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■ 「デザイン都市・神戸」の玄関口 三宮駅周辺の都市整備空間整備について（P.1）
■ 平成2４年度 まちづくり功労者国土交通大臣賞を受賞しました!（P.２）
■ 地域まちづくり情報④須磨区編 須磨海岸を活かした地域の取り組み（P.3）
■ 図書紹介～平清盛と神戸～ 他（P.4）
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現在の通路

三宮駅周辺は、神戸の賑わいや活力の創造を先導

し、「デザイン都市・神戸の玄関口」として、誰も

がわかりやすく、便利で快適に利用できるシンボリ

ックな都市空間として整備を進めています。

ここでは、現在行っている阪神三宮駅改良工事や

周辺の歩行者通路の整備について紹介します。

【阪神三宮駅改良工事＆三宮駅前東地下線】

阪神三宮駅は、昭和 8 年に開業した地下駅です。

これまで改札口は西側に１箇所しかなかったため、

ラッシュ時に混雑するほか、非常時における二方向

の避難経路確保やバリアフリー化などの課題を抱

えていました。

そこで、長年の懸案事項を解決するため、平成

17年度より駅の全面的な改良を行っています。

具体的な整備内容は、東改札口の新設や西改札口

の改築（改札前の通路を拡幅）、下り線路と折り返

し線路の入れ替え、上下ホームの拡幅、各ホームの

エレベーターの新設です。

阪神三宮駅改良工事の完了は来年春を予定して

いますが、それに先立ち、今年３月 20日からは東

改札口およびミント神戸とさんちかをつなぐ地下

通路「三宮駅前東地下線」が利用できるようになり

ました。

【三宮駅前東線】

三宮駅前東線は、新交通三宮駅改札口前からミント

神戸の西面を通って中央幹線を横断する全長 130ｍ

の歩行者デッキです。平成 18 年 10 月のミント神戸

オープンに合わせて一部区間の供用を開始しました。

残る中央幹線横断部に

ついては、平成 24年 7

月中の完成を目標に整

備を進めています。中

央幹線の南側歩道部に

は地下～地上～デッキ

を繋ぐエレベーターが

設置されますので、是非ご利用ください。

また、今秋には小野柄歩道橋（国土交通省兵庫国道

事務所所管）も架け替えられ（ただし東側エレベータ

ーは平成 24 年度内に設置予定）、さらに歩行者の利

便性が向上します。

【阪神三宮駅西改札口周辺の地下空間整備事業】

来年春に阪神三宮駅改良工事で西改札口が改築さ

れることにあわせて、その周辺の地下通路をより安全

で円滑に歩行できるように、天井・壁面の改修、防災

施設の整備、さらに案内サイン等を整備し、三宮の地

下の玄関口にふさわしい魅力的な空間を創造します。

（都市計画総局計画部計画課）

デデザザイインン都都市市・・神神戸戸のの玄玄関関口口 三三宮宮駅駅周周辺辺のの都都市市空空間間整整備備ににつついいてて

阪神三宮駅東改札口

三宮駅前東地下線

三宮駅前東線完成イメージ図

阪神三宮駅西改札口周辺の
地下空間整備イメージ図
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ワークショップの開催

ハーバーランドの全景

まちづくり功労者国土交通大臣表彰は、魅力あるまちづくりの推進に特に著しい功績のあった個人や団体ま

ちづくり法人を表彰するもので、３０回目となる今回は、全国で２９件が選ばれました。神戸市内では「御影

地区まちづくり協議会」と「ハーバーランド運営協議会」の２団体が受賞しました。

御影地区は東灘区西部に位置し、臨海～山手にか
けて南北に広がる地域です。このうち、住商工の用
途が共存する臨海部（御影浜手）の住環境の保全に
向けた取り組みが受賞の対象となりました。江戸時
代以降栄えた酒どころ「灘五郷」のひとつ「御影郷」
の地であり、現在も造り酒屋や酒造工場が操業して
います。

当地区では、「御影地区まちづくり協議会」が平
成 12 年に設立され、平成 17 年には協議会内に浜
手部会が設けられ、地域課題を共有している範囲で
まちづくりの方向性が検討されました。

その後、まちづく
りルールの策定に向
けて、勉強会、アン
ケート調査やニュー
スの発行などにより、
地域住民等の合意形
成が進められ、平成
22年には、「神戸市
地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基
づき「御影浜手まちづくり協定」を市長と締結しま
した。

当協定では、「歴史・文化を活かした“住工共存”
のまちづくり」を目標に、ゾーンごとに土地利用の
方針を掲げ、地区独自のまちづくりルール（建物用
途の制限、まちの美観への配慮等）を定め、住民自
らが地区の特性を活かしたきめ細かなまちづくり
を進めています。

（都市計画総局計画部まち再生推進課）

神戸ハーバーランド運営協議会は、ハーバーランド
における地区環境の継続的な維持やイベントの運営
などを協力して行うことを目的に、前身の「ハーバー
ランド建設協議会」を発展的に解消させたかたちで、
テナント、権利者（土地、建物）、施設管理者などに
より平成３年に設立されました。

以降、「神戸ハーバーランド株式会社」が事務局と
なり、下部組織に「総務委員会」、「交通委員会」、「来
街促進委員会」の３つの委員会を設け、地区内で様々
な取り組みを行ってきました。
「総務委員会」では、地区内整備事業の調整、放置自
転車対策、避難誘導マップの作成、クリーン作戦など、
地域の課題解決の
ための活動を、「交
通委員会」では、大
規模イベントなど
における警備・交通
規制対策、駐車場対
策などを、「来街促
進委員会」では、“モ
ザイクジャズフェ
スティバル”などの
各種イベントの開催、情報誌・観光ＭＡＰの発行など
を行ってきました。

また、平成２０年には、まちびらき２０周年にあた
る平成２４年を目標に、まちの活性化のために緊急に
取り組むべき課題をとりまとめた「緊急まちづくり行
動計画」を策定し、エスカレーター整備、神戸ガス燈
通りの歩道整備、イルミネーション整備などに市と連
携して取り組み、神戸の都心ウォーターフロントの西
の核にふさわしいま
ちの活性化を図って
きました。

今後、ますますの
活動の発展により、
ハーバーランドをさ
らに魅力あふれるま
ちにし、「デザイン都
市・神戸」をけん引
することが期待されます。

（都市計画総局計画部まちのデザイン室）

平平成成2244年年度度 ままちちづづくくりり功功労労者者国国土土交交通通大大臣臣賞賞 をを受受賞賞ししままししたた！！

土地利用の方針

モザイクジャズフェスティバル

御影地区まちづくり協議会 ハーバーランド運営協議会ハーバーランド運営協議会
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１．概 要

須磨海岸は、かつては漁業や

海水浴を通じて、地域住民の生

活に深く関わりがあったと言わ

れていますが、近年では夏の海

水浴のイメージだけが注目され、

地域住民にあまり馴染みがある

とはいえません。

しかし、実際は夏以外もいろ

いろな取り組みが行われており、魅力を発見すること

ができます。そんな須磨海岸における取り組みと今後

の地域づくりについて紹介します。

２．須磨海岸における取り組みについて

須磨海岸の魅力・特色としては、

①鉄道や車からのアクセスがよい。

②近くに寺・神社等の歴史・観光資源が多い。

③ロケーションがよい。

④海・砂浜の生物、植物等触れ合える。

⑤地域住民の生活圏に近接している。

等が挙げられます。

これらを活かした主な取り組みとして、子供達が砂

を使って造形するプレイフル・サンドアート、須磨レ

ガッタ、シュノーケリング、地曳網や海水浴シーズン

前後に行われる延べ 7,000 人が参加するクリーン作

戦等があります。

３．須磨の海岸文化づくり

須磨区では、平成 23年から、須磨の海岸文化づく

りを始めました。目的は、

①須磨海岸の魅力発信（夏だけじゃない！）。

②地域が取り組みを行うこと又は参加すること。

③「海岸を大事にしたい」という意識の醸成。

であり、「区民が誇る須磨海岸」を目指します。

その効果としては、

①須磨海岸＝須磨のイメージアップ

②海岸周辺の地域振興・観光振興

と考えています。

海岸文化づくりを進める組織として、平成 23年７

月に須磨海岸に関係のある 15団体で構成する「須磨

の楽しい海を発信する会」が発足しています。

海岸文化祭

海岸文化づくりの第１弾として、平成 23年９月に

音楽・食・文化・スポーツ等須磨海岸での取り組みを

１日に集結した海岸文化祭を開催しました。イベント

を通じて、人々の交流が広がり、また参加していただ

いた皆さんには須磨海岸のよさを感じていただけた

のではないかと思います。

４．まとめ

地域力の向上のためには、地域的資源、人的資源、

社会的資源が必要と言われていますが、「須磨海岸」

というキーワードを基に、地域の結びつきが深まり、

広がればさらに大きな地域力に発展すると思います。

そうすれば、例えば津波避難対策といった地域課題

に対しても取り組んでいけるのではないでしょうか。

平成 24年１月、水族園等須磨海岸周辺６団体の協

力体として S.O.S（須磨オーシャンサービス）が立ち

上り、平成 24年５月には交流会も開かれました。こ

のように自発的に地域が主体となった取り組みも生

まれる中、今後さらに須磨海岸という特色を活かした

まちづくりを進めていきたいと考えています。

地地域域ままちちづづくくりり情情報報③③ 須須磨磨海海岸岸をを活活かかししたた地地域域のの取取りり組組みみ
須磨区まちづくり課 企画協働係長 中林 卓哉

夕暮れの須磨海岸

昔の須磨海岸

プレイフル・サンドアート
親子でシュノーケリング

スチールパン･カーニバル 須磨海岸で地曳網
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こうべまちづくり会館４階のまちづくりライブラリー(図書コーナー)より、所蔵図書をご紹介します。

神戸は平清盛ゆかりの地です。港町としての発展のきっかけを作り、神戸に都をもたらした平清盛。今年は大

河ドラマで取り上げられる記念すべき年として、神戸市全域において「KOBE de 清盛」が展開されています。ラ

イブラリーでも平清盛関連の図書を取り揃えていますので、ぜひ一度お越しください。

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

6/21(木) ～ 7/10(火) 協働と参画のまちづくりパネル展 神戸市都市計画総局

7/12(木) ～ 7/31(火) 「みち、みず、みどりの学校」「交通安全総点検」／生物多様性神戸プラン2020 神戸市建設局／神戸市環境局

８/2(木) ～ 8/21(火)
日本で最も安全なすまいのまち“神戸”をめざして／
わたしの神戸～リハビリ通所者作品展

神戸市都市計画総局
神戸市保健福祉局

期 間 テーマ ・ 内 容 主 催 者

６/28(木) ～ 7/3(火) 第18回 彩悠会展 〈油彩・水彩〉 彩悠会展

7/5(木) ～ 7/10(火) 丹水会展 〈水彩〉 丹水会

7/12(木) ～ 7/17(火) 第8回 回転ドアの仲間たち 油彩展〈油彩〉 回転ドアの仲間たち

7/20(金) ～ 7/24(火) 近畿税理士会 兵庫県第1支部連「趣味の作品展」〈油彩・水彩等〉 近畿税理士会 兵庫県第1支部連

7/27(金) ～ 7/31(火) 風の会 作品展 <水彩> 風の会

8/3(金) ～ 8/7(火) のむら・アート・るーむ 作品展 <油彩・水彩等> のむら・アート・るーむ

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

まちづくりライブラリー
（図書コーナー） 図書のご案内 ～～平平清清盛盛とと神神戸戸～～

「源平勇者の夢散歩」
(地域の歴史を散歩しよう実行委員

会・平成 22 年)

史跡一つ一つに地図が載っている

他、散策のモデルコースも掲載して

います。史跡巡りにはこの１冊を。

「平清盛と神戸」
(田辺眞人編・平成 24 年)

写真とともに神戸市内の平清盛ゆか

りの地を紹介するフルカラーの「散

策」編と、歴史を掘り下げた「考察」

編で構成されています。

「平家物語 上・中・下巻」
(横山光輝・平成 17 年)

「鉄人 28 号」の作者によるマン

ガ「日本の古典」シリーズ。大河

ドラマの清盛像と比べてみては

いかがでしょう。

「平清盛 福原の夢」
（高橋昌明･平成17年）

平氏研究の第一人者である筆者が清

盛を多角的にアプローチした専門書

です。歴史をじっくり学びたい方に。


