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去る 2 月 27 日（日）午前 10 時より，東灘区本山

青木の素麺の手法が伝えられたものです。享保年間に

南町の福池地域福祉センターにおいて，青木地区まち

開始された酒造業は明治頃まで行われていたそうです。

づくり協議会の設立総会が開催されました。地域住民

■今の青木は・・・（青木地区の悩み）

の方々や各団体の関係者，東灘区長，市会議員の方々

○青木地区は，震災以降新築マンションの建設が進み，

などの来賓も含め，70 名余りが出席され，協議会の

新たに青木の住民に

設立が承認されました。東灘区内においては 11 番目

なられる方々が急激

の設立となります。青木地区まちづくり協議会は，全

に増えており，元々青

体で 43ha，人口は 4,000 人弱と，とても大きなエ

木に住んでいた方々

リアであり，震災後の新住民がその中の 40％を占め

との交流や，コミュニ

ています。

ティづくりがなかな

ちなみに，青木は「おおぎ」と読みます。

か図られていないの

（青木の街並）

が現状です。

○青木地区には，地域の交通の拠点として，阪神青木
駅がありますが，駅前周辺は震災で被災した市場周
辺の再開発や，阪神電鉄の連続立体交差事業が控え
ており，工事に伴い駅前周辺は大きく変わろうとし

国道 ２ 号線
国道 ４３ 号線
阪神青木駅

ています。地区の玄関でもあるこの場所が，どのよ
うに変わっていくのか，地域の方々には大きな課題
です。

（青木地区まちづくり協議会エリア図）

■むかしむかしの青木は・・・（青木まめ知識）
伝説では青い海亀に乗って，保久

（阪神青木駅前の１コマ）
どんなふうになる
んだろう・・・？

良神社の神様が浜辺に漂着され，そ
のあたりに青亀（おおぎ）という地
名がつき，後に青木に変化したのだ

○国道 43 号線沿いは，住環境の変化が顕著となって

ということです。近世以来，漁業の

います。中には良好な住環境を阻害する施設もあり，

ほか，水車を利用して天保年間に大和の三輪からもた

沿道に面した青木地区も他人事ではありません。

らされた素麺製造業が盛んでした。有名な揖保の糸は

このように青木地区には様々な課題があり，これら

の課題を解決していくために，5 つの重点推進項目を
作り，具体的な活動について検討されています。
◆◆◆

当面の重点推進５項目

◆◆◆

①青木駅前の再開発の促進

める。
⑤青木地区まちおこしフェスティバル開催
…地域住民のコミュニティ再構築を目指し，地域ネ
ットワーク共催による住民交流の場作りを進める。

…地区の玄関にふさわしい「顔」作りを推進する。
②高齢者および障害者にやさしいまちづくり
…バリアフリー，ユニバーサルデザインを推進する。
③住み良い住環境の実現
…住み良い住環境の保全・育成を図る為，地区住民
で共有するまちの将来像に基づきルール化を図

（皆さん真剣！）
でも笑顔も多い会
議です。昔の青木
の話で盛り上がる
ことしばしば。

る。
④「美しいまち」づくり

重点推進項目が当面の活動のベースとなりますが，

…外出や散歩が楽しめる「ワンファミリー・ワンフ

今後は更にアンケート調査などを通じて地域の課題を

ラワーポット」運動，「青木の花」の制定などを進

検討していかれる予定です。皆さんガンバってます！
（東灘区役所まちづくり支援課）

こうべまちづくりセンターニュース「あーばんとー

地元組織づくりに取り組んでいます。

く」第 85 号よりシリーズで各区のまちづくりを連載

全国の都道府県ではまちづくりの拠点としてまちづ

しています。各区でまちづくりの取り組みがされてい

くりセンター設立の動きがあります。あーばんとーく

ますが、その内容や活動の範囲がそれぞれに特徴をも

第 92 号で紹介しましたが、まちづくりセンターネッ

ち、各区の住民の皆様が中心となって、地域での課題

トワーク 89 団体のうち、こうべまちづくりセンター

解決や地域おこしに立ち上がられている様子を、興味

を含め 17 のまちづくり公社・センターが設立されて

深く知っていただけるのではないでしょうか。

おり、平成５年１１月に設立したこうべまちづくりセ

このようなまちづくりの基本理念はもちろん住民主

ンターが全国のモデルとして注目されています。この

体で考えるまちづくりであり、例えば安全安心のまち

ような全国ネットワークに神戸のまちづくりの生きた

点検、いきいきとした商店街づくり、自然環境を守り

情報をこれからも全国に発信することが当センターの

育てる勉強や運動、団地などで快適に暮らしていくた

大きな役目だと思っています。

めのルールづくり等など、世代間を越えての住民活動
となっています。

こうべまちづくりセンターが施設運営している会館
は年間約 10 万人のかたに利用していただいおり、17

まちづくりには、住民・事業者、専門家、行政の相

年度には 100 万人に達しますが、市民の身近な集い

互連携が必要です。協働のまちづくりの実現に向かっ

の場としてさらに活用してもらうような会館運営をし

て、まちづくりセンターも専門家派遣等の支援に加え、

ていきたいと考えております。

各区とも連携を深めまちづくりを考えてもらうための

～付

記～

最近“まちづくり”のメニューの中に「癒しのある」まちづくりが注目を集めています。
市や各区で決められた花の“幸せの花ことば”から“こうべ”のまちをイメージするのもいいのではないでし
ょうか。

～ 長田神社周辺地域での
長田神社周辺地域 での構想策定
での 構想策定への
構想策定 への取
への 取 り 組 み ～
ど んな構想
んな 構想なの
構想 なの？
なの ？

長 田神社周辺地域って
田神社周辺地域 って？
って ？
地下鉄長田駅を降り

構想の内容についてですが、まず基本目標として『ま

たところに大きい赤い

ちの魅力２割増し』という言葉を掲げています。これ

鳥居があるのはみなさ

は自称「長田のコピーライター」の豆腐屋さんが考え

んご存知だと思います。

たもので、快適性や安全性などまちの様々な側面の魅

ここから５００ｍほど

力向上や個人個人の努力を少しづつ積み重ねることで、

北にある長田神社との

魅力と活気あふれるまちにしていくということなので

間には、商店街や市場

す。そしてまちづくりの基本方針として

など多くのお店が並ん

①まちのにぎわいづくり

でいます。

②人と環境にやさしいまちづくり

この長田神社周辺地

長田神社周辺地域

③歴史を感じるまちなみづくり

域の魅力を高め、賑わいと活気にあふれた街にするた

を掲げ、その実現に向けて、長田神社前の名物作りや

め、各商業団体・地域団体や長田神社などにより「長

店舗紹介マップ作りなど１３のプロジェクトに取り組

田神社地域活性化協議会」が設立さ

んでいきます。

れ、イベント開催やシンボルキャラ
ながもり

クター「長杜 グージー」の発案など、

構想を
構想 を 長田区長に
長田区長 に 提出しました
提出 しました

いろんなことに取り組んできました。

熱心な議論を重ね、
１年余りかけてようや

グージーです

く構想が完成しました。
そしてこの構想を行政

構想の
構想 の 策定に
策定 に 取 り 組 みました
しかし、これまでは一部の熱心な方のみで自主的に

にも知ってもらい、今

活動されており、また、活動の長期的な方針もありま

後の活動に、協働で取

せんでした。そのため、地域全体で共有する目標や活
動内容をまちづくり構想として策定し、それに基づい

右端が説明している吉岡部会長

り組んでもらうために

３月２５日に長田区役所にて区長に提出しました。

てまちづくりに取り組むことにしました。
そこで平成１５年に活性化協議会のもとに構想策定
部会を設立し、構想策定に取り組んできました。
まず、来街者アンケートを行ったり、地域の方によ
るワークショップを何回も行い、まちの現状や、今後
どのようなことに取り組むべきか、またその課題は何
かを話し合いました。

これから
これか ら も 頑張ります
頑張 ります
歴史を感じる美しいまちなみをめざした取り組みと
して、建設局との連携により、雰囲気のある案内板や
ボラード（車止め）の設置をすでに行いました。
また、まちのにぎわいづくりにむけて、長田神社で
毎月１日に行われる「おついたち」を地域をあげて盛

そしてこれらの意見をもとにしながら、構想策定部

り上げたり、昨年から始めた夏越ゆかた祭りをさらに

会にて構想をまとめていきました。その作業は毎週水

盛大なものにしようとしてい

曜日の晩に深夜まで

ます。

熱心に行われました。

そのために「わくわく商業

（参加していた役所

部 会」（ こ のネ ー ミ ング も 豆

の人間は終電を気に

腐屋さん）を設立し、準備を

して途中で帰るので

進めています。

シンデレラと呼ばれ

これからどんどん美しく、

ていました）。

にぎやかになっていく長田神
長田商業高校でのワークショップ

地下鉄 EＶ前にあります

社周辺に注目してください！
（長田区役所まちづくり推進課）

＜市民の花＞あじさい（紫陽花）

心地よい静けさ

（参考文献：片桐義子「幸せの花言葉と心をいやす花

＜市民の木＞さざんか（山茶花）

思いやり

療法」㈱永岡書店

＜東灘区＞梅（梅）

喜び

＜灘区＞マリーゴールド

輝き

＜中央区＞ペチュニア

さわやかにする

2003）
（こうべまちづくりセンター）

各区の花のロゴ

パワー
＜兵庫区＞パンジー

無邪気

＜北区＞すずらん（鈴蘭）

初恋

きく（菊）

味わい

＜長田区＞サルビア

美しさは普遍

＜須磨区＞コスモス

努力が実る

＜垂水区＞ゼラニウム

ひだまりのあるあ
たたかさ

＜西区＞なでしこ（撫子）

つつましい

こうべまちづくり会館 １階オープンギャラリーの展示
５月 ２日(月)～３１日(火)
各区の花のロゴ

都市計画総局建築技術部
技術管理課

建築文化賞と建築百選

こうべまちづくり会館 地階ギャラリーの予定
期
間
５月１２日(木)～１７日(火)
５月１９日(木)～２４日(火)
５月２６日(木)～３１日(火)
６月 ２日(木)～ ７日(火)

内

容 ・ テ

ー

マ

第１１回木彩会洋画作品展(油彩水彩)

第５０回木曜会作品展(油彩水彩)
新樹会水彩画展
神戸パステル画会第１５回ＫＰ展

主
催
者
木彩会
木曜会
新樹会
神戸パステル画会

すまい・まちづくりのご相談は
■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 078-361-4377 ・FAX 078-361-4546
受付は、月･火･木･金曜の午前 10 時～午後 5 時
■土･日・祝日は
事前にご連絡ください。

自治会活動などのご相談は
■コミュニティ相談センター（まちづくり会館４Ｆ）
会報等の印刷サービスや
自治会の相談（インストラクター派遣など）
受付:午前 10 時～午後 6 時(印刷は、5 時まで)
電話 078-361-4565
■水曜休館

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

