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今回は、垂水区でのまちづくりの取り組みを紹介しま
す。
１ ． 垂水区
垂水 区 の 成 り 立 ち
垂水区は、明治 22 年に明石郡垂水村として誕生し、
昭和 16 年に神戸市に合併、須磨区に編入され、昭和
21 年に分区しました。その後、昭和 22 年に明石郡
の 7 カ村（西神地区）を編入しましたが、昭和 57 年

ゼラニウム街道
ゼラニウム 街道づくり
街道 づくり

西神地区が「西区」として分離しました。位置的には

３ ． 垂水区の
垂水区 の 今後の
今後 の まちづくり
まち づくり

神戸市の西端に位置し、明石市と隣接しています。区
内の地勢は、塩屋谷川、福田川、山田川などの谷筋と

ジェームス山
ジェームス 山 の ライオン石像
ライオン 石像

垂水区では、駅周辺にまちの課題を抱える地域が少
なくありません。

その間に広がる丘陵地で形成されており、ほとんどが

平成 1２年から「今後の神戸の都市づくり」を契機

住宅地です。かつては、各河川の流域に集落が散在す

にこれらの地域の方々と話し合いを始め、この度まち

る小村でしたが、都市化が進み、昭和 30 年に 5 万人

づくり協議会「垂水駅北側地域・住みよいまちづくり

だった人口が、40 年には 10 万人、50 年代には 20

を考える会」が 4 月 3 日に発足しました。そこでは都

万人と急増しました。現在は約 22 万人で、神戸市の

市計画道路やまちの課題解決に向けた取り組みが検討

人口の約 15％を占めています。

されています。（詳しくはあーばんとーく 6 月号を参
照してください）

２ ． 垂水区の
垂水区 の 魅力資源
明石海峡大橋は全長約 4km の世界一のつり橋です。

また「舞子まちづくり勉強会」においても、まちづ
くりセンター、市民活動支援課と協働で、昨年度に「美

主塔間の距離 1,991m が世界一です。区役所では『明

しいわがまち点検事業」を行い、今年度は「美しいま

石海峡大橋びゅースポット 50 選』（地図）を作って

ち協働プロジェクトメニュー」について検討を行って

PR しています。また付近には舞子海上プロムナード

います。地域でこれまでに行われている活動（川・公

や移情閣などがあります。

園の清掃）に加え、ごみ出しのマナー向上に向けた取

垂水区は、いかなのごくぎ煮発祥の地です。『食べて

組みを行い、地域の緑化にもつなげていく予定です。

もい～かな、い～かなごっ！（GO!GO!）』のフレーズ

この他に、塩屋や東垂水でもまちづくりに向けた勉

でおなじみの「いかなご GOGO」の CD もあります。

強会を行っています。

その他にもカキツバタや野点で有名な多聞寺、県下最

４ ． おわりに

大の前方後円墳である五色塚古墳、英国人貿易商のジ

昨年度行った区民アンケートでは、約 92％の方が

ェームス氏が開発したジェームス山、明治天皇の弟の

「垂水に住み続けたい」と回答しました。まちづくり

有栖川親王の別邸であったシーサイドホテル舞子ビラ

にはいろんな形がありますが、地域の最大の魅力資源

神戸、一の谷の合戦の戦没者を葬った源平合戦戦没者

である「人」を大切にし、
『いつまでも住み続けたいま

供養塔、2 万年前の旧石器などが発見された大歳山遺

ち』となるよう、より一層垂水の個性や特徴を活かし

跡、また海神社、転法輪寺、平磯緑地、花の名所・花

た魅力あるまちづくりを実現したいと考えています。

の街道、などなどたくさんあります。

（垂水区まちづくり推進課）
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震災復興土地区画整理事業

１

森南第三地区

森南地区は、神戸市の東端に位置し、国道２号とＪ
Ｒ東海道本線に南北を挟まれた区域で、阪神・淡路大
震災により約７割の建物が大きな被害を受けました。
そこで、早期の復興及びＪＲ甲南山手駅開設に伴う
都市機能の更新をめざし、道路等の公共施設を一体的
に整備し、安全で快適な市街地の整備を行うため、震
災復興土地区画整理事業を進めてまいりましたが、こ
森南の位置図

のたび平成１７年３月１４日付けで換地処分の公告を
行いました。（なお、第一地区及び第二地区は、平成
１５年２月１４日付けで換地処分の公告を行っていま
す。）
事業化においては、まちづくり協議会と協議を重ね、
平成１１年３月９日にまちづくり提案を受け平成１１
年１０月７日に事業計画を決定し、事業に着手しまし
た。
その後、道路の新設や、ポケットパークなどの、公
共施設の整備と宅地整備を行い、地区の復興も進んで
います。
なお、森南第三地区は神戸市が施行する１１地区で
の震災復興土地区画整理事業の中で、７番目の換地処

ポケットパーク

分となります。
◆事業の概要◆
名称

。

森南通学路

施行者
事業着手

神戸国際港都建設事業森南第三
地区震災復興土地区画整理事業
神戸市
平成１１年１０月７日

施行区域

東灘区森南町二丁目

地区面積

約５．３ｈａ

総事業費

約２１億円

公共施設

道路
１，７６２ｍ
都市計画道路
深江幹線
２１３ｍ
本庄本山線
２３１ｍ
森南西線
２７６ｍ
区画道路
１，０４２ｍ
ポケットパーク（２箇所）
３７６㎡
公園
森公園
５，１０７㎡
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２

御菅西地区

御菅西地区は、神戸市が施行する震災復興土地区画

御菅西地区は、ＪＲ兵庫駅と新長田駅のほぼ中間、

整理事業の中では 8 番目の換地処分です。

神戸高速鉄道長田駅の南約 300 メートルに位置し、
長田線と細田線に接する工場と住宅が混在した地域で
した。阪神・淡路大震災で約８割の建物が大きな被害
を受け、多くの尊い命が奪われました。
このため、早期の復興と防災性に優れた安全で快適
な市街地整備を目指して、震災復興土地区画整理事業
を進めてきましたが、平成 17 年 3 月 24 日付けで換
地処分の公告を行いました。
平成 8 年 9 月 13 日に御蔵通 5･6 丁目町づくり協
議会から提出されたまちづくり提案を受けて、平成 9
年 1 月 14 日に事業計画決定を行い、事業に着手しま

御菅西地区位置図

した。
事業化においては、御蔵通５・６丁目町づくり協議
会では、「一日も早くまちを復興させたい」との願い
から、コミュニティ道路、御蔵北・南公園のワークシ
ョップを行うなど自主的にまちづくりに取り組んでこ
られました。事業では、道路の拡幅・新設をするとと
もに、防火水槽を備えた公園の整備なども行ってきま
した。

◆事業の概要◆
名称
施行者
事業着手
施行区域

神戸国際港都建設事業御菅西地区
震災復興土地区画整理事業
神戸市
平成９年１月１４日

地区面積

長田区御蔵通５丁目及び６丁目
北町３丁目 他
約４．５ｈａ

総事業費

約１０２億円

公共施設

道路
都市計画道路
長田線
細田線
区画道路等
公園（２箇所）
御蔵北公園
御蔵南公園

地区の様子
平成 7 年 4 月↑
↑
平成 16 年 12 月→
→

２，０３１ｍ
１１１ｍ
１７４ｍ
１，７４６ｍ
２，５００㎡
１，０００㎡
１，５００㎡

御蔵南公園
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震災 10 年神戸からの発信

日

時
７月２３日(土)９：００～１２：４０
（当日の受付は ８:４5 から）

集合場所 神戸大学海事科学部
コンファレンスホール
（阪神深江駅下車 10 分）
小雨決行

参加費 無料

○旧商船大学、下水処理場、運河、酒蔵…「水」に関わ
る施設と、まちの復興の取り組みをたどりながら、東
灘の浜の手のまちを訪ねます。
今後の予定
☆

9/10（土）長田神社・新長田・駒ヶ林

復興のまち長田・古今横断、食とものづくり
☆１０/２（日）湊川・新開地周辺

下町の住まい再建

参加希望の
参加希望の方は

☆１０/２２（土）六甲道・水道筋・王子動物園

参加者全員の氏名・年齢・代表者の住所・電話番号、
参加希望の日（複数可）を記入し、

人と動物の復興物語（親子向き）
☆１１/１２（土）鷹取かいわい～須磨水族園

FAX：361-4546
E メール：mati3@kobe-toshi-seibi.or.jp

秋の休日、須磨の遊び場めぐり（親子向き）
※各回とも開催日の１０日前頃に参加証をお送りしま
す。
詳しくは、参加証をご覧ください。
※次回以降については具体的な内容が決まり次第、順次

こうべまちづくりセンターまで
各回定員 50 名。多数のときは抽選。
主催 協働のまちづくり～これまでとこれから～実行委員会
神戸市

広報します。

第３回

ユニバーサルデザイン全国大会
ユニバーサルデザイン 全国大会

（ 神戸開催）
神戸開催 ）

建築・
建築 ・ まちづくり ユニバーサルデザイン シンポジウム
“まちに出る”ことに対して様々な立場の方が語っ

◆申
申

込

～

特別プログラム
特別 プログラム

みんながまちへ出
みんながまちへ 出 る

定員５００名

（無料・申込先着順）

た「100 人の本音メッセージ」と障害のある方々の「街

氏名（フリガナ）、連絡先（℡、Fax、E-mail）

歩き体験」の『映像』を交え、“ユニバーサルデザイ

を明記の上、ＦＡＸ又は HP から申込み

ンの観点から建築・まちづくりに期待すること”につ

（映像字幕付き、手話通訳・要約筆記あり）

いて、《建築・教育・スポーツ・デザイン・医療福祉・
交通》の各分野でご活躍のパネリストと共に考える。

◆日

時

平成１７
平成 １７年
１７ 年 ８ 月 １９日
１９ 日 （ 金 ）
午後１時３０分～４時００分

◆会
会

場

神戸国際展示場

(神戸市中央区)

ポートライナー市民広場駅・徒歩３分

◆問合
問合・
問合 ・ 申込先

神戸市都市計画総局技術管理課

（TEL）０７８－３２２－５６２９
（FAX）０７８－３２２－６１１８
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/
t/keikaku/ud/ud_top/index16-2.htm
＜映像制作協力＞

（五十音順）

神戸学院大学・神戸芸術工科大学・摂南大学
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