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■都市計画道路「大倉山線・夢野雪御所線」整備イメージ提案（P.1）
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兵庫区北西部まちづくり協議会から、地域内で未整備である都市計画道路大倉山線と夢野雪御

所線について、整備イメージが神戸市に提案されました。

（１）兵庫区北西部のまち

兵庫区北西部は、兵庫区山麓部の西部に位置し、

起伏に富んだ地形の上に大正期から形成されてき

た住宅を中心とした市街地が広がり、地域内には平

清盛ゆかりの熊野神社や氷室神社などがあります。

地 形 条 件

やまちの形

成の経緯等

から、細い道

路が大部分

を占め、段差

や階段が多

く、古い木造

家屋等が密集し、高齢化が進行しているなど山麓密

集市街地の課題を抱えており、今後、優先的に防災

まちづくりの取り組みが必要な地域です。さらに、

地域内を通る都市計画道路大倉山線と夢野雪御所

線は、未整備の状態です。

（２）兵庫区北西部まちづくり協議会

まちづくり協議会の活動範囲は、兵庫区内の夢野

の丘小学校区（旧菊水小・鵯越小・東山小・夢野小）

を対象としており、区域面積は約141ｈａ（約8,600

世帯）と広い範囲をカバーしています。地域全体の

活性化をめざして各団体が連携し、平成19年2月に

まちづくり協議会を立上げ、地域の魅力づくりや４

つの小学校の統合に関する課題などについて検討

する一方、安全・安心部会として未整備である都市

計画道路の整備についての検討を進めてきました。

都市計画道路については、できるだけ早期の整備

が必要と考え、平成21年3月には兵庫区長に要望を

行いました。その後3年近くの時間を費やし、夢野

西まちづくり協議会と連携を図りながら、毎月開催

してきた安全・安心部会での検討、勉強会やパネル

展の開催、ニュースの発行、地域内での全世帯アン

ケート調査の実施などを通じて、「大倉山線・夢野

雪御所線の望まし

い道路イメージ」と

して地域の希望を

取りまとめ、本年2

月15日に神戸市に

提案しました。

（３）道路整備のイメージ提案

提案書では、望ましい道路イメージを、道路の構

成要素（車道・歩道・交差点）それぞれについて、

検討の視点（交通安全・

利便・快適・景観・環境・

その他）ごとに地域の意

向を整理し、具体的な箇

所ごとの「整備イメージ

図」とともに提案してい

ます。

まちづくり協議会と

しては、都市計画道路の

整備を最終の目標とす

るのではなく、道路の整

備をきっかけにまちの

イメージが一新し、若い世代が定住するようになり、

まち全体が活性化していくことを期待して、まちづ

くり活動に取り組んでいます。

神戸市としても、提案のあった「道路の整備イメ

ージ」を踏まえ、大倉山線と夢野雪御所線の都市計

画道路を見直す検討を進めるとともに、沿道の密集

市街地において、引き続き地元との協働と参画のも

と災害に強いまちへの整備改善に取り組んでいき

ます。

（都市計画総局まち再生推進課）

都都市市計計画画道道路路「「大大倉倉山山線線・・夢夢野野雪雪御御所所線線」」のの整整備備イイメメーージジ

地地域域かからら神神戸戸市市へへのの提提案案
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平成23年12月19日、「森南町1丁目地区まちづくり協定」の更新を行いました。

森南町1丁目地区は、東灘区ＪＲ甲南山手駅南側に位置し、神戸の東の玄関口

として、震災復興土地区画整理事業が進められた地区です。

「良好な住宅地と活気のあるまちが両立する、健全で魅力的なまちづくり」を

目標に、土地区画整理事業による基盤整備とあわせて、平成13年に、建物の用途

や色彩・意匠への配慮などを地域のルールとして定め

たまちづくり協定を、市長と締結しました。

このたび、森南町1丁目まちづくり協定を守る会で

は、協定締結から有効期限10年を迎えたため、アン

ケートやワークショップを実施するなど検討を重ね、

本協定を更新しました。あわせて、日常生活を快適に

暮らし、美しいまちを実現するため、生活マナー等に

ついて、新たに「森南町1丁目地区まちづくり宣言」

として定めています。

(都市計画総局まち再生推進課)

さる3月10日(土)に、神戸市立地域人材支援センター(旧：神戸市立二葉小学校)にて、「こうべ楽座＆夜市～

わがまちを語る会2012～」(主催：いきいき下町推進協議会･神戸市)が開催されました。

わがまちを語る会は、その名のとおり、地域で活動するまちづくり協議会、自治会、ふれあいのまちづくり

協議会などの様々な団体が集まって、お互いのまちづくりの情報･意見交換、交流を通じて、今後のまちづくり

に生かしていこうというものです。

9回目を迎えた今回は、『わがまちの「連携」を考える！』をテーマに、全体集会の河合 節二氏(野田北ふる

さとネット)、中田 進氏(成徳小学校父親会「パパイーヤ」)からの団体間・世代間交流に関する話題提供に続い

て、５組に分かれての学級討論、最後は全体での討論・まとめが行われました。

学級討論では、①連携のメリット②連携を妨げるもの③連携を促進するための工

夫について、各教室に分かれて議論しました。レトロな雰囲気の残る教室で、いき

いき下町推進協議会のメンバーが担任・副担任として進行し黒板を使って意見をま

とめるなど、会場は学校の授業を思い起こさせる雰囲気の中で、活発な議論が交わ

されました。参加者の皆さんも学生時代を思い出し、新鮮な気持ちで、リラックスされているように思われま

した。

まとめで各組の発表した主なキーワード

①連携のメリット

「連携することによって、実力以上のものができる」「情報を共有することで課題が

見つかる」「参加者増で元気アップ。自分も変えられる」など

②連携を妨げるもの

「若年世代の参加者が少ない」「自己主張、なわばり意識」「団体の自主性がなくなる」など

③連携を促進するための工夫

「子どもを巻き込んだイベント」「話しあい､交流､相手を認める､感謝の気持ち」「課題共有のための場」など

他にも、『世代交代をスムーズに進めるための「地域定年制とサポーター」という地域システムができないか』

『地域支援制度の縦割りの改善』などの提案がなされました。

その後の夜市の部では、地元の名物料理を楽しみながら、歓談し、一層の交流を深めました。

「森南町１丁目地区まちづくり協定」の更新

こうべ楽座＆夜市 わがまちを語る会2012 開催

森南町 1 丁目地区
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これから約1年間、市内各所で精力的に展開されている地域のまちづくり活動について、各区のま

ちづくり課等から紹介していただきます。まちづくりのベテランの方から、初心者の方まで、それぞ

れ楽しめる内容にしたいと考えておりますので、ぜひ、最終回までご愛読ください。

初回は、兵庫区さんからのレポートです。（こうべまちづくり会館）

１．概要

兵庫運河は、かつては暴風雨の避難路として、ま

た、和田岬を迂回するバイパスとして、1899年（明

治32年）に整備されました。

近年では、貯木場や

艀
はしけ

運搬の水路として

利用されていました

が、現在は、その機能

も失われ、スポーツや

イベントなどの親水空間として利用され、地域の大

切な歴史資源として、認められています。

そんな兵庫運河周辺で行われている地域の様々

な活動を紹介します。

２．地域の取り組み

≪活動事例① レガッタ≫

地域のスポーツクラブ

と地域団体等により「キャ

ナルレガッタ神戸実行委

員会」が立ち上げられまし

た。市街地で、ボート競技

ができる貴重な水面を生かして、レガッタ大会の開

催や地域ボートクラブなどによる練習が行われ、現

在、全国レベルの選手が育っています。また、平成

21年からは、子どもレガッタプロジェクトも始まっ

ています。この中から、未来の名選手がでてくるか

もしませんね。

≪活動事例② 真珠貝プロジェクト≫

地元の有志の皆さんによる

真珠貝プロジェクトが結成さ

れ、単に真珠の育成だけでな

く、子供たちの環境学習や命

の大切さの勉強など、親子中

心に活動をしています。

平成24年2月には、和田岬小学校で環境学習の一

環として、真珠貝養殖に取り組んだ小学生による成

果発表会が開催され、子どもたちの研究発表・養殖

真珠のアクセサリーを使ったファッションショー

などが行われ会場は盛り上がりました。

≪活動事例③ カモメ広場≫

運河周辺では、カモメの増加とともに、｢フ

ン害｣に悩まされていました。そこで、カモメ

を餌付けし一箇所に集め、効率的に糞清掃がで

きるようにしました。毎年3月から11月のカモ

メが集まる時期にはカ

モメの餌の販売所「かも

め小屋」が設置されるな

ど、新たな観光スポット

としての魅力化と「美しいまち」の実現のため

に、兵庫区連合婦人会が「カモメと人との共生」

によるまちづくりとして、「カモメ広場」を展

開・推進しています。

≪活動事例④ 兵庫運河祭≫

ペットボトルいかだレースを前身とする兵

庫運河祭は、兵庫運河の機能転換を機に、親水

空間としての運河を

知ってもらい、新た

な魅力や活用方法を

引き出すことを目的

に、地域、企業等で

構成される「兵庫運河祭実行委員会」が平成13

年度より毎年テーマを変えて開催しています。

運河を魅了する仕掛けや演出、兵庫区南部の

下町を感じさせるセットで毎年皆さんに楽し

んでいただいています。

３．おわりに

兵庫運河を核にした魅力ある地域づくりを

めざし、兵庫運河が区民の憩いの場となるよう、

周辺の地域･企業･学識経験者･行政で構成され

る「兵庫運河活性化会議」を立ち上げています。

これからも、この会議の場を通して、さらな

る兵庫運河の適正な保全と活用を進め、地域と

ともに、兵庫運河を軸にした歴史や水辺の魅力

を生かしたまちづくりを進めていきたいと考

えています。

兵庫運河祭(H23.9.10)

キャナルレガッタ神戸大会

浜揚式の様子

地地域域ままちちづづくくりり情情報報①①兵庫運河を活かした地域の取り組み
兵庫区まちづくり課 主査 田村 理

兵庫運河周辺の航空写真

かもめ広場
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こうべまちづくりセンターでは、地域のまちづくり活動に取り組む「まちづくり協議会」等の団体に対して、

「まちづくり専門家派遣制度」により専門家を派遣し、技術的・専門的な支援を行っています。

この制度により、平成23年度に派遣された専門家(まちづくりコンサルタント)が、各地区の活動状況や自身

の果たした役割などについて発表します。各地のまちづくりの状況を知るまたとない機会ですので、まちづく

りに関心をお持ちの方はぜひご参加ください。

◆日時：平成２４年５月１８日（金）午後１時３０分～５時３０分（受付開始：午後１時～）
◆会場：こうべまちづくり会館２階ホール
◆定員：８０名（参加無料）※申込多数の場合は抽選となります。５月はじめに、案内を送付します。
◆申込方法

参加希望の方は、①「コンサルタント派遣成果報告会」参加申込、②氏名（フリガナ）、③住所（郵便番号）、④電話
番号、⑤ＦＡＸ(ある方のみ)、⑥所属団体等・役職（該当の方）をご記入の上、ＦＡＸ、はがき、E-mailで下記まで送付
ください。 こうべまちづくり会館 〒650-0022 神戸市中央区元町通４－２－１４

FAX：０７８-３６１-４５４６ E-mail：mati3@kobe-toshi-seibi.or.jp
・申込用紙はＨＰからダウンロードできます。

http://www.kobe-toshi-seibi.or.jp/matisen/2sien/matidukurisien/houkokukai1205.htm
◆申込締切日平成２４年４月２７日（金）必着

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

３/29(木) ～ 4/17(火) 第13回神戸まちなみ緑花コンクール入賞作品展 (財)神戸市公園緑化協会

4/19(木) ～ ５/８(火) ユニバーサルデザイン都市づくり 神戸市都市計画総局

5/10(木) ～ 5/29(火) 協働と参画のまちづくりの推進/下唐櫃地域のまちづくり 神戸市市民参画推進局/下唐櫃まちづくり協議会ほか

期 間 テーマ ・ 内 容 主 催 者

3/29(木) ～ 4/3(火) ソフィア 〈油彩・水彩〉 ソフィア

4/5(木) ～ 4/10(火) 玉木・ファミリー展 〈油彩・水彩等〉 玉木 健雄

4/12(木) ～ 4/17(火) 第５7回 木曜会 80周年記念展 〈油彩・水彩〉 木曜会

4/19(木) ～ 4/24(火) いくた１５人会展 〈油彩〉 いくた１５人会

4/26(木) ～ 5/１(火) 第11回 きんもくせいの会 絵画展 〈水彩他〉 きんもくせいの会

5/３(木) ～ 5/８(火) 元町の芸術家たち展 〈油彩・水彩等〉 神戸元町商店街連合会

5/10(木) ～ 5/15(火) 木彩会 洋画作品展 〈油彩・水彩等〉 木彩会

平成23年度まちづくりコンサルタント派遣成果報告会開催！

神戸市立
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

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

こうべまちづくり会館は、神戸すまいまちづくり公社が管理運営しています。神戸すまいまちづくり公社は、

一般財団法人 神戸市都市整備公社の愛称です。


