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◆  『ひょうご・まちづくり活動団体交流会』はすごかった 
 

大阪市立大学大学院生活科学研究科 教授 藤田 忍 

 
11 月 13 日の交流会に参加した。すごかった。
何がそんなにすごかったのかを書いてみたい。 
 第一に感心したのは参加者の熱心さである。約
100 人の参加者がいて、朝から夕方まで行事をや
れば普通は何割かだれる。例えば休憩時間になれ
ばすっと席を立つものである。ところが午後の 3
時頃の休憩時間になっても、ワークショップに脂
がのり、司会者が休憩を宣言しても誰一人、ほん
とに誰一人席を立たずに議論を続けているのであ
る。なんなんだこの熱心さはと、私は驚くばかり
であった。 
 第二に震災後のこの 7年半という月日は被災地
に多くの宝物を生み出したが、その一つに若手の
人材、それもとびっきりパワーのある優秀なまち
づくり人（びと）達を育てたということである。
午後のグループ討論は10数名ずつ5つのグループ
に分かれて行ったが、それぞれのグループファシ
リテーターとして 20 代の若手が起用されていた。
多くはまちづくり系のコンサルタント事務所の所
員であるが、難しいテーマでかつそれを 20 人で議
論するという難題を皆なんなくうまくこなしてい
た。復興まちづくりの現場はとても厳しいものが
あったはずである。そこで鍛えられた彼らにして
みればまちづくり活動団体交流会で議論をリード
し、全体の発表会でまとめをするぐらいはお茶の
子さいさいなのであろう。こうした若い人材が層
をなして育っていることにすごさを感じた。 
 第三に行政と行政マンの姿勢である。まちづく
りは各地域でやるもの、だからまちづくり支援は
市町村がやればよい、都道府県はやらない（とま
ではいわないが、やりにくい）という都道府県は
多いが、兵庫県（ひょうごまちづくりセンター）
はえらい。本気で、腹をくくってまちづくり支援

をしている。また 30
名ほどの県下の市町
行政マンが参加して
いた。それもほとん
ど ノ ー ネ ク タ イ
で・・・。市民と同
じ目線で議論をしよ
うという姿勢が感じ
られるのである。 
 第四に、三番目の点と関連するが、会場がとて
もよい。生活創造センターは市民活動の場所を提
供することを目的とした県の施設であるが、交流
会はそのパフォーマンススペースで行われた。閉
じた会議室ではなく。別の参加者が横を通り、向
こうの方で打ち合わせをしている。最初は講演な
どのじゃまになるのではと思ったが、参加者が集
中しておればなんの心配も要らない。むしろ通り
がかりの市民が「なにやってんの」「へえ、まちづ
くり」などといってちょっと覗いていく。実にオ
ープンである。県や市の施設はともすれば管理が
厳しく硬直的で空間も閉鎖的なものが多い。この
施設はよい。兵庫県のまちづくり支援の象徴であ
ろう。 
 以上その場で感じたことである。 
 もちろんまちづくり活動紹介をおこなった団体
はじめ参加した県下のまちづくり団体の活動のレ
ベルの高さ、パワーのすごさはいうまでもない。
その直後に同様の行事を予定していた京都の景観
まちづくりセンターの関係者も、プログラムなど
を参考にしようと数名が参加していた。 
 よおーし、大阪も負けへんでと、決意を新たに
する私であった。
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◆第２回 ひょうご･まちづくり活動団体交流会実施報告!! 
ひょうごまちづくりセンター 

 
平成 14 年 11 月 13 日、午前･午後にわたり「第

2回ひょうご･まちづくり活動団体交流会」を開催

しました。 

この交流会は、住民主体のまちづくりへの支援

の取り組みのひとつとして、ふだんは個別にまち

づくり活動を行っているまちづくり協議会等のリ

ーダーが、お互いの活動を紹介し、共通の問題点

や課題、成功例等について意見交換をし、それを

またそれぞれの活動の参考にしてもらいまちづく

りの推進を図ることを目的として、兵庫県とひょ

うごまちづくりセンター主催により、昨年度（平

成 13 年度）、初めての試みとして実施したのが始

まりです。 

今回、第 2回の交流会では、参加者がたっぷり

発言と討論ができるように午前･午後にわたる壮

大なプログラムを組んで開催しました。 

●参加者･参加団体 

平日でしかも午前･午後にわたる催しであるに

もかかわらず多くの方が参加されました。 

参加者の延べ人数は 95 名、そのうちまちづく

り協議会等が 30 団体 40 名、支援団体等 4 団体 5

名、市町及び県のまちづくり関係の担当者が 17

市町＋県 24 名、コンサル等が 7名、ほか講師、主

催者側参加者などです。 

このうち、約 60 名の方が午後のグループ討論

に参加しました。 

 

●プログラム 

《第一部 兵庫県でのまちづくり活動の状況》 

午前中は、参加者のみなさんはそれぞれの地域

で別々にまちづくり活動に取り組んでいるわけで

すが、兵庫県全体やもっと大きく社会全体のなか

で住民主体のまちづくりがどのような動きになっ

ているのかを知ってもらい、そうすると当然、兵

庫県の各地のまちづくり活動は先進的な位置にあ

ることがわかりことになるわけですから、さらに

自信をもってまちづくりに取り組んでもらおう、

という目論みです。 

大阪市立大学の藤田教授よる、基調講演では交

流会参加の多さ、そして兵庫県でのまちづくり活

動の活発さについて賞賛からはじまり、全国の住

民参加のまちづくりの事例の紹介、会合の頻度が 

《第 2 回 ひょうご･まちづくり活動団体交流会 プログラム》 
10:30 開会あいさつ 

（財）兵庫県都市整備協会 専務理事兼ひょうごまちづくりセンター長 松尾 貢 
10:40【第一部 兵庫県でのまちづくり活動の状況】 

①基調講演「兵庫県のまちづくり活動・・・」 
大阪市立大学大学院生活科学研究科 藤田 忍 教授 

②まちづくり活動紹介 
住吉浜手まちづくりの会(神戸市東灘区)堀口裕司氏／御蔵通 5･6 丁目まちづくり協議会(神戸市長田区)田中 保三氏／阪神･
淡路大震災まち･支援グループまち･コミュニケーション(神戸市長田区)宮定 章氏／野田北ふるさとネット(神戸市長田区)
河合節二氏／甲子園口地区まちづくり協議会(西宮市)安野照子氏／宝塚市雲雀丘自治会景観環境部会(宝塚市)熊澤良彦氏／
加西ガーディニングクラブ(加西市)田井敏司／西大貫未来塾(福崎町)吉識定和氏 

12:30～13:30 昼休み 
13:30【第二部 意見交換（ディスカッション）】 

コーディネーター：中井 豊（中井都市研究室代表） 
グループファシリテーター：吉川健一郎(まちづくり㈱コー・プラン)／松原永季(スタジオカタリスト)／山本和代(㈱遊空間工房)／田
中正人(㈱都市調査計画事務所)／中川啓子(㈱ジーユー計画研究所)    ※所属は開催日現在 

16:40（予定時刻をちょっとオーバーしましたが･･･）閉会 

 
会場の様子 
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高いことなど活発なまちづくり団体の特徴、エコ

マネーなど最近の新たなまちづくりの動きなどに

ついて紹介がありました。 

さらに、兵庫県のまちづくりには全国の協働の

まちづくりのモデルになることを期待したい、Ｉ

Ｔを有効に活用し情報の発信･連絡を充実させる

べきとの提案があり、最後にまちづくり団体はそ

れぞれの地区でがんばっているので、全体のこと

を考えるのは行政･･･県の役割であるとのご意見 

をいただきました。 

まちづくり活動紹介では、県内で活発な活動を

されている 7つの団体に、まちづくりの取り組み

を紹介してもらいました。 

《第二部 意見交換(ディスカッション)》 

昼休みをはさんで午後からは、今回の交流会の

メインイベントです。 
その様子を次ページに紹介しています。 
 

●今回の成果とこれからの取り組み 

今回の交流会の参加者からいただいた感想を 6

ページに書き出してみました。これをみると決し

て完璧な交流会ができたとは言えないようです。

しかし、県内各地で個別にまちづくり活動を行っ

ている皆さんにとって、多少なりとも役にたつも

のであったといえると思います。 

これまでの２回の交流会を通じて、活動団体間

の交流の重要性もわかってきました。ひょうごま

ちづくりセンターでは今後の取り組みとして、こ

れまでの専門家派遣・活動助成等に加え、交流会

を軸とした活動団体間の交流支援にも取り組んで

いく予定です。ホームページ等でもお知らせして

いきますので、ぜひご覧ください。 

 

交流会参加まちづくり活動団体･支援団体等 

市町名 団体名 グループ討論

御蔵通５・６丁目町づくり協議会 ４班 

真野地区まちづくり推進会 ２班 

会下山地区まちづくり協議会 １班 

住吉浜手まちづくりの会 １班・３班

神戸市

野田北ふるさとネット － 

阪神南地域  

甲子園浦風町まちづくり協議会 １班 

甲子園口地区まちづくり協議会 ４班 

伏原町まちづくり協議会 １班 

西宮市上鳴尾町まちづくり協議会 １班 

北口・高木まちづくり協議会 － 

西宮市

西宮市名次町まちづくり協議会 － 

芦屋市 楠町西地区まちづくり協議会 － 

阪神南地域ビジョン委員会「花と緑づくりグループ」 ３班 阪神南

地域 阪神南地域ビジョン委員会「土地の有効活用グループ」 ２班 

阪神北地域  

高松地区まちづくり協議会 ２班 

宝塚市雲雀が丘自治会景観環境部会 ３班 

宝塚市長尾台小学校区まちづくり協議会コミュニテイひばり － 
宝塚市

ゆずり葉コミュニティ ５班 

東播磨地域  

高丘５丁目南「街づくりの会」 － 

西明石南町活性化委員会 ４班 明石市

明石市松ケ丘 － 

高砂市 明姫幹線南地区 ２班 

北播磨地域  

三木市 自由ヶ丘自治会 ４班 

加西市 加西ガーディニングクラブ ３班 

中播磨地域  

姫路市ＪＲ網干駅前まちづくり協議会 ２班 
姫路市

別所町北宿地区街づくり協議会 ２班 

福崎町 西大貫未来塾 － 

西播磨地域  

山崎町 土万地区活性化推進協議会 ５班 

但馬地域   

関宮町 INAKI 塾（ふるさと関宮活性化塾） ５班 

但馬地域 なんたんまちなみたんていだん ３班 

支援団体 障害者自立センター  ４班 

支援団体 アルファグリーンネット  － 

支援団体 阪神・淡路大震災まち支援グループまち・コミュニケーション ４班 

支援団体 震災復興県民ネット事務局  ５班 

研 究 神戸工科芸術大学大学院＋WS 研究会 ４班 

コンサル （協）都市設計連合  － 

コンサル まちづくりワークショップ  １班 

コンサル (株)ウエスコ兵庫支社まちづくり課 － 

コンサル 石井計画工房  ４班 

コンサル 立命館大学講師・㈱地域計画建築研究所 １班 

この他に県内の 17 市町及び県のまちづくり関連部署の担当者が、参加

しました。班討論にも、みなさんと一緒に班に分かれて参加しました。 

 
各地でのまちづくり活動の紹介 

 
会場の様子 

 
会場の様子 
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◆グループ討議･各班のまとめ 

中井都市研究室 中井 豊／ひょうごまちづくりセンター 
 
午後からは参加者全員によるグループ討議を行いました。５つ

のテーマに分かれ、それぞれ神戸の若手プランナーがファシリテ

ーターとなって議論が進められました。主に地域のまちづくりの

主体であるまちづくり協議会の役員さんの発言を中心に進められ、

行政担当者、コンサルタントも議論に加わりました。 
 各班とも活発に熱い議論がなされました。議論の内容は、多岐

にわたるため、とてもこの紙面では掲載しきれません。写真を中

心に会場の雰囲気をお伝えしたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

午後のコーディネーター役の筆者

第１班 「地区計画・ルールづくり」

この班は、各地区

間の共通課題が多

く、参加者を増や

すためのニュース

やイベントの大切

さなどがまちづく

りの工夫として出

されました。 

第２班 「住環境整備」 

 

この班は、何らかの公

共のまちづくり事業

を行っていることが

共通で、課題として

「住民主体の組織作

り」「事業の進め方」

「まちの活性化とは

何か」について語られ

ました。 

第１班は、震災後顕著になったマンション問題をき

っかけにまちづくりを始め、地区計画づくりに取り

組んでいる団体が多く集まりました。ファシリテ－

ターは吉川健一郎さん（ｺｰ･ﾌﾟﾗﾝ） 

第２班は、密集事業や区画整理事業などにより、住環境

整備に取り組んでいる団体が集まりました。ファシリテ

ーターは、松原永季さん／ｽﾀﾁﾞｵ･ｶﾀﾘｽﾄ） 
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 第３班 「景観まちづくり」 
参加者の共通課題とし

て、「活動経費」、「参加

の促進」、「景観への意識

啓発」、「活動スタイル」

の４項目について語ら

れました。自発的な活動

の大切さ、モデル的に景

観をつくること、福祉や

教育とのタイアップ、

まちづくり団体や地域

の交流が必要なことな

どの意見が出されまし

た。 

第４班 「駅前・中心市街地・地域おこし」 

地域の実情は参加者間で相

当異なりましたが、共通課

題として、「お金を集める方

法」「拠点づくり」「情報発

信（ﾆｭｰｽづくり）」の３点

について語られました。

まちづくりの継続の方法

として“言い出した人がや

る”“地域の情報ﾈｯﾄﾜｰｸ

化”等の意見が出されま

した。 

第５班 「地域コミュニティ」 

第５班は、参加団体が３地区と少なく、またまちづく

りの目的や主体も様々でした。ファシリテーターは中

川啓子さん（ｼﾞｰ･ﾕｰ計画研究所（当時）） 

様々な団体が参加す

る中で、「活動の財

源」、「人のつながり・

参加・啓発」、「行政と

の関係」の共通課題に

ついて語り合いまし

た。 

第４班は、被災地の区画整理地区、駅前地区、ニュー

タウンなどでまちづくりに取り組んでいる団体やボ

ランティア組織が集まりました。ファシリテーター

は、田中正人さん（都市調査計画事務所） 

第３班は、緑をテーマとしたまちづくりや地域の

資産としての町並みを守り生かすまちづくりに取

り組んでいる団体が集まりました。ファシリテー

ターは山本和代さん（遊空間工房） 
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まちづくり交流会に参加して・・･感想カードより （重複する意見を省かせていただいた以外は全員掲載しています） 

 

（１）交流会に参加しての感想 
《全体的なこと》 
●初参加でしたが、各地域の様子がわかり参考になりました。 
●藤田講師の言われたようにスゴイと思う。 
●参加出来て大変参考になった。次回に参加したい。 
●県下各地のよさ､課題に触れこれからの地域づくりに役立つ。 
●まあ良かった。若者がしっかりしていて安心した。その反面年寄りはもう

一つ。 
●参加者が大変意欲的、熱心であったことに感銘を受けた。 
●今回も色々 と勉強させて頂きました。少しの工夫とアイデアでまちが変わ

れるかな。それをひねり出す勉強をまたさせてください。 
●凄く参加して良かった（課題、いろいろ地域差等々 お互いに知ることが出

来、勇気づけられた）。 
●大変楽しく勉強になりました。 
●交流会に参加して各地域の自治体の方々 から具体的な問題事例とそれに対

する対処事例等様々 な意見を聞くことが出来て大変参考になりました。 
●いろんな団体の取り組みを聞き大変参考になった。しかしまちづくりは難

しいと思った。 
●交流会に参加して行政の財政援助の有難さが良くわかった。 

・良かった。いろんな話や意見が聞けて参考になった。 
●いろんな団体がいろんな目的をもって活動されていますが人の悩みについ

ては、同じ悩みをもたれているのが現状だなと感じました。 
●様々 なまちづくり団体があり、様々 な活動内容があることに驚かされました。

又、まちづくり団体の抱える悩みなど参考になりました。 
●行政の立場として、他の市町がどのようにしていけばよいか少しわかった

ような気がする。 
●私の町からもこのような交流会に参加する団体を育成したいと思いました。 
《基調講演について》 
●藤田先生の講演が良かった。 
《活動報告について》 
●発表の場合は事前にもう少し早く連絡してほしい。準備が出来ない。 
《グループ討論について》 
●置かれている状況が異なっているにかかわらず課題は同じで解決のヒント

を得た感じである。 
●情報交換が出来て良かった。 
●まちづくり協議会･･･参加者集めにくい。共通の「なやみ」のある事を知り

ました。 
●グループ討議において各地域の取り組みが具体的にふれることが出来てよ

かった。 
●グループ討議のテーマ分類について少し考慮が必要では。 

・グループの人数が若干多い。 
●次回には1 人当りの発表等時間を少し多く取れば良い。 
●どの地区も事情は違っても共通の課題があるなと思いました。 
●種々 な団体の方のいろいろな悩みや、解決方法を聞くことができて大変参

考になった。 
●意見交換の場（ワークショップ）で、まち協の生の意見が聞けて良かった。 
●市の意見を述べる事が出来て良かった。 
●コーデイネーターの中井氏の言われる様に、方向性までは行かないが、ア

イデア・意見を聞くことが出来て良かった。 
●住民団体の方と熱心に話し合うことが出来て良かった。 
●有意義だった。ファシリテーターはかなりのレベルだった。 
●PM の時間をAM まで拡大してほしかった。 
●行政は行政だけで討論会が出来ても良かった。今回は行政の言い訳的にな

った面もある。 
●テーブルの無いWS もあくせくせず、なかなかいいかな。でも記録係の人

が大変だったと思う。ごくろうさまでした。 
●新しく出来た団体と古くから活動している団体の交流が出来て良かったの

では。 

《その他》 
●財源（資金）について･･･私財を出すと、協議会を「私する」というクレー

ムがついた経験があります。寄付制度をつくりたいと思いますが・・・ 
●ワークショップは色 な々意見が沢山でてきてそれ上手く整理するファシリ

テーターの役割は非常に重要であると感じた。 
●周りがうるさかったので聞き取りにくかった。やはり部屋が欲しい。 
●今回のマトメを本日の出席者に１部ずつ配って欲しい。必ず実行して下さ

い。 
●兵庫県のまちづくり関係の組織をもうちょっと分かりやすく説明したパン

フでもありませんか？ 
●活動団体、支援団体の集まりということで「まちづくりがしたい」人たち

の仲良しグループになってしまっていないだろうか？ 
●昨年に比べて、また新しい団体が増えてきましたが、昨年のようなプロフ

ィールの方が親しみがあって良かった。 
●グループ討議のきちんとした記録をHP にのせて下さい。 
 
（２）次回開催に向けてのご意見、提案等 
《開催継続・次回参加》 
●今後共、このような会議をしてほしい！ 
●出来るだけ多く開催してください。 
●来年も参加したいと思う。 
●次回又私のグループが存在していたら参加させて頂きます。 
●毎年すべきである。 
《参加者・参加団体》 
●身障者団体の参加を増やす。 
●区画整理事業の協議会の参加が少なかった。次回は増やしてほしい。 
●農村部のまち協の参加が必要だと思います。 
●都市（たとえば西宮、宝塚、伊丹、尼崎）地区にて集会を開いて頂きたい。 
●まちづくり団体のメンバーと同じくらいの数の行政の人の参加が望まれる。 
《内容に関して》 
●開催すればよい。中身を少しかえて。 
●PROGRAM は同じで良いと思う。今日の運営も良かった。 
●いろんな行政の援助方法を説明に入れられたら良いと思います。 
●各項目ごとのまちづくり活動情報をわかる発表会で良い。 
●行政へのアピール情報が欲しい。 
●テーマと具体例を決めて話し合ってみたい。 
●今回で（テーマはそれぞれ違っていたにも関わらず）共通の課題が浮き上

がってきたので、その課題を集中的にテーマとして論議してみるのはどう

でしょうか？更に意見を聞きたいと思います。 
●各会の具体的な点をもっと苦労話を含めて見学会、交流会を開催をしてい

ただきたい。 
《グループ討論に関する提案》 
●小グループ編成でやるのが良いと思う。 
●地域のレベルに合わせてグループ作りの討議をすればいかがでしょうか。 
●もう少し多くの人の参加があればよい。グループ分けが細分できると思う。 
●グループ討議の時間をもう少し長くしたら良いと思います。 
●もっと的をしぼってワークショップを！ 
●グループ分をもう少し小さなグループ（１０人以下）で、テーマもわかり

やすく、お願いします。 
●参加したいテーマのグループは参加者の人に選んでもらった方がよかった

のでは・・・？ 
《会場について》 
●引き続きこの場所で行うのが望ましい。 
●可能ならテーブルが欲しい。 
《その他》 
●次回までに良い案を出せたら嬉しいです（本日のご意見を参考に） 
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◆グループ討議をふりかえって 
           中井都市研究室 中井 豊 
 
一昨年の第１回交流会は、全県下のまちづく
り団体の代表者、行政担当者、コンサルタント
など百数十名が一堂に会して議論するという
画期的な会合でありました。震災後から一気に
広がった兵庫県のまちづくりのパワーが集結
したのです。 
 一方、多くの方が発言できず、少し参加者に
不満があったのも事実でした。まちづくりのリ
ーダーたちの悩みや“自慢”を言う場としてこ
の交流会は貴重なもので、これまでなかったも
のです。そこで、幸運にも今回の交流会に企画
段階から関わらせていただくことになった私
は、「とにかく全員が気持ちよく議論に参加す
ること」が第２回交流会の獲得目標であると自
然に考えました。リーダーたちが語り合い、お
互いに知り合うことで、自分たちの活動の相対
的な位置がわかる、今後の活動の参考となるも
のを得る、といったことを期待し、議論の結論
を出すことに重点を置かないことを提案しま
した。 
 小グループに分かれての討議を円滑に進め
るために、若手コンサルタントのパワーをお借
りすることになりました。会場の都合上テーブ
ルのない車座風の討論となりましたが､その分
ファシリテーター､記録者の皆さんには大変な
労力をおかけしてしまいました。討論形式に不
安がなくもなかったですが、会場の雰囲気は予
想を遙かに超えて盛り上がり、概ね所期の目的
は達したのではないかと思っています。 
 第３回目に向けてですが、「活動を長く続け
るこつ」「参加を得るための効果的な方法」な
ど、今回抽出された共通課題を掘り下げること
が考えられます。また、参加者に事前にアイデ
アを募るのも良い方法でしょう。 
 この交流会は長く続けていく価値があると
思いますし、これを契機にして、“○○地域ま
ちづくり交流会”や“△△をテーマとしたまち
づくり交流会”といった交流会のネットワーク
が広がっていけば、素晴らしいことではないか
と思っています。 
 

◆第２回ひょうご・まちづくり活動団体交流会

を終えて 
      県土整備部課長（都市政策担当） 
 
 第２回目のひょうご・まちづくり活動団体交
流会（以下「交流会」という。）が盛況の内に
執り行われ、まずは、ご協力いただいたコンサ
ルタントの方々及び実施主体としてご尽力い
ただいたひょうごまちづくりセンター（以下
「まちづくりセンター」という。）に紙面をお
借りしてお礼申し上げたいと思います。 
昨年度の第１回交流会が参加まちづくり協
議会等の方々から大変ご好評をいただき、今年
度は更なるバージョンアップを目指して、まち
づくりセンターが試行錯誤を繰り返し、大阪市
立大学藤田教授の基調講演や参加者同士によ
るディスカッションなど、より充実した内容に
なったかと思われますが、参加者の方々はどう
お感じになられましたでしょうか。 
 第２回交流会を終えて、改めて「交流」の重
要性を認識しました。住環境や景観など各テー
マ毎に分かれてのグループ討論（ディスカッシ
ョン）は参加者の方々にとっても非常に有意義
なものであったと思います。県内各地のまちづ
くり活動団体が一同に集い、互いの活動や課題
について語り合い、思いを共有するという貴重
な場は、まちづくり支援事業等を通して県内の
まちづくりを熟知しているまちづくりセンタ
ーならではの事業ではないでしょうか。今後も
この交流会が継続して、また、よりスケールア
ップして開催されることを期待すると同時に、
まちづくり活動団体ネットワークの形成や豊
富なまちづくり情報の提供など、県内まちづく
りの中間支援組織としてまちづくりセンター
の更なる機能充実を期待したいと思います。そ
して兵庫県から全国に向けて、様々なまちづく
り提案を発信していけるように、我々行政も共
にまちづくりに加わっていきたいと思います。 
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◆平成１４年度『ひょうご･まちづくり実践ゼミ』を終えて 
ひょうごまちづくりセンター 

平成 14 年度『ひょうご･まちづくり実践ゼミ』が平成

14 年 12 月 11 日をもって全 6 回の講習日程を終了

しました。 

 遅くなりましたが報告させていただきます。今年の

受講者は、26 名でした。内訳は、地元でまちづくりに

取り組まれている方など一般の方が 12 名、行政関係

が 14 名となっています。 

 第 1 日目の講習会では、中川教授により「住民主

体のまちづくり」ということで、住民が主体となってまち

づくりを進めることの意義を、住民参加の歴史、行政

とのパートナーシップの必要性などとともに講義いた

だきました。 

 今年度は、第 2 日目も午前･午後を使って講義を

行いました。午前中は、吉田氏講義でまちづくりにお

ける市民･行政･専門家の役割分担等について、午

後は、まちづくり実践事例として、継続的に活発な活

動をされている美しい街岡本協議会事務局白塚氏よ

り「神戸市東灘区岡本地区まちづくり」について報告

していただきました。この後、樋口氏によりまちづくり

協議会によるまちづくりの進め方を学習しました。ど

の講義でも質疑応答の時間では、多数の質問があり、

受講者のみなさんが携わっておられるまちづくりでも

様々な問題を抱えておられることを実感しました。 

 第 3 日目は、ひょうご･まちづくり活動団体交流会に

参加しました。県内各地から参加されたまちづくり協

議会の方、市町職員の方々との意見交換を行いまし

た。 

  交流会の様子については、このセンターつうしん

の前半で特集を組んでいるとおりです。 

 第 4 日目以降は、実際のまちをモデルにして、まち

づくりを疑似体験していただきました。 

まちづくり体験では、まず、タウンウォッチングによ

り、まちの良い面、課題などを整理し、まちづくり構想

案を提案しました。その提案の中で各班でモデル事

業を抽出し、実現に向けて議論しました。最終日は、

計画案を立案し、模型やまちづくりのためのルール

案を作成しました。 

 今回も参加者のみなさんには、非常に興味を持っ

ていただき、とても熱心に取り組んでいただきました。   

しかし限られた回数と時間の中では、みなさんのニ

ーズに十分にお答えすることができない部分の多々

ありました。今後少しでも改善していきたいと思いま

す。 

最後に実践ゼミ実施にあたり協力いただいた各方

面の方々、特に高砂市都市整備部計画課の方々に

心より感謝いたします。ありがとうございました。 

日 程 テ ー マ 内        容 
第 1日 
10 月 23 日 

まちづくりとは ① カリキュラムの説明･自己紹介 
② 講義 ｢住民主体のまちづくり｣：中川幾郎教授(帝塚山大学法政策学部) 

第 2 日 
10 月 30 日 

まちづくりの進め方 
① 講義 ｢まちづくり(協議会)と市民･行政･専門家の役割｣：吉田薫(㈱まちづくりﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ) 
② まちづくり実践事例「神戸市東灘区岡本地区のまちづくり」 

：白塚勝信氏(美しい街岡本協議会事務局) 
③ 講義 ｢まちづくりのすすめ方｣：樋口信子(樋口都市設計) 

第 3 日 
11 月 13 日 

まちづくり活動団体交流会 

① 第一部 兵庫県でのまちづくり活動の状況 
基調講演：藤田 忍教授(大阪市立大学大学院生活科学研究科)ほか 

② 第二部 意見交換（ディスカッション） 
グループ討論：ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：中井 豊(中井都市研究室)ほか 

第 4 日 
11 月 27 日 

まちづくり実践体験１ ① 演習 ｢タウンウォッチング｣：吉田薫･樋口信子(前出) 
② 演習 ｢まちの評価と課題整理｣：吉田薫･樋口信子(前出) 

第 5 日 
12 月 4 日 

まちづくり実践体験２ 
① 演習 ｢ｺﾝｾﾌﾟﾄﾜｰｸ･まちの将来のｲﾒｰｼﾞ｣：吉田薫･樋口信子 (前出) 
② まちづくり構想案づくり 
③ 演習 ｢市民･行政･専門家役割提案づくり｣：吉田薫･樋口信子 (前出) 
④ 演習 ｢モデル事業の実現のための提案｣：グループ発表 

第 6 日 
12 月 11 日 

まちづくり実践体験３ 
修了式 

① 演習 ｢デザインゲーム｣：吉田薫･樋口信子 (前出) 
② 演習 ｢イメージ模型の作成･発表｣  ／ ③ 修了証授与 
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◆ひょうご･まちづくり実践ゼミ作品集!! 

今回の実践ゼミは、高砂市高砂町堀川地区をまちづくり体験の実習地区とさせていただきました。 

同地区は、近世から近代にかけて栄えた城下町で、「尉
じょう

と姥
うば

」伝説の高砂神社の本拠地です。 
地区内には、いまなお土蔵のある屋敷や町家が多く点在しています。 
この地区を題材に実践ゼミ受講者が 4 つのグループに分かれ、それぞれ個性豊なまちづくり計画案を策
定しましたのでご紹介します。 
（なお、これらのまちづくり計画案は、あくまでまちづくり体験の演習として策定したものですので、実際に堀川地区でのまちづ
くりに対し何等影響力を持つものではありません。） 

第 1 班（まつりずし） 
「歩いて楽しいええまちや!!」 

 

第 2 班（りんご） 
「歴史的資産を生かしたまちづくり」 

 
モデル事業：統一された景観の実現 

 

モデル事業：まちづくりのルール・まちづくり憲章 

 

第 3 班（カレーライス） 
「夢のある町」 

 

第 4 班（ピオーネ） 
「いきいき高砂－歴史的遺産を生かした賑わいあるまちづくり」 

 
モデル事業：運河の再生、親水空間の創出 

 

モデル事業：高砂の“新観光地”堀川運河通りの整備 

 

 

・高砂は大きな博物館 
・人の集うまちをめざして!!

 

・思い出町家まちづくり 
・ふれあい商店街をつくろう 
・水と遊ぶ空間づくり 
・人中心のまちづくり 

 

・防災安全なまち 
・人が住み続けられるまち 
・人の集まる楽しいまち 
・歴史文化を大切にするまち

 

・まち、町、街の調和 
・高砂神社をＰＲする 
・堀川運河の活用 
・イベントの発想 

北北のの小小樽樽  
南南のの高高砂砂  

ルールと憲章を立案
し、町家の軒先風に
ディスプレイしまし
た。 
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（案内） 

◆第 12 回まちづくりコンサル

タント会議ご案内 
 ひょうごまちづくりセンターでは、地

域に根ざしたまちづくりの推進を目的

として、直接まちづくりに携わる関係者

を集めて研修･研究･情報交換を行なう

「まちづくりコンサルタント会議」を開

催しております。今回は、テーマを「ま

ちづくり支援･実施報告」《地方部地域》

と題して、報告をいただくとともに参加

者のみなさんとともにディスカッショ

ンしたいと思います。 
日時：平成15年3月14日(金) 

   13:30～16:30 

場所：神戸市教育会館401会議室 

プログラム 

《報告Ⅰ》ひょうごまちづくりセンタ

ー･H14年度実績(見込)報告 

《報告Ⅱ》八鹿町岩崎(いわさい)地区･

八木地区等での支援 

スタヂオカタリスト 松原永季氏 

《報告Ⅲ》篠山市黒田地区･杉地区等で

の支援 

(有)みどりのまち研究所 横山宣致氏 

《質疑応答》 

 

 

◆第 16 回復興まちづくりセミ

ナーご案内！！ 
 このセミナーは、普及啓発を目的とし、

平成8年より開催しております。今回は、

こうべまちづくりセンターとの共同開

催で、『女性、生活者の視点からみた神

戸の復興ならびにこれからのまちづく

り』をテーマで、各会でご活躍の方によ

る基調講演、パネルディスカッションを

通じて考えてみたいと思います。 

日程：平成15年3月16日（日） 

13：00～ 

場所：神戸市男女共同参画センター 

セミナー室 

定員：約200名 

 現在案内ちらし作成中です。詳しくは

ちらしで！！ 

 

 

◆第 4 回生野･景観まちづくり

シンポジウム 

「ひなまつり＆トーク」ご案内 
 このシンポジウムは、魅力ある生野の

良さについてもう一度しっかりと見つ

め直し、これからのまちづくりに生かし

ていくことが必要だという思いから平

成 12 年度より実施しております。主催

は、口銀山の町並みをつくる会･生野町

教育委員会です。 

日時：平成15年3月16日(日) 

10：00～16：10 

場所：生野書院1階和室及び 

生野町民会館2階会議室約150席 

プログラム 

◇10：00～「生野書院でおひなさま」 

◇13：05～「歴史文化講演会」 

・「生野の町並みと近代遺産」 

格子の調査の報告 

生野町近代化産業遺産の調査報告 

・「銀山の町並みと近代化遺産」 

  パネルディスカッション 

 

 

（報告） 

◆第15 回復興まちづくりセミナ

ー開催報告 

標記セミナーを尼崎市さんの協賛を

得て、平成14年 11月 22日に尼崎市女

性センターにて開催いたしました。 

今回のテーマは、『協働のまちづくり

をめざして』とし、尼崎市武庫之荘のお

ける新たな試みについてお聞きし、参加

者の皆さんと考えました。 

参加者は、予想をうわまる174名でし

た。また、協賛いただいた尼崎市さんに

誌面をお借りし御礼を申し上げます。あ

りがとうございました。 

プログラム 

《趣旨説明》『武庫之荘まちなみ倶楽部

の新たな試み』 

    －野崎隆一氏(㈱遊空間工房) 

《基調講演》『武庫之荘の新たな挑戦』 

－小森星児氏(神戸山手大学学長) 

《パネルディスカッション》 

コーディネーター：野崎隆一氏(前出) 

パネリスト：小森星児氏(前出) 

久隆弘氏(近畿大学理工学部助教授) 

北川昭六氏(武庫之荘文化会会長) 

横関真紀氏(武庫之荘まちなみ倶楽部

事務局) 

◆第 7 回「まちづくり現地視察セ

ミナー」開催報告 

昨年12月2日に宝塚市雲雀丘山手･雲雀

丘地区において現地視察セミナーを開

催しました。お世話になりました、宝塚

市、㈱ｱｰﾊﾞﾝﾌﾟﾗﾆﾝｸﾞ研究所三宅氏、雲雀

丘山手地区計画等推進委員会、雲雀丘ま

ちづくり検討委員会の皆様ありがとう

ございました。 

参加者：45名 

プログラム 

《説明Ⅰ》「宝塚市におけるまちづくり

の概要」 

－宝塚市都市計画ﾃﾞｻﾞｲﾝ課 土橋課長 

《説明Ⅱ》「雲雀丘まちづくりの歩み」

「地区計画後のまちづくり活動」 

－㈱ｱｰﾊﾞﾝﾌﾟﾗﾆﾝｸﾞ研究所 三宅氏 

－雲雀丘山手地区計画等推進委員会 

－雲雀丘まちづくり検討委員会 

 

 

◆第11 回まちづくりコンサルタ

ント会議開催報告 

昨年12月 20日に第11回まちコン会議

を『“住民発意とまちづくり”取り組み

の実際』というテーマで開催しました。 

今回は、住民の発意から始まったまち

づくりにアドバイザーとして参加され

た方から詳しく内容を説明していただ

きました。また、最後のディスカッショ

ンでは、質問、問題提起などの発言をい

ただき活発な議論が交わされました。こ

れからのまちづくりにおいて行政の関

わり方など参考になったのではないで

しょうか。 

参加者58名 

プログラム 

《報告Ⅰ》「住環境維持に向けて…」 

－(有)地域計画 安田正氏 

《報告Ⅱ》「暮らしと資産を守るために…」 

－㈱関西総合研究所 久保田洋一氏 

《報告Ⅲ》「私たちの手で公園を」 

－㈱環境緑地設計研究所 辻信一氏 

《ディスカッション》 




