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古い木造住宅が密集している市街地において、誰もが安全・安心で快適に暮らせる住みよいまちづくりを進

めるため、神戸市では、平成 23 年 3 月に密集市街地再生方針を策定しました。灘区の北西部地域を再生優先

地区のひとつとしており、積極的にまちづくりに取り組んでいるところです。当方針では、灘北西部地域にあ

る畑原市場と摩耶地区で行われている防災まちづくりについて紹介します。

灘区の畑原市場は、灘区で最も早くから開かれたと

言われており、戦災の難にも見舞われず、賑わってき

た市場です。また、

阪神・淡路大震災で

も、大きな被害を受

けませんでしたが、

近年の大型スーパ

ーの出店などの環

境の変化を受け、市

場の活性化に向けて検討がなされていました。さらに、

平成18年9月には、市場の北東部を焼失する火災が発

生し、それを機に、市場の活性化と地域の防災性の向

上を目指した再整備の検討が始まりました。

平成22年9月には、権利者40数名からなる「畑原市

場再整備事業推進委員会」が設置されました。当委員

会では、市からの専門家派遣の支援を受けて、17回

にもおよぶ勉強会のほか、これまでに、幾度となく建

て替え計画案を作成し、アンケートやヒアリングを行

ってきました。

そしてこの度、火災発生から6年余りの歳月を経て、

関係みなさまのご協力のもと、今年4月に事業代行予

定者が決定し、また、9月には権利者全員の同意が得

られ、晴れて事業着手の運びとなりました。

建替計画は、7階建

てと14階建ての2棟

構成で、店舗8区画と

住宅97戸が計画され

ており、平成26年夏

頃の完成を目指して

進められています。

灘区の摩耶地区（赤坂通、畑原通、天城通、福住通

各１～４丁目）は、駅や商店街が近く便利な一方で、狭

い道路に住宅が密集し、火事や災害時に避難や消火が

困難な地域があります。

神戸市と摩耶地区

の住民との協働によ

り、まちの課題解決

に向けて取り組むた

め、平成24年5月26

日「摩耶地区まちづ

くり協議会」が設立

されました。毎週第2月曜日に役員会が開かれ、まち

づくりについての話し合いが行われています。

今年10月には、ま

ちの魅力・課題を再

発見する「まち歩

き」を多数の地域の

方々にご参加いた

だき行いました。当

日は天候にも恵ま

れ、緑が豊かであり、商店街が近くて便利な地域であ

る一方、道が狭く、階段・行き止りの道がある、道の

勾配が急である、などのまちの魅力・課題を地域の

方々と再確認しました。

今後は、火災時には燃え広がらず、災害時には建物

が倒壊せず、避難が可能なまちを目指して、まちの将

来像となる「わがまち空間構想」の策定に向けて、ま

ちづくりに取り組んでいきます。

（都市計画総局まち再生推進課）

灘灘北北西西部部：：密密集集市市街街地地再再生生優優先先地地区区ののままちちづづくくりり

畑原市場 建替事業の着手が決定

整備イメージ

摩耶地区 「わがまち空間構想」の策定を目指して

まち歩きへ出発

設立総会

畑原市場（従前）
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去る11月11日（日）に、「第12回 神戸建築物語～開港と

宗教開花物語～」が開催されました。

「神戸建築物語」とは、神戸のまちに点在する多様で優

れた建築を「観光文化資源」として捉え、単にそれを紹介

するだけでなく、同時に地域、建築にまつわる「テーマ性」

や「物語性」を紐解き、講演会や建築見学会を実施し、広

く情報発信することで、市民や観光客に身近な神戸の建築

についての関心を高めてもらう取り組みです。第12回目と

なる今回は、北野・山本地区における宗教建築に特に着目

し、講演会とまち歩きを実施しました。

今回も募集人数をはるかに上回る申込みがあり、見事当選されました方々は、あいにくの雨にもかかわらず

多くご参加してくださいました。午前の神戸外国倶楽部での講演会は、まず、文化プロデューサーなど多方面

で活躍される河内厚郎先生に、北野・山本地区をはじめとする神戸において、様々な宗教が共存する文化につ

いてご講演いただきました。続いて、神戸の旧外国人居留地や北野の異人館などの研究者として知られる坂本

勝比古先生に、神戸に存在する宗教建築やその歴史、さらにそれらの宗教に関連する他都市の建築物について

ご講演いただきました。

午後からは、北野・山本地区に点在する宗教建築、まちなみを巡るまち歩きを実施しました。その中から、

カトリック神戸中央教会、神戸ムスリムモスク、神戸ハリストス正教会を訪れ、施設関係者から宗教や設立の

経緯、建物の特徴などについて教えていただきました。また、関西ユダヤ教会や、ジャイナ教寺院などなど周

辺の宗教建築、及び北野・山本地区のまちなみについても、兵庫県建築士会神戸支部の有志の方々の解説を交

えながら、外観から見学を行いました。

あーばんとーく10月号でもご案内しました、「ニュータウン人・縁卓会議2012 in 西神ニュータウン」が

10月27日、プレンティホールで開催されました。「ニュータウン人・縁卓会議」では、これまで全国のニュ

ータウンで活動している人々が集まり、交流してきました。第6回目となる今回は、「ニュータウンからヴ

ィンテージタウンへ ～新しい地域文化の創造・まちを住み熟
こな

す～」をテーマに掲げ、メインフォーラムで

は多摩、千里、高蔵寺、つくば、泉北、西神の各ニュータウンの住民代表の活動紹介の後、熟成・進化し

ていこうとするニュータウンの夢と展望について語り合いました。

メインフォーラムの他、西区内で活動している団体の魅力アップ活動を紹介する「魅力アップ団体発表

会」、ニュータウン出身の若者たちが意見交換する「ユースフォーラム」、学園都市～西神南～西神中央の3

つニュータウンを巡る「バスツアー」、全国のニュータウン等を紹介する「ニュータウン展」等の関連イベ

ントが開催され、盛況のうちに終了しました。

『『第第１１２２回回 神神戸戸建建築築物物語語～～開開港港とと宗宗教教開開花花物物語語～～』』 がが開開催催さされれままししたた

ニュータウン人・縁卓会議2012 in 西神ニュータウン が開催されました

バスツアー

学園都市・西神南・西神中
央の 3つのニュータウンと
近接する工業団地を巡り、
それぞれの特徴について説
明を受けました。

ニュータウン展

全国のニュータウンの紹
介、西区と西神ニュータウ
ンの歩みのパネルの他、
S40年代の高倉台団地の模
型なども展示されました。

ユースフォーラム

学生を中心とした 10/6 開
催のワークショップの成果
報告の後、西神ニュータウ
ン出身者・居住者の若者た
ちがニュータウンへの思い
や提案を語りました。

メインフォーラム

イベントや活動拠点などの場
を介してできた新しいつなが
りなどについて報告があり、次
世代への継承＝ヴィンテージ
に向け、ニュータウンはまだま
だ始まったばかりであると認
識を共有しあいました。

カトリック神戸中央教会
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１．ランニングのモデルコースを設定
近年、全国規模でランニングブームが起こり、東京

では皇居周辺、大阪では大阪城公園と、気軽にランニ

ングを楽しむ人が増えています。実際、週１回以上ラ

ンニングを行う人の推計人口は5、6年前に比べて約2

倍になっているそうです（笹川スポーツ財団調べ）。

また、おしゃれなランニングウェアに身を包んだ若い

女性ランナーも目立ち、ランニングを行う層の広がり

を感じます。

神戸でも、神戸マラソンを皮切りにランニング熱が

加速し、時間や場所を問わず走っている人をよく見か

けるようになりました。しかし、ランナーのサポート

という面を考えると、まだまだ十分とは思えません。

そこで、中央区では、誰もが気軽にランニングを楽

しむことができるよう、ランナーをサポートする施設

やオススメスポットなどを掲載した中央区「お気軽ラ

ンランゆ～マップ」を作成し、ランニングのモデルコ

ースを設定しました。

２．まち歩きを経てマップを作成

マップの作成は実行委員会を立ち上げ進めていき

ました。メンバーは、区と連携している神戸女子短期

大学、神戸学院大学、神戸山手大学の先生方とその学

生さん。皆さん情熱に溢れていて、『誰もが使いやす

く、わくわくするマップ』をモットーにマップ作りを

進めていきました。コースの選定は、実行委員会のメ

ンバーとのまち歩きを経て行いました。

７月という暑い時期、干からびそうになるくらいの

日差しの中で決行。ハーバーランド、メリケンパーク

周辺や HAT 神戸周辺を、スポーツドリンクを片手に

歩き回りました。暑さにも負けず、「この道は狭いの

で違う道にしよう」「神戸ならではの景色が楽しめる

ようなコースがいい」「この階段を上り下りすると筋

トレになり、ランニングのための体力づくりができ

る！」など、活発に意見を交換しました。その結果が、

ハーバーコースと HAT コースに反映されています。

３．“ゆ～”＝“お湯”

さて、忘れてはいけないのは、“ゆ～”です。仕事

帰りに走るランナーには、荷物を預けたり、着替えが

できたり、ランニング後の汗を流して帰ることのでき

る場所があれば助かるな～！とのこと。そんなランナ

ーのニーズに応えるべく、ランニングコースの拠点と

なり、ランニングステーション的な機能を果たしてく

れる施設を公募することとなりました。対象となるの

は、シャワーないし汗を流すことのできる設備がある

施設、“お湯”を扱う温浴施設で、第一条件は、ラン

ナーの入館受付後、ランニングのために１回以上の退

出・再入館を認めることでした。その結果、万葉倶楽

部やHATなぎさの湯をはじめとする 4店舗に決定し、

ランナーをサポートする癒し空間としての役割を担

って頂くこととなりました。

ランナーをサポートする施設としては、上記の温浴

施設だけではなく、お水や休憩場所を提供する協力店

も掲載しています。

４．神戸の港を走って、中央区の魅力を再発見♪

誰でも気軽にランニングを！という強い気持ちか

ら生まれた中央区「お気軽ランランゆ～マップ」は、

他にもランナーをサポートするための要素がたくさ

ん詰まっています。初心

者の人でもランニングを

楽しむことができるよう、

ランニングのポイントや

コツ、栄養学的観点から

の豆知識など、走りなが

ら手軽に読むことのでき

るコラムやクイズも掲載

しています。

多くの人に中央区「お気軽ランランゆ～マップ」を

使って頂き、中央区の魅力を再発見して頂けたら幸い

です。「お気軽ランランゆ～マップ」は、市総合イン

フォメーションセンターや各区役所などで配布して

います。また、区ホームページでもマップをダウンロ

ードすることができます。

地地域域ままちちづづくくりり情情報報⑨⑨ 中中央央区区「「おお気気軽軽ラランンラランンゆゆ～～ママッッププ」」をを作作成成！！
中央区まちづくり推進課 担当 石田 亜弥

まち歩きの様子

コース中には案内サインも設置

ＨＡＴコース編ハーバーコース編
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年末年始休館日
12/28(金)
～1/4(金)

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。

期 間 テーマ・内 容 主 催 者

11/15(木) ～ 12/4(火) 市民花壇コンクール入賞作品展／学びのスペース・コミスタこうべ (公財)神戸市公園緑化協会／神戸市教育委員会

12/6(木) ～ 12/25(火) 小中学生による環境ポスター展／住み慣れた地域で介護予防 神戸市環境局／保健福祉局

1/5(木) ～ 1/22(火) 震災復興関連展示 神戸市都市計画総局

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

11/29(木) ～ 12/4(火) 那俄性 晃 個展 〈油彩・水彩〉 那俄性 晃

12/6(木) ～ 12/11(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

12/13(木) ～ 12/18(火) 彩風会展 〈水彩〉 彩風会

12/23(日) ～ 12/24(月) ＳＦ３Ｄ－Ｍa．Ｋ ３０周年展示会 〈模型・フィギュア等〉 前田 修 ・横山オサム

1/５(土) ～ 1/８(火) 由美工房 作品展 〈陶芸〉 由美工房

1/11(金) ～ 1/13(日) 山田栄治色鉛筆画展 〈水彩〉 山田 栄治

1/17(木) ～ 1/22(火) 神戸大学写真部 部展 〈写真〉 神戸大学写真部

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/matisen/

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(印刷は～5時)
電話・FAX：０７８-３６１-４５６５ (水曜日休館)

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

まちセンメールマガジン『せん太ちゃん通信』配信中！
ご申込は、mati3@kobe-toshi-seibi.or.jp 宛に「メルマガ配信希望」という
件名の空メールをお送りいただくか、右の QRコードをご利用ください。

→ →
docomo の方 au・softbank の方

まちづくり会館ギャラリー企画展 2012

鈴木清一展 －昭和の神戸風景画－ 閉幕

被災地仮設とまちづくり会館を結んで <神戸すまいまちづくり公社共催イベント>

“震災を超えて～希望と絆のトーク” レポート

さる10月25日(木)から11月6日

(火)まで、戦前の神戸画壇を代表す

る洋画家の1人である鈴木清一の作

品40点余を展示して、まちづくり会

館企画展を開催しました。戦後、画

壇活動から身を引いたため、その画

業は殆ど知られていませんが、

2,061人の来場者からは「本来なら

小磯さんなどと共に知られるべき

存在であるのに」などの感想が寄せ

られました。

10月27日(土)午後2時から、2階ホ

ールで開催した、清一の三男 鈴木

耕三氏による講演会には50名定員

のところ90名もが参加。60点余の作

品のスライド、清一の手記や随筆の

紹介を織り交ぜて語られる生涯に

熱心に聞き入っていました。

去る11月4日（日）、まちづくり会

館2Fホールにて、NPO法人防災白熱ア

カデミィ主催“震災を超えて～希望と

絆のトーク”が開催され、仙台市の仮

設住宅と神戸の会場あわせて約50名

が参加。両会場をインターネットで結

んで報告や意見交換を行いました。

仙台会場の仮設自治会の役員や被

災住民の方から、避難や仮設での生活

の様子、問題点等の報告に加え、神戸

からの支援に感謝の意が伝えられま

した。その後、神戸会場から、子供の

阪神淡路大震災、福島からの母子避難

者、神戸から全国に震災体験を伝える

活動などの視点で3名の報告があり、

今後の支援のあり方などついて意見

交換しました。

NPOホームページ：http://www.kcc.zaq.ne.jp/dfgym204/npo_hp/

“震災を超えて～希望と絆のトーク”神戸会場

鈴木 耕三氏の講演に熱心に聞き入る参加者


