
 

 こうべまちづくり会館ニュース 

あーばんとーく 
Kobe UrbanTalk 

2009年9月号（第１４5号）
■兵庫運河の景観づくりに向けて（P.1） 

■「山麓リボンの道」案内マップで神戸の魅力を満喫／ライブラリー新着図書（P.２）

■第５回こうべユニバーサルデザイン都市づくり交流会（P.3） 

■発信！まちセン研究ネット④（P4） ほか 

発行：神戸市立 
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■兵庫運河周辺地域について 

兵庫運河は、日本最大級の運河です。その周辺では、

兵庫津の歴史を物語る多数の史跡、現代日本の最先端

技術を有する製造業の拠点、古くからの住宅地が混然

一体となって、味のあるまちの表情を作り出していま

す。散策路として整備された「津の道」沿いでも、こ

うしたまちの味わいに触れることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かつて運河は、貯木

場やはしけ運航の水

路として利用されて

いましたが、現在では

貯木機能は無くなり、

港湾物流の利用も限

られています。こうし

た変化を受けて、運河水面の新たな活用が期待されて

おり、レガッタなどの水上スポーツや兵庫運河祭など

親水空間としての利用もはじまっています。 

また、ホームズスタジアム神戸があるほか、中央卸

売市場西側跡地の活用など、集客拠点としてのポテン

シャルを有している地域といえます。 

■これまでの取り組み 

このような中、平成20年1月に、計画・事業に対

して国の支援が得られる「運河の魅力再発見プロジェ

クト」の認定を受け、地域（浜山、明親、和田岬地区）・

企業・行政等が参画した「兵庫運河魅力再発見プロジ

ェクト協議会」が設置されました。協議会では、長期

的な取組みについて提案書をとりまとめ、平成21年

5月、市長に提出しました。 

そして、提案の実現に向けた新たな体制として、「兵

庫運河活性化会議」が発足。今年度の主な活動のひと

つとして、「兵庫運河らしい景観づくり」を取り上げ、

景観形成のルールづくり等について検討を行ってい

くことになりました。 

■兵庫運河らしい景観を目指して 

「兵庫運河らしい

景観」と一言でいって

も、地域も広く、思い

描く兵庫運河の姿は

様々です。景観づくり

を考えるにあたり、ま

ず兵庫運河全体とし

て目標とする景観はなにか、良いところは何かを皆で

再確認し、共有していくため、「あなたが好きな兵庫

運河の風景」を企画しました。 

地域の方々のご協力も得ながら集めてきた、いろい

ろな表情をもつ兵庫運河の風景写真を市のホームペ

ージに掲載し、広く「あなたが好きな風景」の投票に

参加していただこうとする企画です。今後はこの投票

結果を参考にした「まちあるき」の実施など、地域の

景観を再確認する取り組みを進めていくとともに、ホ

ームページ等でも「デザイン都市・神戸」が持つ地域

資源のひとつである兵庫運河の魅力を広く発信して

いく予定です。 

皆さんの好きな兵庫運河の風景の投票をお待ちし

ています！ 

URL：http://tinyurl.com/lndl8n（9月10日から） 

（都市計画総局景観室）

水水とと緑緑ににああふふれれ、、人人がが集集いい、、歴歴史史のの息息づづくくままちちづづくくりり
～～兵兵庫庫運運河河のの景景観観づづくくりりにに向向けけてて～～  
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六甲の山すそや、垂水の海沿いの、それぞれ歴史を

今に伝えるまちを、リボンで結ぶようにつないだ散歩

道が「山麓リボンの道」です。 

「山麓リボンの道」は、東灘区の甲南山手から、垂

水の西舞子まで全長およそ45ｋｍのコースで、昭和

54年から整備がはじまりました。全部で１２の区間

にわかれており、ルート上には所々に道標が設置され

ています。鉄道の駅との接続にも配慮し、一気に全部

を走破するだけでなく、時間や体力に応じて気軽に歩

けるようにとの工夫もされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このたび、この「山麓リボンの道」が３０周年を迎

えるのを記念して、案内マップを装いも新たに販売す

ることにいたしました（販売場所は、末記の案内をご

覧ください）。12のコース毎に、ルートと道標の位置

など地図としての機能に加え、沿道の魅力スポットを

紹介しています。 

「あーばんとーく」の人気のコーナー「山麓リボン

の道をゆく」でも紹介されていますが、本当に多様な

魅力を楽しめるコースです。 

お屋敷町や異人館街もあれば、下町情緒あふれるま

ちなみもあります。布引の滝など自然にあふれた山道

もあれば、海を間近に一望できる道もあります。古く

からの歴史を伝える史跡があれば、新しい住宅地もあ

ります。住宅地の中のくねくねと入り組んだ道を歩い

ていると、突然視界が開けて眺望が楽しめたり、思わ

ぬところに趣のある洋館がひっそりと建っていたり、

意外な発見がいっぱいです。神戸らしい景観を楽しみ

ながら、神戸の歴史、文化にふれることができるコー

スです。 

神戸市では、「神戸らしさ」にデザインの視点で磨

きをかける「デザイン都市・神戸」の取り組みを進め

ています。山麓リボンの道はバラエティに富んだ「神

戸らしさ」を満喫できるコースです。 

案内マップを片手に、神戸の景観、魅力をぜひ体感

してください。 

（都市計画総局景観室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり会館４階の「まちづくりライブラリー」に、7月も

新たに59冊の図書が加わりました。今回は、この5～６月に実

施した「こうべまちづくり学校基礎講座」の講師、渥美公秀先

生、片寄俊秀先生の著書も入りました。 

詳しくは、下記ホームページでご確認ください。 

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

「まちづくりライブラリー」では、まちづくりに関する図書

の閲覧、貸出サービスをしています。また、ビデオコーナーで

は、「まちづくり」関連ビデオを見ることもできますので、ぜひ

ご利用ください。 

営業時間 午前10時～午後6時 

休業日 毎週水曜日、年末年始 

「「山山麓麓リリボボンンのの道道」」案案内内ママッッププでで神神戸戸のの魅魅力力をを満満喫喫  

「山麓リボンの道」案内マップのお求めはこちら 
・神戸市総合インフォメーションセンター 

（三宮交通センタービル１階）

・神戸市市政情報室（市役所１号館３階） 

・こうべまちづくり会館 

（中央区元町通り 4-2-14）

定価２００円

まちづくり会館ライブラリー 新着図書のご案内 

「山麓リボンの道」案内マップ \200 

（左）渥美公秀著 （右）片寄俊秀著 

「地震イツモノート」 「いいまちづくりが防災の基本」 

「ボランティアの知」 「スケッチ全国町並み見学」 
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神戸市では、市民や来訪者の方々が安心して快適に

過ごせる街にするために、みんなにやさしい「ユニバ

ーサルなまち･神戸」をめざして、市民や事業者の皆

様と共に、ユニバーサルデザイン（以下、ＵＤ）の視

点で様々な取り組みを進めています。 

その一環として、神戸市内でUD活動に取組む市民

団体や事業者の皆さんが集まり、コーディネーターの

相良二朗氏（神戸芸術工科大学教授）を中心に、気付

きや意見交換の場として、交流会や講座を開催してい

ます。 

去る6月25日（木）、第５回交流会「誰もが行きた

くなる、幸せを感じる街・神戸へ」を開催しました。 

今回の交流会では、遊覧船“コンチェルト”を始め、

さまざまな観光事業を展開されている南部真知子氏

（㈱神戸クルーザー・㈱コンチェルト代表取締役社長）

から、「船」という、ハードのＵＤという面ではとて

もハードルの高い条件下の観光事業を展開する中で

の様々な工夫や、ハード面の不利を補うソフト面での

取組みなど、さまざまなエピソードを交えご紹介いた

だきました。また、「社員の『お客様に幸せを感じて

いただきたい』という気持ちがお客様に伝わり、さら

にそのお客様の周りの人に伝わる『幸せの好循環』が、

社会を豊かに元気にする。」とのお話をいただきまし

た。 

その後、京都でユニバーサルな観光を企画・実践さ

れている北見貴志氏（「夢ツーリストきたみ」代表、

「バリアフリー旅行ネットワーク」副会長）を交え、

相良氏、南部氏、北見氏と会場の参加者の皆様との対

談が行われました。 

ディスカッションでは、「お客様が電話をされると

ころから、ストーリーは始まっている。どんな思いで

どんなふうに施設等に来られたのかなど、色々と想像

力を働かすことが大事。いろんな体験をして多くの引

出しを作り、それを思い出しながら想像して実践する

ことが大切。」などの意見が出されました。 

最後は、「サービスを提供する側も受ける側も、両

方が“ありがとう”と言える関係が気持ちのいい関係。

その人間関係が『誰もが行きたくなる、幸せを感じる

街・神戸』につながる。」という言葉で締めくくられ

ました。 

 

 

 

 

 

南部真知子氏    北見貴志氏        相良二朗氏 

 

 

 

 

 

 

■これまでの「こうべUD都市づくり交流会・講座」 

○第１回 大丸神戸店・商業施設編（H20.3.10） 

○第２回 神戸空港・交通ターミナル編（H20.6.30） 

○第３回 神戸花鳥園・観光施設編（H20.8.22） 

○第４回 誰もが訪れたくなる情報発信への取組み（H21.3.12） 

○第１回講座（Ｈ20.3.12） 

「トイレからみんなにやさしい施設づくりを考える」 

（講師）小林純子氏（設計事務所ゴンドラ） 

○第2回講座（Ｈ20.10.10） 

「おもてなしの心があふれるまち・神戸へ」 

 （講師）井上滋樹氏（㈱博報堂 ＭＤ統括局 特別職） 

※詳細は下記のホームページをご覧ください。 

神戸市ホームページ（こうべＵＤ都市づくり） 

http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/

universal/promote/kouryuukai.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（神戸市都市計画総局民間活力創造室） 

第第５５回回  ここううべべユユニニババーーササルルデデザザイインン（（ＵＵＤＤ））都都市市づづくくりり交交流流会会

誰誰ももがが行行ききたたくくななるる、、幸幸せせをを感感じじるる街街・・神神戸戸へへ  
～～  観観光光のの最最前前線線かからら考考ええるる、、ユユニニババーーササルルなな街街  ～～  

◆次回の「こうべＵＤ都市づくり講座」のご案内 

日時：平成 21 年 9 月 14 日（月）14 時～16 時 

場所：神戸市役所 1 号館 14 階大会議室 

テーマ：「あらゆるお客様に安心で快適な滞在を 

～京王プラザホテルにおけるＵＤとサービス～」

講師：中村孝夫氏（㈱京王ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 宿泊部長） 

〈事前申込要・定員 80 名・9 月 7 日（月）必着〉 

お申込は、電話・ﾌｧｯｸｽ・Ｅﾒｰﾙで下記まで 

   （神戸市都市計画総局民間活力創造室） 

電話：078-322-5629 

ファックス：078-322-6105 

E-mail:udtoshi@office.city.kobe.lg.jp 

◆ゲストの方の取組み（参考ＨＰ） 

 ○コンチェルトでの取組み（南部氏） 

http://www.universal-hyogo.jp/contents/ 
home/vol9/09_01_1.html 

 ○ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ旅行ﾈｯﾄﾜｰｸでの取組み（北見氏） 

http://www.bari-net.jp/ 
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～あのまちが知りたい、あのひとに聞いてみたい～ 

◇沿革：私たちの活動は、「まちづくりアーカイブズ研究会」（平成15

年12月設立）にはじまります。研究会では、まちづくり草創期の丸

山、板宿、北野・山本、真野地区について、ヒアリング活動を行い

ました。私たちは、その際に収集されたさまざまな記録が散逸しな

いよう整理・保存し、そこからまちづくりの歩みを学ぼうという趣

旨で、平成18年5月から、「こうべまちづくりアーカイブプロジェ

クト」として活動しています。 

◇近況：メンバーは、まちづくりコンサルタントやアーキビスト（記

録収集・整理保存の専門家）、市職員・ＯＢの有志。現在の活動は、

資料の整理保存やヒアリングのほか、紙資料・写真・音源・映像な

ど、まちづくりを伝えるさまざまな記録の所在・保存状況について、

情報や意見を交換しています。あのまちが知りたい、あのひとに聞

いてみたい―そんな思いが、私たちの原動力です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ままちちづづくくりり会会館館  展展示示ののおお知知ららせせ  
1階オープンギャラリーの予定 

 ※展示期間が変更になる場合があります。 

地階ギャラリーの予定 

 ※初日、最終日は展示時間が変更になる場合があります。 

 
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 

 

期 間 テーマ ・ 内 容 主 催 者 

９月 神戸ビエンナーレ2009 神戸市国際文化観光局 

（～１5日）防犯パネル展 
10月 

（１6日～）東南海・南海地震に備えて 
神戸市危機管理室 

11月 神戸建築物語 神戸市都市計画総局 

期  間 テーマ ・ 内 容 主 催 者 

8月27日(木) ～ 9月1日(火) きんもくせいの会 絵画展<水彩等> きんもくせいの会 

9月4日(金) ～ 9月8日(火) 劉 素真と神戸墨酔会 水墨画展 神戸墨酔会 

9月10日(木) ～ 9月15日(火) 第５回 回転ドアの仲間たち 油彩展 回転ドアの仲間たち 

9月17日(木) ～ 9月22日(火) 森の会展<水彩> 森の会 

9月24日(木) ～ 9月29日(火) 第４１回 兵庫倶楽部写友会 写真展 兵庫倶楽部写友会 

10月2日(金) ～ 10月6日(火) フランス額装飾展 アールデコ 

10月8日(木) ～ 10月13日(火) チェリーの会展<油彩・水彩等> チェリーの会  

10月16日(金) ～ 10月20日(火) みなと銀行福友会 会員展<油彩・水彩等> みなと銀行福友会 

10月22日(木) ～ 10月27日(火) 第18回 葦の会展<油彩> 葦の会 

10月30日(金)  11月3日(火) 第27回 神戸帆船模型の会 展示会<帆船模型> 神戸帆船模型の会 

発信！！まちセン研究ネット④ こうべまちづくりアーカイブプロジェクト 

市職員ＯＢにヒアリング

地域住民の方にヒアリング


