げさに聞こえるが、人が代わることに同じような

ことをくりかえしている面もあるのではないか。

現在ち歴史の一部であるならば、歴史を活かすとい

うことはつまり、大昔であれ最近であれ、これまでや

ってきた人たちやその事績を大切にするということで

ある。と旬時に、将来から見れば現在ち歴史となるこ

とを意識して、ちょ っと視点を移した「未来の目」か

ら今を男てみることも大切なことだと思う。

浜田有司(住宅局住環境整備課係長)
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て読 ま ま )1J r21世紀の新産業育成に向けた
い者

ち ち 柑l'
まの

ほひ 協づ
コ 都市・地域戦略シンポジウム」のご案内

す方
か うろ {効〈 ナ 日時平成 13年3月22日〈木)午後 1時~
ら き 11 1ι1里り 場所 神戸市産業娠興センター 3階ホールの たか ひ念
;宣
f高 ちた 句てー 内容 基調講演ウィリアム Bスタフォード氏

を ば て 甘 〈 〔シ7フトル地区貿易開発協議会代表〉
お な に
待

J史 基調報告安田丑作氏(神戸大学教綬〉他
ち 亀し 千

し パネルディス力ッション (901号室〉

HATフエスティパ IL
日時:平成13年5目20日{日) 場開:HAT神 戸 水 際 広 場 閏 辺

内容:復関事業の爽i託、つi/Lメ市場、タレントライブ、つILーランク、花火箸

<問い合わせ先>

神戸市都市計画局計画部新都I[)I整備室 t e I 078-322-5486 

よーちづ-(~~会舘からのお匁lら珪-
こうべまちづくり会館地階ギャラリ ーの予定

期 閤 内 容 T マ
3 月 1 日(木)~6 白(火) 聖雲会第20回水墨 南画展

3 月 8 日 (木)~ 1 3 8(火) 第 4固神戸塁酔会展(劉素真水盤画教室展〕

3 月 15 日(木)~20 日(火) 第 20回兵庫倶楽部写友会写真展

3 月 22 日(木)~27 日 (火) フフンスの額装飾教室生徒震

3 月 29 日(木)~4月 3 日 (~) 第 15回火彩会作昂展(水彩〉

こうべまちづくり会館 1階オープンギャラリーの展示

| 3 月 1 日(木)~31 日(土)西国街道パネル展
図書販売のお知らせ

協働のまちづくり・すまいづくり

一震災復興土地区画整理における共同建替の記録一

すまい まちづくりのご相談日

・すまい・まちづくり人材センター

(こうべまちづくり会館 3F ) 

電話 078-361-4377FAX 078・361-4584

受1寸は、月火木金曜の午前 10時~午後 5時

・土日 祝日は

まちづくり相談コーナーで受け伺けます

(こうべまちづくり会館4F ) 

時間は、午前 10時~午後 5時

「1忌活動など の ご 相 談 は 」

￥1 . 500 

最寄駅

主 1崖 者

玉t!i華聖

霊』素真

兵庫倶楽部写友会

坂本宣子

火彩会

l都市計画局? パンデザイン室

別途送料を申し受けます。

申レ込みは、当センターまで

・コミュニティ相談センター (まちづくり会館4F) 

会報等の印船サービスや学習会へのインストラ

地下鉄海岸線みなと元町駅西口から 1分

クタ一派遣など

受付 午前 10時~午後 6B苦(水曜・年末年始は休館)

電話 078-361-4565

(平成 13年7月7日開業予定)
高速花隈駅東口から 3分

高速西元町駅東口から 5分

JR・阪神元町駅西口から 8分
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