
こうべまちづくり会館ニュース

あーばんとーく
Kobe UrbanTalk

20１0年１1月号（第１５9号）
■企画展鈴木城絵画立体作品展「昭和の神戸と市内電車」を開催（P.1）

■三宮中央通りまちかど壁画プロジェクト展開中 ほか（P.２）

■浜山地区の空間デザイン（P.3）

■第12回神戸まちなみ緑化コンクール入賞作品決定 ほか（P.4）
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来る11月11日(木)から23日(火)まで、「昭和の神戸と

市内電車」をテーマに、まちづくり会館企画展を開催

します。（開館時間 午前9時30分～午後6時。17日(水)

は休館。）

神戸電気鉄道開通100周年、神戸市電廃止40年の節

目を迎える今年、長年に渡って神戸市電をモチーフに

制作されている、鈴木 城氏の作品をとりあげること

となりました。神戸市電の往時の姿を描いた、日本画、

水彩・パステル画や立体模型など、多彩な作品計56

点を地下1階ギャラリーにて展示します。

市電は神戸の市街地の形成に大きな役割を果たし

てきました。沿線には企業や商店、官公庁が進出し、ターミナルにはショッピングセンターが展開される

など、にぎわいの創出、都市の形成に大いに寄与しました。また、市電に装飾を施し、こうべまつりの前

身であるみなと祭りを彩った「花電車」も神戸の名物となりました。市電は廃止後も神戸の市街地にその

面影を色濃く残していましたが、現在はそれも徐々に薄れつつあります。

市電沿線の昔懐かしい神戸のまちなみ・風景をご覧頂き、神戸のこれまでのまち・地域・都市の形成の

歴史を再考していただくきっかけとなれば幸いです。

神戸の市内電車(路面電車)は、明治43(1910)年。当

時の『神戸電気鉄道株式会社』（「現在の「神戸電鉄」

とは異なる）が、春日野道～兵庫駅前間の約5.8kmを

開通させたところにまで遡ります。今年は“開通100

周年”という記念すべき年にあたります。

神戸の市内電車は、民営で始まりましたが、大正

6(1917)年、市が事業を買収・継承し、「神戸市電」

として新たなスタートを切りました。市営化後は、

急速な人口増加、市域の拡大や市勢の発展に合わせ、

新たな路線を計画・建設し、昭和初期にかけて、市

内を縦横に駆け巡る｢市民の足｣として着実に成長を

続けていきました。昭和13(1938)年の阪神大水害や

第2次大戦による壊滅的な被害を乗り越え、昭和20

年代後半～30年代にかけ、市電は戦後の最盛期を迎

えました。その後の高度経済成長と都市への人口集

中、急激な“モータリゼーション化”による運行速

度やサービスの低下が、「市民の市電離れ」に拍車を

かけ、昭和46(1971)年の栄町線廃止を最後に幕を閉

じました。

こうべまちづくり会館の機

関誌の最新号「宙Vol.５ 神戸

－そのまちの近代と市街地形

成－」では、神戸市電の盛衰の

歴史や、神戸のまちの発展に果

たした役割などを取り上げて

います。企画展とあわせて、是

非ご覧ください。(定価1,000円)

まちづくり会館ならびに郵送にてお求めになれ

ます。詳しくは、会館ホームページをご覧ください。

http://www.kobe-toshi-seibi.or.jp/matisen/0urban/sora/sora.htm ｌ

こうべまちづくり会館ギャラリー企画展 【11/11（木）～23（火）】

鈴木 城 絵画立体作品展「昭和の神戸と市内電車」を開催

神戸市電の盛衰の歴史

三越前 元町 6 丁目 昭和 38 年

まちづくりセンターレポート「宙(そら)」のご案内

神戸市電路線計画図

「宙 Vol.5」

巻末資料より
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「三宮中央通り」は神戸国際会館南側の東西の道

であり、名前のとおり三宮エリアの中央に位置して

います。街路樹が立ち並ぶゆったりとした広い道で

は、春と秋の年２回オープンカフェを開催していま

す。この通りにおいて、２，３年ほど前から落書き

被害が目立つようになりました。落書きはまちの景

観を著しく損なうだけでなく、周辺地域の治安悪化

を招くともいわれています。そのため、三宮中央通

りまちづくり協議会では、沿道権利者や行政と協力

して、落書きの一斉消去活動を過去２回実施しまし

たが、数ヵ月後には再び同じ場所に落書きされるな

ど“いたちごっこ”が続いていました。

そこで、落書きの被害を未然に防ぐ方法として、

頻繁に落書きされる建物の壁面等に、デザイン性に

優れた『壁画』を設置する事業に取り組むことにな

りました。それが「三宮中央通りまちかど壁画プロ

ジェクト」です。プロジェクトの実施にあたり、同

協議会が中心となって、神戸市や、沿道の壁面所有

者とともに実行委員会を結成しました。このプロジ

ェクトを通して、落書きの抑止効果を高め、『デザ

イン都市・神戸』にふさわしいまちなみを目指すと

ともに、多くの人に三宮中央通りへの関心を持って

いただくことで、通りの賑わいづくりと更なる魅力

の創出につながることを期待しています。

実行委員会では、現在、三宮中央通り沿道５ヶ所

の壁面に設置する『壁画』のデザインを募集してい

ます。入選作品は、縦1.5m、横2m程の大きさに拡

大プリントした後、来年の１月下旬頃に『壁画』と

して設置する予定です。テーマは「まちを明るくす

るもの」で、どなたでも応募可能です。皆さん、奮

ってご応募ください！（中央区まちづくり推進課）

神戸には、北野異人館や旧居留地に点在する様々

な近代建築群、住吉周辺の山の手の邸宅、郊外の茅

葺民家や中世寺院など、他都市には類をみない様々

な建築物があります。

神戸市ではこれらの歴史的・文化的価値の高い建

築物の紹介に加え、「デザイン都市・神戸」の建築

文化の魅力を幅広く知っていただくために「神戸建

築物語」と題し、地域や建築にまつわる「テーマ」

や「物語」を紐解く、講演会や建築物の見学会、周

辺のまち歩き等を平成17年度より実施してきまし

た。

第10回目となる今回は、東灘区の御影・住吉山手

地区で、「阪神間モダニズム物語」をテーマとして、

10月9日（土）に開催

しました。当日は、悪

天候にも関わらず多く

の方に参加いただきま

した。講演会では、阪

神間の住宅文化の歩み

や、近代建築を伝える

絵葉書などからモダニズム文化の広がりを感じて

いただきました。続い

て見学会では、朝日新

聞社の創設者 村山龍

平氏が建てた洋館（旧

村山邸）や、香雪美術

館、いけばな小原流の

小原豊雲記念館を見学

し、往時の建築文化の一端にふれていただきました。

「神戸建築物語」は今後も継続的に開催する予定

ですので、神戸のまちや建物の歴史・文化に興味の

ある方は、ぜひご参加ください！

（都市計画総局まちのデザイン室）

壁画のイメージ

『三宮中央通りまちかど壁画プロジェクト』を展開中です！

「「第第1100回回 神神戸戸建建築築物物語語」」をを開開催催ししままししたた！！！！

「神戸建築物語」パネル展 好評開催中 !!
これまでの神戸建築物語のパネルを展示してい

ます。

展示場所： コミスタ神戸（神戸市生涯学習支援センター）

西本館 ３階展示スペース

展示期間：11月11日（木）まで

講演会の様子

※詳細は中央区ホームページをご覧ください。
(http://www.city.kobe.lg.jp/ward/kuyakusho/chuou/
oshirase/event/hekiga.html）

設置前 設置後

小原豊雲記念館
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１．浜山地区の特徴とまちづくりの経緯

浜山地区は、三宮から西へ約５㎞の兵庫区南部に

位置し、周辺を運河に囲まれた島状の地域です。地

区内を東西に都市計画道路高松線が貫き、その拡幅

整備後にインナーシティの起爆剤として、地下鉄海

岸線が建設されました。地区の東隣には、神戸ウイ

ングスタジアムが建設され、平成14年に、FIFAワー

ルドカップ2002が開催されました。

浜山地区は、大正時代に建築され老朽化が進んだ

長屋等の低層木造住宅が密集し、外周の公道から一

歩中に入れば幅員２～３ｍの未舗装の私道が入り

組み、防災上きわめて危険な状況にありました。

現在、浜山地区では、「子供からお年寄りまでが

安心して快適に暮らせる住みよいまち｣を目指して

まちづくりが進められています。

２．浜山地区の空間デザインのおもしろさ

浜山地区のまちづくりでは、地区内の御崎町西公

園（通称みさきひろば）とまちかど広場を、歩行者

優先道路やコミュニティ道路でネットワーク化し

ています。これらの道路は、浜山地区の「ウォーキ

ング・コリドー（歩行回廊）」と位置づけられてお

り、地下鉄海岸線「御崎公園駅」近くの店舗や生活

利便施設の集積するまちの中心部、小・中学校など

をネットワーク化することも視野に入れているよ

うです。

御崎町西公園や歩行者優先道路等の計画を作成

する過程で催されたワークショップでは、住民から、

「子供からお年寄りまで」「健康」「快適」「人と車

の共存」「安全で楽しく歩ける」「ふれあい」などの

キーワードが出されました。浜山地区のまちづくり

における空間デザインの特徴は、これらのキーワー

ドや地域からの表象を軸に、歩行回廊や公園、点在

するまちかど広場をデザインし、それらに連続性や

統一性を持たせている点にあります。また、そのデ

ザインは、すでにある周囲の造形や素材との融合が

意識されたものでもあります。それらが快適な空間

をつくり出しているように感じられます。

付け加えるならば、これらの空間、そして今後つ

くり出される空間が、かつて親しんだ路地に代わる、

人々が集う居心地の良い空間になれば、まちの魅力

は一層高まるのではないでしょうか。

空空間間像像研研究究会会のの活活動動 そそのの１１７７
奥井 正造 （空間像研究会）浜浜山山地地区区のの空空間間デデザザイインン

－ 浜山地区の空間デザインを辿る －
御崎公園駅からスタジアムに向けて、網代模様の

歩道を進むと、サッカーボールを模した石造りの車
止めや親子をイメージした大小のペアポールの車止
め、スタジアムの屋根を意識してデザインされたパ
ーゴラなどのおもしろいデザインに出会います。

一方、市電の敷石が配されたまちかど広場に向か
っては、高松線の舗装模様の変化が人々を誘います。

A コミュニティ道路
舗装のデザインは｢ふれあい｣を
想起させる網代模様を基本に色
彩･帯を織り交ぜ構成されている。

B 御崎町西公園 健康遊具や築山が配置されている。

C 歩行者優先道路
サッカーボール型やペアポ－ル型の車止め、スタジアム
の屋根と類似形状のパーゴラが見られる。

D 御崎あいあい広場（まちかど広場）
再利用された古い市電の敷石と芝生を帯状に配置して
いる。舗装ブロックは、コミュニティ道路などに使われ
ている網代模様と高松線歩道部の模様を交互に配置し、
両者に連続性を持たせている。また、地元在住の造形作
家、堀尾貞治氏によるモニュメントも設置している。

御崎公園駅 高松線

浜山
小学校

ホームズスタジアム
神戸
（旧神戸ウイング

スタジアム）

御崎町西公園

C
↓

DA →

兵庫運河

B

まちかど広場

高松線歩道
部の模様網代模様

モニュメント

まちかど広場に
使われている
旧市電の敷石
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(財)神戸市公園緑化協会が主催する「神戸まちなみ緑花

コンクール」では、毎年個性的で美しいまちなみ創造に向

けて、日頃から努力されている個人や団体を表彰していま

す。市民の皆さんの花や緑への関心の高さを反映して、管

理方法やデザインに創意工夫を凝らした作品が年々増えて

きています。第12回を迎える今年は、住宅緑花部門(個

人)123点、まちなみ緑花部門(店舗・団体)36点の計159点

の応募がありました。

この中から「神戸まちなみ緑花大賞」をはじめ、「こうべ

まちづくりセンター賞（住宅緑花部門/まちなみ緑花部門）」

などの入賞作品が選ばれ、10月23日(土)神戸総合運動公園

で行われた「緑と公園のつどい」で表彰されました。

こうべまちづくりセンターは、これからも花と緑あふれ

るまちなみの創造を応援していきます。

詳細は花と緑のまち推進センターホームページをご覧

ください。

http://www.kobe-park.or.jp/hanamidori/event/07_machinamin.html

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。

期 間 テーマ ・ 内 容 主 催 者

10/28(木) ～ 11/７(日) 悪質商法・生活情報センターパネル展 神戸市市民参画推進局

11/８(月) ～ 11/16(火) くらしの中の計量パネル展 神戸市市民参画推進局

11/18(木) ～ 11/30(火) 美緑花こうべ環境ポスター展 神戸市環境局

12/2(月) ～ 12/14(火) 市民花壇コンクール入賞作品展 （財）神戸市公園緑化協会

期 間 テーマ ・ 内 容 主 催 者

10/2８(木) ～ 11/２(火) 第２回 墨咲会 水墨画・墨彩画展 墨咲会

1１/４(木) ～ 11/９(火) 神戸写遊会 写真展 神戸写遊会

11/11(木) ～ 11/23(火)

※1７日(水)は休館です

企画展～『昭和の神戸と市内電車』

鈴木城・神戸市電絵画立体作品展<水彩・立体等>
こうべまちづくり会館

11/25(木) ～ 11/30(火) 川崎重工グループ 絵画展<油彩・水彩等〉 川崎重工グループ

12/2（木） ～ 12/7（火） 彩風会作品展 <水彩〉 彩風会

開館時間：午前９時30分～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９時30分～午後５時30分（水曜日休館）
ただし、印刷は5時まで

電話・FAX：０７８-３６１-４５６５

第第1122回回 神神戸戸ままちちななみみ緑緑花花ココンンククーールル入入賞賞作作品品決決定定！！！！

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

神戸まちなみ
緑花大賞

西区 池田邸

こうべまちづくり
センター賞

(住宅緑花部門)

長田区 松崎邸

こうべまちづくり
センター賞
(まちなみ緑花部門)

垂水区
ネッツトヨタ兵庫
株式会社名谷店


