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西出・東出・東川崎地区は神戸駅の南約５００ｍに

り」を実践しており、生活道路整備、住宅建設等公共

位置し、神戸の都心の西端にある神戸ハーバーランド

事業の推進に協力するほか、平成１５年３月末、都市

に隣接しています。

計画道路「湊町線」の開通に際して、「菜の花ロード」

第２次世界大戦の戦火を免れたため、地区の大半が
戦災復興区画整理事業施行区域外となり、また、阪神・

という愛称をつけ、その沿道で歴史を生かしたまちづ
くり活動に熱心に取り組んできました。

淡路大震災でも壊滅的な被害を受けなかったため、現
在でも古くからの町屋・長屋などのまちなみや町割り
が残っています。
しかし一方では、老朽住宅の密集、若年層の流出に
よる人口の減少、高齢化、狭隘道路が多い等の住環境
上の整備課題を抱えた地域でもあります。
これらの問題を改善し、明るく住みよい町にするた
めに、当地区では、昭和６０年、旧国鉄湊川貨物駅跡
地の再開発（神戸ハーバーランド）をきっかけに、地
表彰式の様子

域の自治会や婦人会などが集まって、「西出・東出・東
川崎地区まちづくり協議会」を結成し、翌年には「ま

この度、地元協議会がまちづくり事業の推進につと

ちづくり計画」を策定し、そして、昭和６２年、神戸

めてきた功績を高く評価され、第 21 回まちづくり月

市まちづくり条例に基づくまちづくり協議会に認定さ

間国土交通大臣表彰を受賞しました。平成１５年６月

れました。

２５日、東京千代田区の都市センターホテル｢コスモホ

当地区まちづくり協議会は、各種の公共事業のメリ

ール｣で行われた表彰式では、後藤会長他全国の表彰対

ットを積極的に活用し、組織的な活動でこの地域の住

象団体の代表者５３名が出席し、各まちづくり功労者

環境整備の推進等に大きく貢献してきました。また、

の業績がスクリーンで紹介された後、扇千景国土交通

行政や専門家と共に考え行動する「協働のまちづく

大臣から代表者に表彰状が手渡されました。
↑ 緑地での共同作業の様子

↓ 高田屋嘉兵衛本店跡の記念碑
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まちづくり系学生ネットワークづくり

『まちづくり系学生』とは
まちの中に自分のフィールドを持ったり、まちづく
りに興味のある学生全てのことである。
神戸では最近学生が地域コミュニティーと共同でイ
ベントを企画したり、地域の中で活動する事が増えて

本来の目的である『交流』を楽しみ、わいわいガヤガ
ヤしながら、これまでの自分の活動や経験を話したり、
情報を交換したり、色々な考えを持つ同年代に出会い、
おたがいに刺激を受け自分の中に新しい感覚を持った
はずである。

いる。学生達の興味は建築、環境問題、経済、法律、

このまちづくり系学生ネットワークづくりは今始ま

デザインなど様々で、まちづくりへの関わり方もそれ

ったばかりで、これからどこに行くのかまだ分からな

ぞれ違う。

いが、メンバー全員が自分の意見を持ち、話し合うべ
きで、方向は１つではなく多様なものである。意見の

まちはフィールド ？

対立や企画の失敗があるかもれない。
しかし、まちを愛する学生達がいる

学生の活動は、論文

かぎり終わりはない。

や研究の目的でまちを
フィールドとして利用
する事が多く、研究が

大川

輝（神戸芸術工科大学大学院

終われば、築きあげた

齊木崇人研究室）

コミュニティーが無く
なることがよくある。
そのため、学生の活動
は単発に終わることが
多く、学生が継続的に
地域のまちづくりにか
かわり、成果を上げている所は少ない。さらに、地域
で活動する学生同志は繋がりがなく、情報交換や協力
しあう事が少ないのが現状である。
そこで、学生の活動が地域に定着し継続してまちづ
くりに参加することを目的とする、学生のネットワー
クを作ることを考え、まちづくりに興味のある学生達
の交流の場として、まちづくり系学生交流会を企画し
た。参加した学生は兵庫、大阪、京都、奈良を中心に
約２０の大学、短大、高専の総勢５０人であった。

フィールドを超えた交流の場として
交流会では、元町を舞台にまち歩きのワークショッ
プを行った。元町の周辺『モトコー』『元町商店街』『栄
町通り』３本のそれぞれ性格の違った街並みを歩いて、
元町のまち歩きコースを考えた。
結果は『元町は人生の縮図であった、、、。』『街採集』
『元町３本通りの比較』『おい！モトコー』などよく分
からないヘンテコなまとめ方であったが、参加者は、

主な感想
・いろいろな学校からユニークな考えを持った人達が
集まってきていてすごく良い刺激になりました。今
後も継続的に活動に参加していきたいです。
・まちづくりに携わる学生がこんなにいるんだという
ことが自分のこれからのまちづくり活動に元気をも
らいました。次回ワークショップをやるとしたら、
もう少し具体的なワークショップの位置付け、この
ワークショップをすることにどう意味があるのかを
明確にした上で参加したい。
・まちづくりに興味を持つ学生が交流の場を持つこと
で、お互いにとってプラスになると思いました。
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ＷＳ隊活動中

Part５

by

前田

有紀（プラン

まち

さと・ＷＳ隊）

私がワークショップに行っていつも感じることは「こんな楽しい仕事でいいの？」ということです。どんな所
に行ってもとっても勉強になるし、色んなことをさせてもらえるしそして沢山の素敵な人に会えるのがとても
幸せです。
中でも本当に一番に遊ばせてもらったのが、４月６日に行
かせて頂いた「舞子スプリングフェスタ」でした。明石大橋
のたもとで様々なイベントが催されその中の「昔遊び」とい
う、昔の遊びをいろんな人に体験してもらおうといったもの
のお手伝いでした。初めはそこらへんにいる子どもたちに
「こんなんしない？」って声をかけてたんですが、たこあげ、
たけとんぼ、たけあそび、お手玉 etc・・・誘惑に負けてし
まい、いつのまにやら真剣に遊んでしまいました。おかげで、
お手玉を３個でできるようになりました。（＾▽＾；）

まちづくり会館 10 周年企画（２）
まちセンの 10 年を「あーばんとーく」記事から振り返る。
1998年（平成10年）

9月

まちづくりスポット創生事業第1号広場の整備
灘中央地区広場（なかよしランド）
第二期

神戸市民安全まちづくり大学開講

11月 こうべまちづくり会館 開館5周年記念企画展
小磯良平作品展
社会体験活動週間「トライやる・ウィーク」本格的に実施
北区の西二郎地区まちづくり協議会 4名受け入れ
12月 まちづくりセンターホームページの開設
http://www.kobe-toshi-seibi.or.jp
まちづくり会館3階に交流サロンオープン
1999年（平成11年）

2月

第1回学生向けセミナーを野田北部地区で開催

3月

五位の池小学校4年生

4月

まちづくり会館図書室

8月

｢親子で歩こうRetro KOBE」居留地返還100周年
旧居留地タウンウォッチング

タウンウォッチングを始める
リニューアルオープン

11月 居留地返還100周年記念
2000年（平成12年）

小松益善展

10月 「こうべ・まちなみ倶楽部まちなみゼミ」開講
11月 こうべまちづくり会館企画展
小磯良平作品展
第2弾

親子で歩こう

まちづくり会館
2001年（平成13年)

1月

松下局長

兵庫津の道開催

来館50万人達成

新世紀インタビュー
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こうべまちづくりセンター図書室
ま ち づ く り 会 館 4 階 ･℡ 361-4523
開館時間
午前１０時～午後６時
休館日
水曜日・年末年始
新着図書のご紹介

図書ＩＤ
名称
００３０５３ みんなのための公園づくり
００３０５４ ヴォーリズの西洋館
００３０５５ 環境型社会構築への挑戦

大分類名
著者名
出版社
土木・緑化 緑 地 計 画 学 東京農大出版会
研究室
住宅
山形政昭
淡交社
環境

発行年月
０２年３月

頁数
141

０２年７月

319

田 中 勝 ・ 田 中央法規出版
中信壽
００３０５６ 大震災１００の教訓
阪神大震災 塩 崎 賢 明 ・ かもがわ出版
西川栄一
００３０５７ 市民自治としての産業政策 行政・法律 今井 照
公人の友

０２年３月

392

０２年１０月

252

９６年９月

230

００３０５８ 新自治体の政策形成

０１年９月

212

０２年１１月

221

０２年１２月

141

行政・法律 今井 照

学陽書房

００３０５９ みどりのコミュニティデザイ 土木・緑化 中瀬 勲・林 学芸出版社
ン
まゆみ
００３０６０ 神戸とお好み焼き
神戸
三宅正弘
神戸新聞総合出版

当センターにふさわしい、図書資料をご紹介ください。担当、調査係 橋本

こうべまちづくり会館 １階オープンギャラリーの展示
８月

７日(木)～３１日(日)

悪質商法啓発パネル展

生活文化観光局消費生活課

こうべまちづくり会館 地階ギャラリーの予定
期
間
８月 ７日(木)～１０日(日)
８月２８日(木)～9 月２日(火)
９月 ４日(木)～ ７日(日)

内

容 ・ テ

ー

マ

第二回神戸美術研究所作品展（油彩他）

朝日カルチャーグループ展（油彩）
平成 15 年度書道展

主
催
者
神戸美術研究所
吉中 弘
日本書道教育学会神戸支部

投稿のお願い

まちづくりセンターでは、「あーばんとーく」が読者の皆
様のお役に少しでもたてるように、まちづくり協議会が行う
地域でのイベントなどの行事案内やまちづくり協議会の活
動の記事を募集しています。
誌面の許す限り最大限取り上げていきたいと考えていま
す。
ご希望に応じて、取材にお伺いすることもできます。
まちづくりセンター（ 電話３６１－４５２３ ）までご一
報ください。

最寄駅
地下鉄海岸線みなと元町駅西口から１分
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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