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トアロードは、外国人居留地のあった明治の頃、山手の住宅地と浜のオフィスを結ぶ外国人の通勤道路として
開けたところです。居留地時代からの老舗や、若者向けの新しい感覚のブティックやカフェが同居し、神戸を代
表するエキゾチックなまちなみを形成しています。
トアロード地区まちづくり協議会では、「世代を越えて楽しめるまち」、「明るく知的でエキゾチックな独自カ
ラーをもつまち」、「花と緑あふれる美しくうるおいのあるまち」を目指して活動を行なっています。
この度、トアロード地区全体を庭に見立ててまちのガーデニングプランを求めるコンペがトアロード地区まちづ
くり協議会主催で実施されました。
■ コンペの概要

川県や宮崎県からの参加もあり、審査にも熱が入りま
（１）トアロード地区全体を

した。提案者と審査員・出席者によるフリートーキン

活用して、花と緑が海から山

グもあり、それぞれのさまざまな思いが伝わってきま

へつながり、道行く人にうる

した。

おいとやすらぎを与える空間
をつくる提案。
（２）モデルガーデン（中山
手３丁目交差点歩道）のデザ
イン提案。
の両方を求める。

審査委員６名の審査により、最優秀賞１点（山鳥か
■ 公開企画提案・審査会
の様子

すみさん），優秀賞１点（松本司さん），佳作２点（中
居美佳さん，山内美陽子さん）が選ばれました。最優

2004 年１月 17 日(土)14

秀賞の山鳥さんの作品は、地区全体としては、

時から中華会館７F の東亜ホ

「TOAROAD ガーデン ART スロープ」と名づけられ、

ールにて、コンペの主催者で

壁面緑化，オープンガーデンなどによりエリアごとに

あるトアロード地区まちづく

緑のアクセントをつけるものでした。モデルガーデン

り協議会上根保会長の挨拶か

としては、近景からと遠景からの視線を意識した立体

ら始まり、コンペの主旨説明，提案者よりのプレゼン
テーションへと続いていきました。コンペには 13 名も
の参加があり、そのうち 10 名が会場に来てくださいま
した。その中には、神戸在住の方はもちろん神奈

的な提案でした。
これから実現に向けては、さまざまな課題があります
が、トアロードの今後のまちづくりが楽しみです。
（都市計画総局地域支援室）
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平成１５年度神戸市地域コミュニティパワ－アップ事業の事業評価委員会が、２月２０日に行われました。
評価委員会は、２部構成で行われ。第１部は公開で、受託事業者から本年度の事業成果を報告、まちづくり
センターからは、ワークショップ隊の派遣実績等の報告を行いました。第２部は、１部の報告を受けての審査
を行いました。
■ 事業成果報告会

■ わかりやすい内容で
報告会に参加された方からは、報告会に参加して有

各受託事業者から行われた平成 15 年度の成果報告
は、事業内容（地域での活動の様子やワークショップ

意義だったと感じられた方が多かったようです。

の様子など）だけでなく地域アシスタントとして活躍

特にワークショップ隊に対する評価が高く３ヶ年で

した各人の人となりを紹介しながら地域に受け入れら

終了するのは残念であるという、継続を望まれる声が、

れた様子など事業成果の報告にも工夫が凝らされてい

多く寄せられました。
また、経験者が「人材バンク的」に蓄積されて今後

ました。
なかには、実際に活躍した本人から報告したりまち
づくり協議会の会長さんからの応援演説など普通の事

のまちづくりに活用できればという、事業終了後の提
案もいただきました。

業説明とは一味違う内容でした。

ＷＳ隊活動中

Part１３

By

池田麻里奈（GU 計画研究所・WS 隊）

私が WS 隊に参加して一番良かったと思うのは、ワークショップで様々な参加者の方々とともにまち歩き
を行う中で様々な人やものや風景をみて、様々な意見を聞いて私自身が視野を広げることにつながったという
事です。
また、その様々な意見を WS でどのようにまとめていけばよいのか、これは私にとって本当に難しい課題
でした。
とにかく出てくる意見がどれも大事に思えて、それをまとめるなんてとてもできません。私が最後に参加し
た「天神町１、２丁目住民交流ワークショップ」では参加者の方々がとても積極的で、メモに書いて出しても
らう意見の他に、口頭での意見もすべて拾ってしまいたくなるものばかりなのです。それで私はそれらの意見
を参加者の皆さんに出してもらいながら自分がそれを書き取る役に廻る、という行動に出てみたのですが、そ
うすると今度は時間がなくなってくる上、グループ内での進行がおろそかになってしまうのです。結局周りの
方に助けていただいて何とかその WS を終える事はできました。しかしこれはチョット苦い経験でまだまだ
私には勉強と経験が必要なのですが、とにかく、WS 隊の活動はこのように自分に必要なものを見つけられる
絶好の場所でもあるということですよね。
それから WS では楽しいまち歩きの仕方もたくさん教わることができるとおもいます。私が知ったものは
「六甲山親子探訪」のまち歩きで用いた“思い出缶”という物なのですが、透明のケースに、六甲山を歩きな
がら見つけた木の葉や木の実を、ポラロイド写真とともに入れて最後に蓋をして小さな展示室を作るのです。
参加者の子供達の作品をみて、あまりにも可愛い過ぎるので自分の部屋に飾りたくなってしまいました。
私は他の WS 隊のメンバーに比べ期間が短く参加回数はたった 5 回でした。しかしそんな短い経験の中で
とても充実したものを学ぶことができたように思います。
こうべ まちセン・あーばんとーく １６年

３月号

平成 15 年度復興まちづくりセミナー

今年度のセミナーは、研究やボランティアで「まちづくり協議会」などの地域組織で活躍する学生が自分た
ちの成果を発表します。
ベテランの専門家とは違う若い目で見て、考えたまちの様子や今後のまちづくりについてレポート報告とパ
ネル展示を行います。
まちづくりセンターとしては、専門家の卵が大きく孵化するすることを願って応援する事としましたので、
まちに興味のある方、若い人が何を考えているのか知りたい方、ぜひご参加ください。

日時
場所
内容
主催

平成 16 年 3 月 20 日（土）午後 1 時から５時
こうべまちづくり会館 2 階ホール 他
研究報告、活動報告、仲間募集 等

ＳＰＮ（まちづくり系学生ネットワーク）
ひょうごまちづくりセンター・こうべまちづくりセンター

「まちづくり系学生学会」は、「復興まちづくりセミナー」に引き続き、まちづくりのベテラン「まち士」とま
ちづくりに興味のある人「まちぴー」の交流会としての「まちづくり交流 cafe」。実際のまちを見る「学生ま
ちめぐりツアーin KOBE」を行います。

まちづくり交 流 ｃａｆｅ
「まち士」が cafe のマスターであり、その店にまちづくりに悩みを持つ「まちぴー」が集まり、食事
を楽しみながらマスターの「まち士」に相談できる。今宵限りの幻の cafe

日 時 3 月 20 日（土）午後 6 時から９時
場 所 御蔵集会所（神戸市長田区御蔵通）
参加費 ￥１,０００.－（飲み物、軽食付）
対象者 まちぴー（まちづくりに興味のある人）
申込みは spn_gakkai@hotmail.com
当日の連絡先：０９０－１６７５－４０２９（イベント当日の臨時です）

学 生 まちめぐりツアーｉｎ

ＫＯＢＥ

まちづくりの基本は、まち歩きから
チャレンジャーは、長田区兵庫区の数々の試練に耐えながら、宝物を探してゴールを目指す。

集合時間
集合場所
参加費
対象者
申込みは

3 月 2１日（日）午後１時
JR 新長田駅
￥３００.－（焼き物材料費）
まちっこ（まちづくりに興味のある学生）
spn_gakkai@hotmail.com

当日の連絡先：０９０－１６７５－４０２９（イベント当日の臨時です）
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神戸市地域コミュニティパワーアップ事業（２面参照）の１６年度事業受託者による雇用合同説明会。
本事業は、国の緊急雇用創出特別交付金事業の一環であり、雇用の案内についても３月中旬にはハローワ
ークを通じて開始されます。

合同説明会
日

時

平成１６年３月１９日（金）午後２時～

場

所

こうべまちづくり会館

２階ホール

雇用人数

約８名（受託事業者６社の合計）

雇用期間等

平成１６年４月１日から６ヶ月未満
（受託事業者によって内容が異なります）

「駒ヶ林」は昔ながらの漁師まちの風情を残したまちで、細く入り組んだ路地にどこかなつかしさを感じさ
せる雰囲気があり、「史跡」や「言い伝え」なども多く残されています。
そんな駒ヶ林のまちや文化を知ってもらうために、駒ヶ林のまちに関するクイズを解きながらまちの中を散
策する「ウォークラリー」を開催します。また事前に応募された方が調理した「いかなごのくぎ煮」をラリー
参加者が試食＆投票する「味くらべコンテスト」も行います。ぜひご参加下さい！

日

時：３月１３日（土）１３：００～１５：００ごろ
（受付は１４：００まで）小雨決行
場
所：駒ヶ林公園
（地下鉄海岸線「駒ヶ林」駅出口２を南へ。車での来場はご遠慮下さい。）
参加方法：当日駒ヶ林公園にて受付
（参加費無料，申込み不要★受付先着１００名に参加賞あり）
主
問

催：駒ヶ林まちづくり協議会
合

せ：長田区まちづくり推進課

℡579-2307 当日は 090-1446-6243

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(月)～３０日(火)

まちの魅力写真コンクール展

兵庫区まちづくり推進課

こうべまちづくり会館 地階ギャラリーの予定
期
間
３月 ４日(木)～ ９日(火)
３月１１日(木)～１６日(火)
３月１９日(金)～２３日(火)
３月２５日(木)～３０日(火)
４月 1 日(木)～ ６日(火)

内
容 ・ テ ー マ
丹水会展（水彩）
兵庫倶楽部写友会第 30 回写真展
エイブル.アート近畿 2003
ひと．アート．まち アートリンク
第 18 回火彩会 作品展（水彩）
「のむら・アート・るーむ」作品展

主
催
者
丹水会
兵庫倶楽部写友会
神戸元町 130 年実行委員会
火彩会
のむら・アート・るーむ
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