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【路地が汚い！】 

「いつまでもきれいな路地であってほ

しい。」という住民の希望を受け、「野田

北ふるさとネット」*では、地区内の路地

の清掃イベントを行うことにしました。 

長田区野田北部地区では、平成 9 年度

から平成 18 年度にかけて、街なみ環境

整備事業により 28 本ある路地を美装化

しました。舗装はコンクリートやインタ

ーロッキングブロックなどを用いていま

すが、整備して年月が経ち、舗装の表面

が汚れてきました。特に、コンクリート

は白いうえ、掃き目模様をつけています

ので、汚れや苔、ポイ捨てガムの付着な

どが目立ちます。 

【路地を「洗う」！】 

しかし、舗装に固着した汚れは箒で掃

いたり、デッキブラシで擦っても取れま

せん。 

そこで、ＪＲ鷹取駅の地下自由通路の

清掃で使用しているポイ捨てガム等除去

機「ねっとう君」による高圧熱湯での洗

浄を試したところ、汚れや苔、ガムなど

がアッという間に取れ、コンクリートが

再び白く輝きました。 

【みんなで洗おう！】 

「ねっとう君」を使った路地まる洗い

は平成 20 年 5 月 4 日にスタートし、来

年の 3 月まで、毎月第 1 日曜日、1 回に

つき 2 路線程度実施します。 

沿道住民への広報は、路地を清掃する

旨のビラを各住戸の郵便受けに入れるだ

けです。それでも第 1 回目からたくさん

の沿道住民が参加しています。 

技術的な指導は NPO「クリーンタウン

神戸」に協力してもらいながら、住民は

路地を清掃しています。 

2004 年に「美しいまち宣言」をした

野田北部地区。クリーンパトロール、駐輪

場の指定管理、ごみステーションの管理な

ど様々な取り組みと相まって、ますます、

まちが美しくなっていきます。 

野田北部地区については各ケーブルテレ

ビ（5ch または 9ch）の「神戸このまち熱

っつあつ!!」で 9 月放送中！ 

動画配信は 

http://www.city.kobe.jp/cityoffice/15/020/catv/ 

「ねっとう君」は神戸県民局で借りるこ

とができます。 

http://web.pref.hyogo.lg.jp/ko01/ko01_3_000000007.html 

（長田区役所まちづくり課） 

平成２０年 8 月号（第１３２号）
●野田北部地区路地まる洗い大作戦！（P.1） 

●市内４地区からまちづくり構想の提出（P.2-3） 

●神戸らしい眺望景観１０選を訪ねて「会下山公園からの眺め」、

まちづくり会館展示のお知らせほか（P.４） 

      あーばんとーくの感想をおよせ下さい！ 

      発行：こうべまちづくり会館 

      http://www.kobe-toshi-seibi.or.jp/matisen/ 

こうべまちづくり会館ニュース 

主催者の「野田北ふるさとネット」 

事務局長 河合節二氏のおはなし 

こんなに人が集まるとは正直思いま

せんでした。沿道の人にとっては、部

屋の掃除と同じ感覚ですね。おばちゃ

んが多い路線では楽しそうに掃除をや

ってます。より一層、路地に愛着が沸

くんじゃないかなあ。 

路線によっては、参加が少ないとこ

ろもあります。私道の維持管理は自分

たちで行うものなのに、少し寂しいで

す。まあ、路線ごとのコミュニティの

状況が再確認できるイベントですね。

実はこのイベント、兵庫県のにぎわ

い一括助成事業の一環で、お客様のお

もてなし事業として考えていたんで

す。おもてなしと路地をきれいにしよ

うという住民の声が一致しました。 

このイベントは準備に手間がかから

ないですよ。沿道住民への呼びかけと

「ねっとう君」を手配するくらい。参

加者はみんな笑顔やし、舗装がきれい

になるし、費用はそれほどかからず、

よいイベントやと思います。 

*野田北ふるさとネット 

平成 14 年に発足。自治連合会、まちづくり協

議会、ＮＰＯ、ボランティア団体などや、地域

に関わり合いのある人々が、ゆるやかに連携し、

運営する団体で、地域内のコミュニティを守り

育て、さまざまな地域課題に取り組んでいる。 

野野田田北北部部地地区区  路路地地ままるる洗洗いい大大作作戦戦！！  
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～～住住みみ続続けけらられれるるままちち  
住住みみたたくくななるるままちち  夢夢野野西西～～  

夢野西地区では、震災後、地図訂正に取り組んだ活動をも

とに、平成 15 年にまちづくり協議会が設立されました。 

これまで「道」倶楽部、「歳時記」倶楽部、「魅力づくり」

倶楽部の３部会での、毎月の座談会を中心に検討を続け、「鵯

越花公園」の整備・管理や地区の子供達を対象に「メダカ育

て教室」を開催するなど幅広い世代を巻き込んで取り組みを

進めてきました。 

まちづくり構想では、“住み続けられるまち 住みたくなる

まち 夢野西”を目標に、①安全・安心で人に優しいまち、②

歴史や資源の魅力あふれるまち、③多世代が元気に活躍する

まち、という３つの基本方針を掲げています。 

所在地：兵庫区湊川町 10 丁目,菊水町 9･10 丁目,

鵯越町,滝山町(一部) 

面 積：約 25ha 

世帯数：約 1,300 世帯 

【夢野西地区】 
夢野西まちづくり協議会

～～歴歴史史とと地地域域文文化化をを生生かかしし、、自自然然環環境境ににややささししくく、、  
誇誇りりをを持持っってて愉愉ししくく住住みみ続続けけらられれるるままちちををめめざざししてて～～

平成１４年から勉強会が発足し、月例会の開催、まち歩き

やワークショップの企画などの活動を経て、平成１８年４月

にまちづくり協議会が設立されました。 

その後、道路・交通部会と景観・環境部会の２部会を組織

し、また、まちづくり構想策定のためのワークショップ、ゾ

ーン別検討会、テーマ別検討会を開催してきました。今年４

月には、構想の賛否を問う全世帯アンケートを実施し、６月

の総会で議決、７月１６日、神戸市に提案されました。 

まちづくり構想では、①通学路の塩屋多井畑線と塩屋谷川

をあわせて安全な水と緑のシンボル空間をつくること、②海

や山への優れた眺めやまちなみを将来にわたって守り、育て

ること、などが提案されています。 

所在地：垂水区塩屋町、松風台、下畑町、東垂水町、

青山台の一部（塩屋小学校区） 

面 積：約 200ha 

世帯数：約 4,500 世帯 

【塩屋地区】 
塩屋まちづくり推進会

Ｄｅｓｉｇｎ Ｃｉｔｙ ＫＯＢＥ 

映像で見る神戸のまちと建築 

～神戸らしい“場所”を仮想体験しよう～ 

神神戸戸のの建建築築、、街街並並みみ、、眺眺望望景景観観ななどどをを

QQTTVVRR でで体体験験ししててみみまませせんんかか。。神神戸戸ららしし

いい眺眺望望景景観観５５００選選・・１１００選選やや景景観観計計画画区区

域域ななどどのの見見所所をを、、臨臨場場感感ああふふれれるる全全周周・・

全全天天のの映映像像ででごご紹紹介介ししまますす。。  

市内４地区から、まちづくり構想の提出
～夢野西地区、須磨駅周辺地区、 

塩屋地区、垂水駅北側地区～ 

市内４地区から、まちづくり構想の提出
～夢野西地区、須磨駅周辺地区、 

塩屋地区、垂水駅北側地区～ 
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～～須須磨磨のの魅魅力力をを活活かかししたた  
安安全全・・安安心心でで快快適適ななままちちををめめざざししてて～～  

須磨駅周辺地区では、平成１１年に須磨浦商店街の有志に

より、まちづくり勉強会が発足し、その後勉強会を母体に自

治会や婦人会も参加し、まちづくり協議会が設立されました。

これまで「駅前交通実験」、「暫定ロータリー整備」など、

できることから取り組みを進めていくとともに、「いかなごく

ぎ煮まつり」、「芭蕉ウォーク」、「正岡子規と歩く幻灯会」な

ど、町の資源を活かした四季折々のイベントも催してきまし

た。 

まちづくり構想では、①人も車も快適に利用できる駅前の

まち、②須磨浦の魅力を活かしたにぎわいのあるまち、③安

全・安心で、快適なまち、を基本方向として定めています。

所在地：須磨区須磨浦通４・５丁目 

面 積：約４ha 

世帯数：約５00 世帯 

【須磨駅周辺地区】 
須磨駅周辺地区まちづくり協議会

～～安安全全・・安安心心でで住住みみよよいいままちちづづくくりりのの  
推推進進にに向向けけてて～～

平成 15 年から、まちづくり協議会の設立に向けた世話役

会としてスタートし、まちづくり説明会、まちづくりウォッ

チングなどを企画などの活動を経て、平成１７年４月にまち

づくり協議会が設立されました。 

その後、幹事会を定例開催するとともに、まちづくり構想

策定に向け、地域全体を対象とした座談会、交通実態調査、

まちの実態調査などを実施してきました。今年３月には、構

想の賛否を問う全世帯アンケートを実施し、６月の総会で議

決、７月１０日、神戸市に提案されました。 

まちづくり構想では、①潤い豊かな調和のとれた住宅中心

のまちとして、安全・安心と利便性の両立、②花や緑など快

適性と魅力向上、を基本方針として、道路や公園などのもの

づくり、建物などのルールづくりが提案がされています。 

所在地：垂水区天ノ下町、陸ノ町、御霊町、清水通、

日向２丁目、瑞が丘、旭が丘１・２丁目 

面 積：約 38ha 

世帯数：約２,２00 世帯 

【垂水駅北側地区】 
垂水駅北側地域・住みよいまちづくりを考える会

神戸市内には現在、まちづくり協議会が約１００団体あり、住

み良いまちづくりを推進するための様々な活動が行われていま

す。 

平成２０年７月、夢野西地区、須磨駅周辺地区、塩屋地区、垂

水駅北側地区の４地区において、まちづくり構想が策定され、神

戸市へ提出されましたので、その取り組みなどをご紹介します。

今後、提案されたまちづくり構想をもとに、具体的な協働の取

り組みを進めていく予定です。 

（都市計画総局計画部地域支援室）

QTVR（Quick Time Virtual Reality）は、デジタルカ

メラで天地を含む全方向を撮影し、コンピュータで処理

することにより、仮想の立方体の 6 面に各方向の画像を

貼り付けた仮想 空間として再現し、様々な方向を自由

に見ることができるようにしたものです。 

神戸市在住の QTVR クリエイター山道正男さんの作品

を展示しています。http://yamamichi.no-ip.com/ 

平成 20 年 8 月 28 日（木）～9 月 2 日（火） 

午前 10：00～午後６：00 

こうべまちづくり会館１階オープンギャラリー（入場無料） 

山道正男氏による QTVR のつくり方講座 

8/29(金)18:30～19:30・8/30(土)14:00～15:00 

こうべまちづくり会館 3 階（参加無料） 
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兵庫駅

湊川公園駅

上沢駅 

兵庫区会下山町にある標高約80mの小高い山の中の

緑豊かな公園で、古くは、1336年の湊川の合戦で、楠

木正成が本陣をおいたという歴史の舞台になったところ

でもあります。 

散策できる小道やラジオ体操ができる多目的広場、い

ろいろな種類の遊具などがあり、日常の憩いの場として

地域の方々に親しまれています。また、市内有数の桜の

名所でもあり、春には、約1,400本もの桜が咲き誇り、

毎年多くの花見客でにぎわいます。 

公園内には、眺望を楽しめる場所が数多く点在してお

り、木々の間から垣間見るまちは、まるで額縁に飾られ

た絵画のようです。なかでも、頂上の展望広場から望む

都心部や兵庫のまちは、一際素晴らしいものとなってい

ます。 

眺める場所により、さまざまなアングルの景色が楽し

めるので、ぜひアナタだけのとっておきの場所を探して

みてはいかがでしょうか。 

（都市計画総局計画部景観室） 

 

 

 

1 階オープンギャラリーの予定 

地階ギャラリーの予定 

  展示時間：１階、地階いずれも午前 10 時～午後 6 時（水曜日休館） ※初日、最終日は展示時間が変更になる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 

期  間 テーマ ・ 内 容 主 催 者 

８月１日(火) ～ ２６日(火) 建築ルール・手続き等のパネル展 神戸市都市計画総局建築指導部安全対策課

８月２８日(木) ～ ９月２日(火) 映像で見る神戸のまちと建築 神戸市都市計画総局計画部景観室 

９月４日(木) ～ ３0日(火) 悪徳商法啓発、生活情報センター案内パネル展 神戸市市民参画推進局消費生活課 

期  間 テーマ ・ 内 容 主 催 者 

8月 21日(木) ～ 26日(火) きんもくせいの会スケッチ作品展《水彩他》 きんもくせいの会 

8月 28日(木) ～ 9 月２日(火) 回転ドアの仲間たち・油彩展 回転ドアの仲間たち 

9 月 5 日(金) ～ 9 月 9 日(火) 劉素真と神戸墨酔会 作品展《水墨画》 神戸墨酔会 

9月 11日(木) ～ 9 月 16日(火) 麓和会洋画作品展《油彩》 麓和会 

9月 18日(木) ～ 9 月 23日(火) 兵庫倶楽部写友会 写真展 兵庫倶楽部写友会 

神戸らしい眺望景観 10 選を訪ねて 「会下山公園からの眺め」 
～まちなかに、こんな素敵な眺めがあるのです。～ 

こうべまちづくり会館 
開館時間：午前 10 時～午後 6 時（水曜日休館） 
場  所：元町商店街４丁目西端の南側角 

地下鉄海岸線「みなと元町駅」西 1 出口から北へ 1 分 

神戸高速「花隈駅」東口から南へ 3 分 

「西元町」東口から東へ 5 分 

ＪＲ・阪神「元町駅」西口から西へ８分 

〒650-0022 神戸市中央区元町通４丁目２-14 

電話：078-361-4523 FAX：078-361-4546 

ホームページ http://www.kobe-toshi-seibi.or.jｐ 

 
コミュニティ相談センター（まちづくり会館４Ｆ）

自治会の会報等の印刷サービス、運営等の相談 

受付：午前 10 時～午後 6 時（水曜日休館） 

ただし、印刷は 5 時まで 

電話・FAX：078-361-4565 

神戸市営地下鉄西神・山手線 上沢駅下車 徒歩 5 分 

長田区 
兵庫区 

会下山公園 


