
 
 

  

 

  
第第１１２２号号（（２２００００２２年年１１００月月））   

 
発行：財団法人兵庫県都市整備協会 ひょうごまちづくりセンター 

〒650-0011  神戸市中央区下山手通４丁目18-2  TEL 078-232-9670  FAX 078-232-9672 
ホームページ  http：//www.hyogo-toshiseibi.or.jp   e-mail：machicen@hyogo-toshiseibi.or.jp 

                                                                                            

 

◆  『住民主導のまちづくり』のゆくえ 

 

姫路工業大学自然･環境科学研究所/淡路景観園芸学校 竹田直樹 

 ９０年代中頃から住民を巻き込んだ型での地域計画

やまちづくりの仕事を依頼されるようになった。それ

まで、行政とコンサルタントで決めてきたことに住民

が参加する。街や地域は住民のためのものなのだから

合理的なことだと思った。ただ、そのやり方は手探り

だった。単に住民を集めて「まちづくりプラン」を考

えるというのではそのプランに実効性が生じない。そ

こでまず、行政と連携して、「まちづくり協議会」のよ

うな新たな制度づくりをする必要がある。次に問題に

なるのが、参加者を募ってからのやり方だ。参加者が

１０名以上になると、特定の人しか発言しなくなる。

そのため、ワークショップ形式を用いる。世田谷など

特殊な都市部の先進事例を参考にしながら色々やって

みた。だが、農村やニュータウンなど街の属性により、

状況は大きく異なり、一つのやり方がどこでも通用す

るというわけではない。 
 たとえば、農村地域。ここでは、血縁関係や学校の

同窓関係をベースとしたしっかりとしたコミュニティ

が形成されている。ところが、この濃密なコミュニテ

ィが一つの要因となり、ワークショップの時、男女を

混合したグループ分けをすると女性が発言しにくくな

る傾向がある。そこで、ある時、女性だけのグループ

をつくってみた。そのグループは、あっという間に全

体の主導権を獲得する。３０から４０才代の若年層の

参加を即すには、スタート時の参加者募集のシステム

が大切だ。また、自治会など既存の自治組織との良好

な関係維持が重要である。「まちづくり協議会」の会長

と自治会長（区長）は別の人であることが望ましいが、

両者の連携が必要だ。さらに、平成１３年５月の都市

計画法改正にともない本年４月から施行されている兵

庫県の都市計画法施行条例は、市街化調整区域におい

て、住民の決定に基づく様々なまちづくりを可能なも

のとした。「まちづくり協議会」がつくった「まちづく

りプラン」は、法的な担保

を得ることになる。それだ

けでなく、「新規居住者の

住宅区域」の設定まででき

る特別指定区域制度は、住

民による集落経営まで可能

にしようとしている。今後

の可能性は大きい。 
 一方、ニュータウンでは

状況は全く異なっている。自治

会長は１年任期の順番制が多い

へ通勤するサラリーマンで、地

コミュニティは全般に希薄だ。

は変化しつつある。昭和５０年

ータウンや新興住宅地では、住

いることもあり、多くの住民が

いう現象が見られる。これまで

所をもたなかった多くの住民は

ことがない。ここに、「まちづく

ータウンにおいて「住民主導の

ドな部分より、コミュニティ形

重が高い。ワークショップもそ

に関る意義がクローズアップさ

プンガーデンの導入は、ニュー

まちづくりに馴染みやすいメニ

また、住宅地の周辺に農地や空

るクラインガルテンの経営が可

「まちづくり協議会」等の団体

あり、面白い領域になっている

 ２１世紀の都市・地域計画が

きたと思うこの頃である。 
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会はあっても形式的で、

。住民の多くが都市部

域に対する関心が低い。

だが、このところ状況

前後に開発されたニュ

民の年齢層がそろって

一斉に定年を迎えると

地域の中に自らの居場

、毎日の行き場とする

り」が浮上する。ニュ

まちづくり」は、ハー

成に関るソフト面の比

れ自体が持つソフト面

れてくる。一方、オー

タウンでの住民主導の

ューのひとつである。

地があれば、住民によ

能になる。ここでは、

が収益を得る可能性が

。 
、予想外に早くやって
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◆寝屋川再生ワークショップの報告 
㈱関西総合研究所 主任研究員 久保田洋一 

 
１．はじめに 

大阪府寝屋川市では、2001（平成 13）年度、市

制 50 周年を記念して、一級河川寝屋川の再生を進

めようということとなり、その計画の策定を市民

参加のワークショップ形式で取り組むことになり、

弊社が調査を受託しました。市民委員を公募して

いただいたところ、30人の定員に対し、61 名の応

募があり、全員を受け入れることにしました。ま

た、オブザーバーとして大阪府河川室、摂南大学

の学生などの方々にも参加していただきました。 

全５回のワークショップは、毎回多くの委員・

参加者により熱心に討議されました。また、この

間、ワークショップ委員・行政や周辺自治会、市

民団体、小学生等も参加して数回にわたるクリー

ン作戦も行いました。以下、その概要を紹介させ

ていただきます。 

 

２．ワークショップ各回の概要 

■第１回：2001 年 6 月 17 日(日) 

市長あいさつ。調査の進め方の説明、寝屋川の

現状報告、自己紹介シートによる自己紹介の後、

寝屋川の「よいところわるいところ」を探し、「夢」

を描いてみました。寝屋川が「近くて遠い」、「き

れいできたない」、「人工的で自然も残る」、といっ

た両面性があることがわかりました。また、「安心

とうるおいがある」、「人との関わりがある」とい

った文化的な側面も認識されているようです。「夢

えがき」とし

ては、「身近な

川」「きれいな

川」「生き物が

棲める川」「う

るおいのある

川」「人とのか

かわりのある

川」といった成果が得られました。 
■第２回：2001 年 7 月 20 日(金) 

市域の上・中流部、水路などの合流地点、樋門

やポンプ場など、現状の見て歩きをしました。川

の中にも入り、投網を打って魚を捕らえ、藻を手

にするなど説明をうけました。寝屋川導水路への

放流は、緑の水面に黒い水がみるみるあふれ出し、

「ショックやわー」という一言。自分たちの生活

を見直した一幕でした。午後は感想を、“すてき”

“なんぎ”“きづき”としてまとめました。 

寝屋川駅前で

は水量も豊かで

水草や魚も多く、

意外にきれいで

した。全体的に

自然が比較的多

く残っていると

いう感想が多い

結果となりまし

た。 
■第３回：2001 年

計画づくりその

検討場所を各グル

アイデアを考えま

身近な川を取り

がまず第１に指摘

清掃活動の重要性

めるような川

の構造につい

ては、蛇行さ

せる、護岸に

自然の素材を

使うなどの指

摘がありまし

た。親水公園
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投網をうちます 
9 月 24 日(月) 
１として、整備の可能性のある

ープごとに定め、保全・整備の

した。 

戻すためにも、川に下りること

されました。また、市民参加の

も指摘されました。生き物が棲
 

 
旗上げアンケート 
検討風景 
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づくりも多くの委員・参加者からアイデアが出さ

れました。 

 

 

■第４回：2001 年 11 月 3 日(土)  

開会に先立ち、雨の中、寝屋川駅前で Eボート

を組み立ててこれに乗船し、川から見た景色を体

験しました。午後からは、コンサルタントが作成

した寝屋川再生の基本的考え方や、４箇所の整備

保全のイメージ図を元に、おおまかな計画イメー

ジを検討しました。また、今後の活動方針として、

住民と行政の役割分担も、短期・中期・長期に分

けて検討しました。 

 

 

 

 

 

３．ワークショッ

寝屋川再生ワー

目に入っています

バーが中心となっ

していることです

リーンリバー作戦

野崎観音をめざし

での間伐作業、松

活動は次第に広が

「ねや川水辺クラ

ショップの「実働

にとどまらず、矢

の支援も心強いも

川に親しむためのスロープや橋上の休憩コーナ

ーの設置、生き物の生息環境を守るための様々な

方策、公園との一体的な整備、寝屋川駅前から川

に直接行ける工

夫、といった多

様なアイデアが

出されました。 

ワークショ

ップ終了後、住

民が主体となっ

て組織づくりを

行なうため、世

話人会議が開催されました。 

このような活

寝屋川再生ワーク

2002 年 7 月に東

クショップ」で３

ました。今年 20

たくさんの人が関

ってきました。「

まちづくりへ」、「

川を魅力的にする

じています。 

■第５回：2002 年１月 27 日(日) 
「計画の方向性を確認し、今後の進め方を決め

る。」と題して、まず世話人会議の経過報告と、大

阪府の河川整備計画の概要が説明されました。次

いで、日常的に川に人々が関われることが重要で

あるという観点から、水辺におりることができる

場づくり、川と一体化した公園づくり、水の循環

に配慮した暮らし、川を美しくする清掃活動の継

続などが示されました。 

人と人をつなぐ

性はありそうです

かどうかは、進行

のだと感じていま

呼ばれたらどこで

惑をかけつつ、ま

その後、分科会に分かれて今後の活動のあり方

について検討し、さらに、今後このワークショッ

プ委員・参加者を中心として、「ねや川水辺クラブ」

を市民組織として立ち上げることが提案され、多

くの委員・参加者の賛同を得て、これを設立総会

とすることが承認されました。 
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発表を聞く 
プの成果とこれから 

クショップの取り組みは、２年

が、特筆するべきは、このメン

て様々な川に関する活動を展開

。自治会や小学校などによるク

、浚渫工事区間での生物調査、

ての川下り、交野市内の源流域

杭利用の護岸づくりなど、その

りを見せています。現在はこの

ブ」が、行政が運営するワーク

」の中心であり、机の上の議論

継ぎ早の行動の連続です。行政

のがあります。 

動の積み重ねの成果でしょうか。
 

駅前で E ボートをこぐ 

ショップ(ねや川水辺クラブ)は、

京で行われた「第 5回川の日ワー

つのグランプリの一つに選ばれ

02 年度にも事業が目白押しです。

わることで寝屋川は魅力的にな

提案から行動へ」、「川づくりから

行政と市民の役割分担・協働」。

のはやっぱり「人」であると感

ワークショップ。まだまだ可能

。ワークショップがうまくいく

係の力ではなく、参加者の力な

すが、でも進行係も必要です。

も行く進行係として、家族に迷

だ走り回っています。 
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◆松本通りせせらぎ歩道での《整備後ワークショップ》 

まち計画 山口研究室 山口憲二 
 

松本通りせせらぎ歩道通水お披露目式からちょ

うどこの 9月 30 日で四季が一巡した。 

このせせらぎは、震災復興土地区画整理事業を

施行している神戸市兵庫区の松本地区において、

計画幅員 17ｍの松本線（通称：松本通り）の北側

歩道につくっているもので、計画延長 600ｍの内、

松本通5丁目から7丁目の区間が昨年9月30日に

通水、さらに今年 8月 11 日に４丁目が出来て、現

在最後の 3丁目が工事にかかっている。 

「なんで、こんな広い道路が必要なんや。幅員

狭して、減歩少のうしてほしい。」平成 7 年 3 月

17 日の都市計画決定に対する反発は大きかった。 

協議会が出来て、復興まちづくりの計画を話し

合っても、17ｍ道路の理解はなかなか難しかった。

火事で焼けてしまった松本。「あの時、水があった

ら･･･」の言葉をヒントに、道路の断面構成を変更

し、北側 6.5ｍ歩道にせせらぎを流すことを提案

した。 

「そんなもんつくったら、どうせ空き缶やごみ

でいっぱいになって、ドブみたいになってしま

う。」そんな意見からはじまった。 

「ちょっとくらいは、消火に役立つやろか？」

「メダカ飼えるやろか？」と半歩乗った意見も出

だしたが、「いったい、だれが掃除するの？」がそ

の後ずーっとの課題となった。「みんな、なんやか

やいうけど、どうせ、沿道のもんの負担になる。」 

「地域コミュニティがしっかりしていれば、水

はきれいだし、そうでなければ濁る。みんなで掃

除など世話をするようにしよう。せせらぎはまち

のバロメーターになる。」まちづくり協議会会長の

中島さんの言葉を節目に、平成 7年 12 月の「まち

づくり提案その 1」に盛り込むことが決まった。 

「通りせせらぎ部会」などの場で検討しながら、

具体デザインを固め、前述のように昨年 9 月 30

日に第１期区間が完成した。（実施設計は A-Line

の横山さん） 

その後、せせらぎの流れに沿って色々なことが

あり、やりとりがあった。以下は、その経過（た

だし、私の耳目に入っているもの）の一部である。

 
 

■子供が水に入って遊びだした。入ってエエの？ 

⇔アカンという人、エエという人。間で迷う子供。 

水は鈴蘭台の下水処理場から来る高度処理水と

なった。水質に対する不安・不信があった。 

⇔入るくらいは大丈夫。家に帰ったら手足よう洗

いや。（ということで、一段落している。） 

■すべって怪我したら誰が責任とるのや？自転車

で乗り込んで走る奴もおるで。 

⇔膝擦りむくくらいで、そんなこと言うか？ 

⇔各人、怪我せんように気を付けるのが第一や。 

（今のところ、怪我など事故の報告はない。） 

■金魚・メダカを採る子がいる。学校にも注意し

てくれと言ったけど、注意看板がほしい。 

「みんなのせせらぎです。大切にしましょう」

の控えめな立て札を要所に設置した（市）。 

⇔「金魚やメダカどこで売ってるのか教えて。追

っかけて遊びよる子供見てたら、ほんとに楽し

そうや。持っていきよったら、また買うてきて

入れたる。 

■親子で来て採っているので注意したら、「なんで

採ったらアカンのや？採ってアカンもんやった

らこんなとこに放さんとけ！！」と親に怒られ

た。 

⇔歩道に投げつけて殺すのもおるで。もっと強力

な注意看板か柵が必要や。 

⇔そんなレベルにあわせて対策するようなことは

せんとこ。あちこち注意看板になったらあかん。 

⇔死んだん見たら、多少とも心の痛み感じるはず 
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や。 

■大変や、サギが来た。屋根から金魚を狙っとる。 

金魚の多い７丁目では、ネットの蓋を架けた。 

その後サギによる被害届はないが、夜間蓋をず

らし金魚を採って行った者がいるとの目撃情報

有り。 

 

 
■花菖蒲（震災後、仮設建物の軒先で育てている

人があった。その協力でせせらぎに置くことにな

る）「置くのはええけど、持っていかれへんか？」 

⇔「まあ、どうなるか見てみよ。」と、約 50 鉢を

設置。1 ヶ月ほどの後、「案の定」1鉢持ち去ら

れた。しかし、その後被害なし。むしろ、鉢は

増えている。（花菖蒲以外の鉢もあり。） 

■花菖蒲が冬枯れせえへん。咲かんのとちゃう

か？ 

⇔水温高く、栄養が良いせいか、葉っぱがやけに

元気。だれも、こんな条件で育てた経験ないか

らわからない。 

⇔やがて５月、一般より一月以上早く花が咲き出

した。「きれいやなぁ」みんなうれしく感激する。

やっぱり栄養がええ。良すぎるか？ 

■藻がすごい。ブラシでこすってきれいにしても

三日ともたへん。 

⇔掃除は、丁によってやや異なるが、やはり沿道

の人が中心になって自発的に始まった。しかし、

夏が近づくに連れ、藻の発生はひどくなった。 

⇔７丁目が夏場月 2回（第一・第二日曜日）の掃

除を決めた。沿道だけでなく、丁全体から 20

人くらい出て、朝9時から30分ほど。後でお茶。 

⇔他の人もこれに倣うことになった。（7月から） 

⇔私らも掃除手伝います。 

周辺の町からも掃除に参加する人が現れた。 

 

■魚巣埋めてほしい。 

金魚やメダカのいる魚巣部の深みは、とくに藻

の発生が多い。「ゴロタ石は取り除いたほうが良

い。」「底を浅くして、魚巣は壺状のものを･･･」

などいろんな意見が出ている。 

■カニが藻を食べとる！！エビも食べるで。 

5 丁目の魚巣部は、なぜか藻の発生が少ない良

く見ると、カニがハサミで藻を採っては、せっ

せと口に運んでいる。 

⇔魚巣の藻の対策は、埋めたりする前に、まずカ

ニとエビに助けてもらうことを試してみよう。 

ということになったが、肝心のカニが手に入ら

ない。誰が放したのか？種類も分からない。「カ

ニさん求めています。御存知の方、教えて下さ

い。」 

藻対策はまだまだ試行錯誤中である。 

 

 せせらぎの流れに沿って様々な事が発生し、そ

れを巡って多くの言葉が交わされ、共同でまた個

人で掃除や生き物の世話などの作業が重ねられて

いる。 

 水が色々な生き物を呼び寄せる（人が放つのも

含めて）のには驚く。生き物を相手にしていると、

その動き・変化を見る楽しみがあり、発見がある。

せせらぎに沿って歩く人の歩調はゆっくりしてい

る。 

 世話・手入れしてやれば、それに応えて変わる

ものや、だんだん良くなる環境がわれわれを元気

にする。これからも手は掛かるだろうが、今のと

ころ、せせらぎのある風景が生きている。 
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◆昆陽南公園づくり協議会の活動と成果 
㈱環境緑地設計研究所 辻 信一 

 

１．はじめに 

 阪神・淡路大震災以降のまちづくり計画の策定、

特に公園や道路の計画では、住民の参画をより進め

いていくことを目標に、ワークショップ方式を使っ

た合意形成を進めている例が多い。筆者が直接携わ

った公園計画づくりワークショップは、６カ所を数

えることができる。本報告では、全体の進め方を中

心に解説したい。 

 

２．公園づくり協議会の設立 

 伊丹市の昆陽南地区では、現在、昆陽南特定土地

区画整理事業により市街地整備が進められている。

昆陽南公園は、この区画整理事業によって生み出さ

れる面積約１haの近隣公園である。この公園を住民

参加で計画づくりをしていこうということで、ひょ

うごまちづくりセンターを通じて相談があった。 

 ワークショップ実施に先立ち、ワークショップの

主催者となる住民組織の立ち上げが必要であるため、

平成１３年９～10月に２回の「まちづくり勉強会」

を開催してもらった。この勉強会で、筆者は、この

公園が土地区画整理事業区域内にあり、現在現地周

辺には民家が少なくこれから市街化されることから、

公園の計画のみならず、将来の公園の育成・管理や

まちづくりへ広がっていくような仕掛けが必要であ

ると考えた。そこで、ワークショップの主催者を複

数の地元自治組織の寄せ集めでなく、「まちづくり協

議会」という名称での組織立ち上げを提案した。し

かし、協議の結果、現在農地で住民がいない区域で

の「まちづくり」という概念は結果的には時期尚早

でもあり、「昆陽南公園づくり協議会」という形で住

民組織が成立した。 

 この公園づくり協議会には、土地区画整理審議会、

周辺社会福祉協議会、隣接する小中学校の代表１３

名が参加している。協議会は、ワークショップを主

催し計画案をとりまとめた後、公園整備についての

「提案」を市に提出することとした。 

 

３．ワークショップの進め方と経過 

 昆陽南公園づくり協議会によるワークショップは、

見学会以外は伊丹市立昆陽里小学校を会場に次のと

おりのプロセスで進められた。 

 

■第１回：平成13年12月 8日 13：00～15：00 

参加者：36人 

・公園の役割についての学習 

・公園に求める機能の検討 

 

■第２回：平成14年1月19日 13：00～15：00 

参加者：26人    

・前回ワークショップのまとめ 

・公園のゾーニングの検討 

 

■第３回：平成14年3月2日 13：00～16：00 

阪神間の公園視察 参加者：31人 

・公園見学会（昆陽南公園予定地、十六名公園／

伊丹市、丸橋公園／尼崎市、津門中央公園／西

宮市） 

 

■第４回：平成14年4月20日 9：30～12：00 

参加者：24人   

・公園計画の方針とゾーニングのまとめ 

・公園の模型づくり 

 

■第５回：平成14年6月15日 9：30～12：00 

参加者：23人   

・公園計画案の方針整理 

・公園計画案の提示と説明 

 

■第６回：平成14年7月27日 9：30～12：00 

参加者：19人   

・これまでのワークショップの流れの確認 

・公園計画修正案の提示と説明 

・公園計画案の検討および運営方法の検討 

 



                                               
 筆者が行う公園ワークッショップでは、身近な街

区公園では４回程度で完結するように進めているが、

今回のような比較的規模が大きい近隣公園は初めて

のことでもあり、見学会も含めて６回のプロセスを

設定した。また、周辺住民に対する参加の呼びかけ

は、ワークッショップニュースを作成し、社協を通

じて回覧などで行った。 

 各ワークッショップごとのプログラムには、グル

ープが固定しないような仕掛け、前回やこれまでの

振り返りによる過程の確認、子供たちが参加しやす

い日程と時間帯等の工夫を行っている。 

 また、各ワークッショップ間には公園づくり協議

会を開催し、内容や方向性の確認を行いつつ進めた。 

 

 
起こし絵模型による検討 

 
グループ発表 

 

４．計画案と公園づくり提案 

 ワークッショップでの検討の結果取りまとめられ

た内容は右図のとおりである。 

 

 この内容を整理して、昆陽南公園づくり協議会か

ら10月10日に伊丹市長へ「昆陽南公園づくり提案

書」が提出された。伊丹市では、この提案書に基づ

き公園の整備に取りかかることになる。 

 

 

５．今後の課題 

 公園づくり協議会の役割は、提案書の提出で終わ

ったわけではない。ワークッショップでまとめきれ

なかった具体的な公園の育成・管理に対する検討と

組織づくり、工事への参加などを対象に協議会での

諸作業が進められることになる。このため協議会で

は、月例の会合を開催しながら専門部会を設け、よ

り広い住民や学校からの参画を求めていくことを目

指している。 

 昆陽南公園ワークッショップでは、周辺住民によ

る計画づくりに対応する組織設立だけでなく、整備

される公園の育成・管理にまで住民による組織的な

対応を図ろうとの方向が確立された。住民が利用す

る公園を、住民が計画し育成・管理を分担していく

といった、「協動による公園」という当たり前のこと

が各地で実現されつつある。今後整備されるであろ

う公園のみならず既存の公園であっても、公園のリ

フォーム計画から住民が積極的に参画できるような

仕組み、それも住民からの発意による参画の仕組み

を構築していくことが望まれる。 
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  案案  内内・・報報  告告                                                          
（案 内） 
◆第２回ひょうご・まちづくり活

動団体交流会のご案内 

 ひょうごまちづくりセンター

では、住民主体のまちづくり支

援の一環として、ひょうご･まち

づくり活動団体交流会を開催し

ます。 
県内各地で活動されているま

ちづくり活動団体の皆様に集ま

っていただき、活動紹介やまち

づくりに関する事について意見

交換することにより少しでもそ

れぞれのまちづくり活動の参考

になれば･･･と考えております。 
日時：平成 14 年 11 月 13 日(水) 

10:30～16:30 

会場：県立神戸生活創造ｾﾝﾀｰﾊﾟ

ﾌｫｰﾏﾝｽｽﾍﾟｰｽ 

申込：参加申込み用紙に必要事

項を記入のうえ、ひょう

ごまちづくりセンター

宛、郵送またはﾌｧｸｼﾐﾘに

てお送りください。また、

インターネットでも受

け付けています。（アド

レスは表紙に記載して

ます） 

受付期限 

平成 14 年 10 月 25 日(金) 

プ

【

り

①

り

大

②まちづくり活動紹介 

まちづくり活動団体の方から

紹介いただきます 

【第2部 意見交換(ディスカッ

ション)】 

コーディネーター 

 中井都市研究所 中井 豊氏 

③グループ討議 

まちづくりタイプ別の数グル

ープに分かれ、それぞれまちづ

くりに関する事の意見交換を

行います。 

④グループ発表 

グループごとに討論したこと

を発表し、全体で意見交換しま

す。 

 

（報 告） 
◆平成 14 年度まちづくり広域活

動助成 助成団体決定！ 

 ひょうごまちづくりセンター

では、広域的なまちづくりに取

り組む団体に活動費の一部を助

成しています。今年度は下記の

団体に決定いたしました。 
 
・特定非営利法人神戸まちづくり研

究所（助成額 75 万円） 

・阪神･淡路大震災まち支援グル プ

まち･コミュニケーション(助成額

57 万円) 

◆第１０回まちづくりコンサルタ

ント会議開催報告 

 さる７月 26 日に第 10 回まち

コン会議を『まち並みづくり･

まちづくり』というテーマで開

催いたしました。 

参加者：82名 

プログラム 

｢まちづくり機運の醸成と市の役割｣

（高砂市堀川地区） 

高砂市都市整備部係長 後藤氏 

「まち並み資産を活かしたまちづく

り」（高砂市堀川地区） 

明石高専助教授 八木雅夫氏 

「まち並みから地区の活性化へ」（八

鹿町新町地区） 

いるか設計集団 浅見雅之氏 

文化財行政の新たな取り組み「まち

並み資源としての登録文化財、ヘリ

テージマネージャーの役割」 

兵庫県教育委員会係長村上氏 

 

◆第6回まちづくり現地視察セミ

ナー開催報告 

 さる 8月 23 日、現地視察セミ

ナーを開催いたしました。 

暑い時ではありましたが、神戸

市鷹取東第一地区･野田北部地

区を視察しました。 

 みなさん本当にお疲れ様でし

た。 

参加者：44名 

 

ログラム 

第 1 部 兵庫県でのまちづく

活動の状況】 

基調講演「兵庫県のまちづく

活動」 

阪市立大学大学院教授  

藤田 忍氏 

・養田まちづくり委員会(助成額 50

万円) 

・なんたんまちなみたんてい団(助成

額 39 万円) 

・バーベナあわじ(助成額 22 万円) 

・特定非営利活動法人アルファグリ

ーンネット(助成額 21 万円) 

・丹波なんでもマップ ACT.1 車椅

子おでかけ隊(助成額 18 万円) 

・障害者自立センター(助成額 18 万

円) 

 

 

プログラム 
野田北部地区の活動について 

野田北部まち協事務局長河合氏 
鷹取東第一地区の概要 

神戸市都市計画局区画整理部 
係長 佐々木氏 
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