
 

 

 

 

 

 

 

北区計画（2016-2020）検証について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検証の目的 

平成２８年３月に策定された北区計画について、これまでの取り組み状況について確認し、 

共有することで今後の取り組みに活かしていく。 

 

 

 

 

令和 2年 3月 25日 第 13期北区民まちづくり会議 総会 
 

（案） 
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北区の将来像 と ま ち づ く り の 目標 

人が集い 安心して暮らせる 魅力あふれる 

緑 と い で 湯 の ま ち 

北区の将来像 

北区は、美しい山々や都市部に隣接した農村地域など、豊かな自然に恵まれ

た「緑のまち」です。また、区の魅力であり、全国的に有名な有馬温泉のあ

る「いで湯のまち」です。 

計画では３つの「まちづくりの目標」における優先的な課題として、「まちづくりの 

課題」を４つずつ設定し、課題の解決に向け必要な取り組みを記載している。 
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若年層・子育て世帯が移住・定住を望む生活環境をどう整えていくか？ 

● 地域イベント運営への若い世代の参加促進 

・地域の行事への参加【継続】 

夏祭り、文化祭、とんどなどの地域行事に地元の学生等が参加。 

    ・唐櫃中学校のボランティアグループ 『からボラ隊』 が小学校の運動会や地域のもちつき大会の運

営に参加。また、神戸北高校の学生がボランティアとして子ども食堂の運営などにも参加。（唐櫃） 

・「有野台フェスタ」やふれあい喫茶に中学生ボランティアが参加。（有野台） 

・地域の伝統行事への参加（神戸親和女子大学 学生）【継続】 

・淡河八幡神社「秋季例大祭」（令和元年 10月 6日）： 20名 

・六條八幡宮「厄除祭」（令和 2年 1月 19日）： 3名 

・淡河八幡神社「御弓神事」（令和 2年 2月 11日）： 2名 など 

● 地域団体と子育てボランティアが連携した子育て支援 

・子どもの居場所づくり【継続】 

共働き家庭やひとり親家庭の子どもたちが、放課後等に食事、学習、団らんを通して安心して過ごすこ

とができる居場所づくりを推進。 ［令和元年度］ 12か所 

・子育てサークルの活動【継続】 

様々な実施主体が開催。希望時には保健師が出務し、健康教育を実施。［令和元年度］ 50か所 

● 子育て支援イベントの主体を行政から地域団体へ転換 

・きてきてふれあいパーク【継続・旧きてきてカーニバル】 

平成 28年度より地域支援者が主体的に企画運営を行えるよう運営委員に

よる進行へ転換。令和元年度からは会場を区役所へ変更し、北神急行に

よる子ども駅長制服体験ブースを新設したほか、会場のコンパクト化により

参加者同士がより交流しやすくなるようレイアウトの工夫をした。 

［令和元年度］ 令和元年 10月 25日開催 親子 93組 

● 北区への移住促進のための働く場の創出 

・おためし職場体験プログラムの実施 

神戸での就職・転職・再就職を希望する求職者を対象に、企業での短期間の職場体験の受入れを通じ

てミスマッチのない雇用を創出する。 ［令和元年度（2月末時点）］ 1件 

● 農村地域における農村定住促進コーディネーターの活用 
・農村定住促進コーディネーター（淡河の明日を考える会）の活動【継続】 

［令和元年度（12月末時点）］ 相談： 301回、面談： 72回 

・空き家バンクによるマッチング【継続】 

 ［令和元年度（12月末時点）］ 成約数： 1件 

☆トピックス 「こべっこあそびひろば」のオープン 
就学前児童及び保護者が気軽に集い、交流を深めることができる室内の遊び

場として、令和元年 7月 1日に神戸電鉄岡場駅前にオープン。大型遊具の設

置のほか、子育てに関する相談や情報発信など子育て支援を行っている。 

令和 2年 4月には就学前児童及び保護者が気軽に集い、くつろげ、子育て相

談等ができる場として「おやこふらっとひろば」を北区役所 5階に設置予定。 
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公共交通の不便さをどのように補っていくか？ 

● コミュニティバスやデマンド交通手段など地域による新しい交通体系の検討 

・各地域におけるコミュニティ交通の取り組み【継続】 

本格運行に移行した地域において利用促進に向けた取り組みを実施。 

・はたっこバス 2周年記念イベントのほか、農作物の栽培体験、そば打ち体験など  

のイベントを開催。（八多町） 

・令和 2年 1月 1日よりコミュニティタクシーの本格運行開始。（北五葉） 

・まちなか自動移動サービスの実証実験 

・筑紫が丘、広陵町、小倉台、桜森町において、地域の足の確保と自動運転技術の

実証のため、住宅地内での低速車両移動サービスや住宅地外へのタクシー共同 

利用サービスの実験を実施。（令和元年 12月 9日～令和 2年 2月 7日） 

● 路線バスの増便や運行時間帯の延長など事業者との連携 

・路線バスの増便 

通勤通学の帰宅需要等に対応するため、吉川三宮線の平日のみ増便し、終便を延長。 

（3往復→4往復） 
● 神鉄シーパスワンの利便性向上 

平成 27年度より神戸電鉄の利用促進を目的として発売。 

28年度からはシーパスワン plus も新たに発売し、利便性を向上した。 

令和元年度はマイナンバーカードを活用した販売方法の実証実験を実施。 

［令和元年度（11月末時点）］ 販売実績： 約 39,000枚 

● 住民の利用促進による公共交通の維持・発展 
・農産物収穫体験と併せた路線バス利用促進チラシの作成。（大沢町） 

・季節に応じたイベントの開催によるバス利用促進。（淡河町） 

「秋のぐるっと淡河」： 令和元年 11月 10日 

  「冬のぶるっと淡河」： 令和 2年 2月 11日 

☆トピックス 移動販売の開始 
地域住民の買い物支援とコミュニケーションの場の提供を目的とし、筑紫が丘、広陵町、

小倉台、桜森町においてイオン（株）による移動販売がスタート。 

☆トピックス 北神急行線と市営地下鉄との一体的運行について 
・一体運行による運賃値下げ 

令和 2年 6月 1日からの運行実施に向け、関係者との協議・調整を進めている。 

市営化に伴い運賃の大幅値下げを図る。（谷上～三宮：現行 550円→280円） 

☆トピックス 駅前空間の快適性・機能向上 
・谷上駅の活性化 

六甲山の間伐材を利用した丸太ベンチ「谷上まるたベンチ」を設置。 
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地域の人や情報の交流・連携を促進するには？ 

● 各地域団体による合同行事での交流・連携 

・農村地域と都市との交流イベント【継続】 

・どろんこバレーボール神戸大会やふれあいエコハイキング等のイベント開催。（大沢町） 

・道の駅での交流イベントの開催。（淡河町、大沢町） 

・町内の歴史的建造物や自然を徒歩で巡るイベント「とりっぷ ing道場」を開催。（道場町） 

・複数の地域団体による合同行事の開催、合同事業の実施 

・北神星和台自治会、セレノ藤原台自治会、神戸ヒルズデイズ管理組合、藤原台北町自

治会が合同により左義長を開催。 参加者： 約 900名。 

・鹿の子台自治協議会と鹿の子台ふれあいのまちづくり協議会との共同事業として、まちづくりワークシ

ョップを実施し、まちのガイドブックを作成、全戸配布予定。 

・多世代による交流【継続】 

・上津台の子育て世帯と長尾町の高齢者との交流イベント（もちつき大会、しめ縄づくり、とんど祭）を開

催。  

・ひよどり台老人会が保育所、小学校、児童館で昔の遊びや夏休みの宿題指導、交流会などのボラン

ティア活動を実施。 

● 農業体験による都市と農村地域の交流 
・北五葉ふれあいのまちづくり協議会と西区押部谷町との交流（ふれあい喫茶での野菜販売、しめ縄づ

くりなど） 

・ふれあいコメづくり広場の開催。（大沢町） 

● 図書館等を活用した、人と情報の交流・連携 
・北神図書館の移転拡充 

  北図書館北神分館から機能を拡充し、商業施設内（エコール・リラ）に移転。 

  絵本の読み聞かせ等のイベント実施。 

● 新区役所での憩いの空間の充実 
・すずらん広場（ベルスト鈴蘭台３階）でのイベント実施【継続】 

・再開発ビルオープン１周年記念イベントやハンドメイド雑貨のマルシェ等を開催。 

・平成 31年 4月にストリートピアノを設置。（令和元年 9月にはエコール・リラ２階広場にも設置。） 

・市民参画スペースの設置【継続】 

  北区役所 6階に「キッズコーナー」、7階に区民の地域活動や交流を支援することなどを目的とした「市

民参画スペース」を設置。 

● 北神の行政サービス機能の充実 

・北神区役所の設置 

平成 31年 4月に全国初の一つの行政区に 2つ目の区役所として北神地

域を所管する「北神区役所」を設置。夜間休日窓口（戸籍の届出のお預か

り）の開設及び市民課での取扱業務を拡充。 

5月 6日には北神区民センターありまホールにて自治会・婦人会を中心とし

た住民主体の実行委員会により記念イベントを開催。民踊や地域の伝統

芸能などが披露された。 
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地域活動の担い手を増やし、活性化していくには？ 

● 子どもが参加可能な行事の増加による地域活動の担い手育成 
・スポーツ大会開催による地域間交流の促進【継続】 

  「北区民ふれあい綱引き大会」をはじめとするスポーツ大会を開催。地域の小・中学生だけで

なく、神戸親和女子大学の学生も参加するなど、スポーツ振興を通した交流につながっている。 

  綱引き大会では、賞品を大沢産イチゴにするなど、地域愛の醸成になるような工夫も実施。 

・地域の行事への子どもの参加 

出会いの場づくりを目指し、夏祭りや文化祭、とんど祭りなどの地域行事に子どもたちが参加。 

・文化祭において幼稚園・小学校・中学校の作品展示。（星和台、広陵町） 

・夏祭りにおいて星和台中学校の吹奏楽部や鈴蘭台高校の和太鼓部が参加。（星和台） 

● 地域活動への関心向上・継続参加のしくみづくり 
・地域団体の交流プラットフォーム 

各地域団体が気軽に交流できることを目指し、WEB上に「地域団体の交流

プラットフォーム」を開設。①Facebookを活用した掲示板機能、②地域

のイベント情報が一目でわかる地図機能、③行政の情報発信機能を一体的

に提供する。 

・地域活動の広報支援 

令和元年度から地域情報紙きたくらぶ通信を発行。 

連載記事として毎月 1か所のふれあいのまちづくり協議会の活動や

社会福祉協議会の活動を紹介。 

・地域提案型活動助成【継続】 

地域活性化や地域課題の解決のために、市民が自ら企画・提

案・実施する活動に対し、経費の一部を助成。 

令和元年度からは助成団体の自立、継続的な活動を支援するた

め、試験的にアドバイザーの派遣を実施した。 

［令和元年度］ 採択件数：11団体、アドバイザー派遣： 2団体 

・男性向け講座の開催 

生活協同組合コープこうべと北区社協の共催により、新たな趣味や生きがいづくりを目的とした男

性限定の講座（農作業や魚調理体験等）を開催。各回、地域活動について情報提供。 

● 大学での地域人材育成・養成 
・神戸親和女子大学 学生による地域イベントへの参加【継続】 

学内だけでなく、学外での学びの場「オフキャンパス」への取り組みとして、多数の地域行事に参加。 

・青少協鈴蘭台支部主催「さわやかハイキング」（令和元年 5月 26日）： 5名 

・森林植物園「七夕飾りをつくろう」（令和元年 7月 7日）： 8名 

・神戸親和女子大学 学生による地域福祉活動の実施 

地域への理解を深め、地域福祉を学ぶことを目的として、日頃学生が通学している鈴蘭台駅周辺から

大学までの道路を清掃した。 

・清掃活動（令和元年 7月 24日、12月 11日）： のべ 42名 

・神戸親和女子大学 学生によるふれあい喫茶の開催【継続】 

毎月第一水曜日に地域の高齢者を対象に、ふれあい喫茶を開催。
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地域の防犯や空き地・空き家の適正管理により生活環境を向上していくには？ 

● 地域で顔の見える関係づくりの推進 

・絆サポーターによる高齢者の見守り活動【継続】 

一般の地域住民や事業者が「絆サポーター」となり、日常生活の中で気づいた高齢者の異変をあんし

んすこやかセンターにいち早く連絡し、適切な支援に結び付けていく。 

［令和元年度（1月末時点）］ 絆サポーター登録者数： 9地区、1,072名 

● 公園や通学路など子どもが集まる場所の防犯対策 
・防犯カメラの設置支援【継続】 

地域の主体的な防犯活動を支援するため、平成 24年度から地域の防犯カメラの設置費用の一部を補

助。令和 2年度から 3年度にかけて市直営により約 2,000台の防犯カメラを設置予定。 

また、令和 2年度末までに駅周辺や通学路など生活道路を中心にまちなか街灯を増設するとともに、市

内すべてのまちなか街灯を LED化予定。（増設： 約 85,000灯、LED化： 約 85,000灯） 

［令和元年度（3月末予定）］ 防犯カメラ設置数： のべ 359か所 

・地域における防犯啓発、広報活動【継続】 

・地域児童による防犯・交通安全の啓発ポスターづくりを実施し、自治会掲示板や店舗など地域住民が

集まる場所に掲示。（鹿の子台） 

・特殊詐欺や声掛け事犯についての注意喚起を記事にした「防犯ニュース」を毎月 1回発行し、全戸配

布。（広陵町） 

● 学校園内・登下校時の見守り活動の充実 
・地域防犯活動用資材の配布【継続】 

地域の見守り活動を支援するため、ビニール傘（約 400本）、手旗（約 250本）を配布。 

・登下校時の見守り活動【継続】 

・「子ども見守りパトロール」の際、帽子・ビブスを着用し、パトロール員として判別できるようにしている。

（星和台） 

● 地域住民による空き地・空き家の活用や維持管理のしくみづくり 

・地域交流拠点としての活用【継続】 

・「淡河宿本陣跡」 

地元食材を使用したカフェ営業のほか、イベント交流拠点として活用。 

また、農村地域への移住定住促進のため、「神戸里山くらし相談会」

を月１回実施。（淡河町） 

・「ふれあいの里 おくっちょ」 

  空家となっていた古民家を地域の里づくり拠点施設として再生。 

  健康教室や災害時等の一時避難施設として活用。（長尾町） 

・農村地域における起業・定住化 

・飲食店としての活用 

農家の納屋を改装し、和食屋「ごはんやキモリ」として起業。（淡河町） 

・コミュニティカフェ、コミュニティナースの事業所としての活用 

地域の健康相談係としてコミュニティナースが常駐するカフェ

「ひの家ふぇ」を起業。（八多町） 

  



 

- 7 - 

災害時の支援・受援体制を整えるには？ 

● 地域の防災備品が「どこにあるか」など情報共有の促進 

・防災福祉コミュニティへの防災資機材整備補助【継続】 

各地域の老朽化した防災資機材庫やチェーンソー等を更新。 

［令和元年度］ 地区数： 12件 

・緊急待避所への備蓄物資の整備【継続】 

地震や土砂災害、洪水等の災害時に一時的に避難できる施設である「緊急待避所」に、備蓄物資を段

階的に整備する。 

［令和元年度］ 整備数： 30か所 

● 消防団や防災福祉コミュニティの活動充実 
過去の土砂災害や降雨災害の発生を受け、地区初動計画である「地域おたすけガイド」の作成や災害

時要援護者支援訓練等、地域の自助・共助の支援を行っている。 
［令和元年度］ 地区数： 17か所 

● 台風や大雨などの災害に備えた土砂災害・浸水対策や河川改修の推進 

・治水対策、河川改修工事 

［平成 30年度］ 武庫川遊水地（道場町）の整備（平成 31年 3月 11日竣工） 

僧尾川改修工事着手 

［令和元年度］ 千苅ダム治水活用工事の着工（事業期間：令和 4年度まで） 

僧尾川改修工事 

● 空き家など危険個所等の把握を促進 

・窓口への空き家・空き地に関する相談件数 

［平成 29年度］ 南部地域： 82件、 北神地域： 47件 

［平成 30年度］ 南部地域： 77件、 北神地域： 47件 

［令和元年度（1月末時点）］ 南部地域： 77件、 北神地域： 42件 

・空き地・空き家マップの作成【継続】 

地域内の実態把握のため「空き地・空き家マップ」を毎年作成。また、所有者が管理できない空き地の

除草については、自治会からの斡旋業者による草刈りを実施。（広陵町） 

☆トピックス 防災訓練等の実施 

・災害直後の要援護者支援による地域力の再構築 

・防災福祉コミュニティやふれあいのまちづくり協議会などの地域団体が取り組む災害時要援護者の支

援活動について経費の一部を助成。  

［令和元年度］ 助成団体数： 4団体 

・要援護者支援団体の立ち上げに向けたアドバイザー派遣。 

［令和元年度］ 派遣先団体数： 2団体 

・子どもが参加できる防災訓練の実施 

・小学生を対象にした防災キャンプを夏休みに実施。子供たちのグループリーダーとして神戸学院大学

の学生が企画運営に携わっている。（北五葉） 

・親子で楽しみながら防災知識を学べるよう、地域の夏祭りにおいて防災訓練を実施。ゲーム感覚で楽

しく遊びながら学べる実践的な防災体験プログラム（クイズや VR消化体験など）を実施。（藤原台）  
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高齢者・障がい者等が安心して住み続けられる環境を整えるには？ 

● 感染症予防など区民の健康増進 

・感染症対策講座の開催【継続】 

区内の子ども関係施設、高齢者施設、障がい者施設の職員を対象に開催。 

［令和元年度］ 令和元年 10月 3日、4日 13：30～16：30 （北神区役所） 

令和元年 10月 31日、11月 1日 13：30～16：30 （北区役所） 

・感染症情報の発信【継続】 

区内の子ども関係施設、高齢者施設、障がい者施設向けに感染症の注意喚起・情報発信。 

［令和元年度（1月末時点）］ 対象施設： 324か所（南部地域）、204か所（北神地域） 

・健康教育の実施【継続】 

区内の自治会や婦人会などからの依頼による健康教育を実施。［令和元年度］ 10回 

・きたきた元気体操の普及【継続】 

［平成 30年度］ PR動画 DVDの作成。 

［令和元年度］ 上記作成動画を北区役所 4、6階市民モニターで流し、 

来庁した市民への PRを実施。 

・北部休日急病診療所の設置 

市北部の初期救急医療を強化するため、休日急病診療所を令和 2年度

に設置予定。 
 

● 認知症の早期発見のための取り組みや、理解をより深めるための啓発 

・認知症サポーター養成講座【継続】  ［令和元年度（1月末時点）］ 受講者： 39か所、1,809名 

・認知症声掛け訓練の実施  ［令和元年度］ 参加者： 740名 

・認知症予防啓発講演会、予防啓発学習会の開催【継続】 

  ・令和 2年 1月 27日 講演会「認知症になっても安心して暮らせるまち」を開催。 参加者： 47名 

  ・令和元年 8月 22日 生活協同組合コープこうべと北区社協とが連携し、認知症予防学習会「脳の鍛え

方を学ぼう」を開催。 参加者： 50名 

● 鉄道駅や歩道のバリアフリー化の推進 
   ［平成 30年度］ 障がい者用乗降スペースの整備（北鈴蘭台駅周辺） 

手すりの設置（岡場駅前にじの橋）、バリアフリー化（鈴蘭台駅） 

［令和元年度］ 手すりの設置（有馬町、鈴蘭台南町 1丁目、有野台 8丁目、 

桂木 1丁目） 

バリアフリー対策工事（有野台） 

☆トピックス しあわせの村開村 30 周年記念 
平成元年に開村したしあわせの村が平成 31年 4月 23日に開村 30周年を迎え、

さまざまな記念イベントを実施。令和 2年度からは温泉健康センター・スポーツ施設

のリニューアルやトリム園地の再整備のほか、職住近接のモデルづくりを予定。 

・平成 31年 4月 21日 30周年記念イベント（記念式典、ミニコンサート等）を開催。 

（参加者： 約 4,300名） 

・“しあわせな瞬間”写真コンテストの実施。応募作品数： 77点、入賞作品数： 4点 
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快適な暮らしのために、まちの美化や生活マナーの向上をはかるには？ 

● ペット飼い主のマナー改善 
・ペットの飼い主や野良猫への餌やりについて、個別にマナー啓発を実施【継続】 

［令和元年度（1月末時点）］ 57件 

● 不法投棄の取締り強化 

・不法投棄防止協働サテライト【継続】 

北サテライトによる巡回パトロールの実施。 

［令和元年度（12月末時点）］ パトロール時の発見および区民からの通報： 40件 

● 自転車のマナー講習会開催 

・学校園における交通安全リーフレット等を活用した交通安全指導【継続】 

自転車シミュレーターを使った自転車の交通安全の実施。 

［令和元年度（3月末予定）］ 60件 

・交通安全教室の実施【継続】 

［令和元年度（1月末時点）］ 42件 

● ごみの減量やリサイクル意識向上のための資源集団回収の促進 

・リサイクル工房ほくしん【継続】 

3Rの啓発施設として、平成 24年 10月に開館。ごみの分別や食品ロスなどについて、婦人会や自治会、

ふれまち協議会などに啓発活動を実施。 

・資源集団回収の促進【継続】 

地域が主体となって古紙などの資源を回収し、リサイクルを推進する活動への助成。 

［令和元年度］ 217団体 

● 区の財産である緑や自然などの環境保護 

・千苅貯水池の水源涵養活動【継続】 

平成 28年から平成 29年度に水道局が実施した養成講座の修了生により結成された市民ボランティア

｢森と水の守り人｣とともに、水源涵養活動を月に 1～2回実施。 

・山田川を美しくする会【継続】 

大池から衝原湖まで約 13㎞において、河川および流域住民ら 6,000人以上が

参加してクリーン作戦を実施。市内でも最大規模のクリーン作戦として今年で 42

回目を迎えた。（令和 2年 3月 1日開催予定→中止） 

・道場町桜の木点検ウォーク 

桜のあり方を住民主体で考え、桜をツールとしたまちの活性化につなげるため、町内の桜の木の病気

状況などを調査する「桜の木点検ウォーク」を実施。 

実施回数： 2回、参加者数： のべ 55名 

● ぽい捨て及び路上喫煙防止の意識向上 

・ステンスワンプロジェクト【継続】 

ぽい捨て防止重点区域を中心に各地域において啓発と美化活動を実施。 

［令和元年度］ 鈴蘭台地域： 6回、西鈴蘭台駅周辺： 4回 

有馬町： 3回、岡場駅・田尾寺駅周辺： 3回 
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歴史・文化・自然環境・有馬温泉などの観光資源を活かすには？ 

● 子どもから大人まで住民が地域を再発見する学習機会の充実と参加促進 
イベントへの参加リピーターや地域のファン獲得のため、町内に詳しく愛着を持った準町民制度の確立

をめざしている（大沢町） 

 ［令和元年度］ 第 4回大沢ふるさと検定：12月 14日（参加者： 17名） 

令和 2年 2月から準町民（『おおぞうファン』倶楽部）の募集開始。 

● 地域の自然環境を知るハイキングの開催 
［令和元年度］ 北区こうべ健康ウォーク（紅葉の有馬温泉散策）：10月 26日（参加者： 約 130名） 

● 里地里山文化体験のできる「あいな里山公園」の活用 

・イベントでの連携 

従来区民ホールで開催していた北区歴史講演会を、あいな里山公園で実施されている「あいな里山フ

ェス」との共催に変更。（10月 12日開催予定→中止） 

北区歴史フェスと題し、従来の歴史講演会に加え、農村歌舞伎上演会などを予定していた。 

・「キーナの森」との連携【継続】 

  相互利用に向けて、公園と森を行き来するハイキングなどを実施。 

● 地域の伝統行事・歴史遺産の継承 

・「北区農村歌舞伎上演会」の開催【継続】 

［令和元年度］ 下谷上農村歌舞伎上演会（参加者： 約 350名） 

・「世界茅葺き会議 日本大会」の開催 

令和元年 5月 22日に世界 7か国、約 150名の茅葺き職人が来神。 

淡河中学生のウエルカムスピーチによるおもてなしのほか、箱木家住宅や北僧尾 

農村歌舞伎舞台での農村歌舞伎の上演会を見学した。 

● 茅葺き民家活用の推進 
・「茅葺き屋根とふれあう月間」の開催【継続】 

［令和元年度］ JAZZ ライブや屋根葺き替え工事の見学などのイベントを実施。 

・WEB サイト「神戸かやぶき古民家倶楽部」の開設 

茅葺民家の魅力を発信すると共に、保全活用に関わる多くの人、団体等

の情報を集約するポータルサイトを開設（令和元年 5月 20日） 

・景観形成重要建築物等の指定に向けた働きかけ 

歴史的な建築物や地域のシンボルとなっている建築物など、景観上重要

な建築物等を「景観形成重要建築物等」として指定。 

［令和元年度］ 北区内の茅葺民家： 2件 

● 有馬温泉と国内外の温泉地との交流推進 
・有馬地区景観形成市民協定【継続】 

有馬地区における都市景観の形成を目的とした協定の検討・運用を支援。 

［平成 30年度］ 6月 協定見直し（区域拡大・きめ細かな基準への変更） 

3月 有馬地区景観形成運用ガイドライン策定 
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地域や観光資源の連携を促進して区の魅力をもっとＰＲするには？ 

● 地域や観光資源をＰＲするホームページの充実 

・神戸市公式移住ポータルサイト「KOBE address」 

神戸の暮らしに興味を持っている人や、移住（転職・転居等）を考えている人に対し、神戸の魅力や神

戸での生活を考える際に必要な情報を一体的かつ分かりやすく提供するウェブサイトを開設。 

里山暮らしなど北区についても紹介。 

● 「健康や文化の融合」など、これまでと違った視点からの観光資源をアピール 

・北神戸にぎわいプロジェクト【継続】 

平成 29年 8月に北区北部に位置する企業 6施設（※）が連携し、「北神戸にぎわいづくりプロジェクト」

を立ち上げ。北神区役所の開設を契機に、神戸親和女子大学との連携により、さらなる北区のにぎわい

づくり創出事業を実施。 

※道の駅「神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢」、神戸ホテルフルーツ・フラワー、キリンビール神戸工場、 

めんたいパーク神戸三田、イオンモール神戸北、神戸三田プレミアム・アウトレット 

［平成 30年度］ 6施設が連携したクイズラリーやスタンプラリーを開催。 

［令和元年度］ 6施設が連携したスタンプラリーを開催。 

 

・「NORTH KOBE GUIDE」の発行 

令和元年12月に『おいしい！楽しい！神戸市北区を満喫する NORTH KOBE 

GUIDE』を発行。 

新鮮でおいしい食や遊び・学べるスポットなどを掲載し、市内各所にて配布。 

・「逆さ地図」の制作【継続】 

区民や北区に関わる多様な方々から、北区への思いを「地図」という形

で集め、港町のイメージとは違った視点により、北区の魅力の再認識や

新たな地域の魅力発見につなげる。 

［平成 30年度］ ワークショップの開催 （参加者：のべ 40名） 

［令和元年度］ 令和 2年 3月下旬より区役所などにて掲示。 

今後、活用場所を増やしていく予定。 

・神出山田自転車道のリニューアル・活用 

老朽化した自転車道の舗装や柵の補修、案内看板や案内標識の更新、休憩所のリニューアル等の工

事を実施。令和元年 11月 10日にリニューアル記念したイベントを実施。 

令和 2年 5月末にはサイクリングロードに里山地域初となる「BE KOBE」のモニュメントを設置予定。 

● わかりやすい観光資源の標示や標識を設置 

・景観形成重要建築物（茅葺民家）指定サインの設置 

平成 30年度に公募によりデザイン決定した指定サインを景観形成重要建築物（茅葺民家）に設置。 
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区の重要な産業として農業を維持し魅力を高めていくには？ 

● 新しい農業経営のしくみづくりなどＪＡによる更なる支援促進 

・有馬山椒復活プロジェクト【継続】 

有馬地域の家庭で伝統的に使用されていた野生の有馬山椒を復活させるため、大沢町の生産者

と連携し、生産拡大を図っている。 

令和 2年 2月には有馬地域福祉センターにて有馬山椒を使った料理教室を開催。 

・「山田錦」の生産【継続】 

おいしいお酒を造る酒米品種として有名な「山田錦」は、淡河町をはじめとした北区各地で生

産されており、「神戸北山田錦品評会」の開催など、今後も良質米の供給に取り組んでいく。 

・新たな特産品の導入 

北区の新たな特産品化を目指し、令和 2年度からレモンの実証試験栽培を予定。 

● 若い農業移住者の移住定住促進 
・「里こん」の開催【継続】 

里山の古民家などを舞台に、地元の食材を使った料理を楽しむ婚活イベントを実施。 

［令和元年度］ 5月 25日 大沢町（カフェ）、8月 31日 長尾町（ふれあいの里 おくっちょ） 

11月 30日 淡河町（淡河宿本陣跡）  参加者： のべ約 60名、成婚組数： １組 

● 道の駅やショッピングモールでの農産物のＰＲや販売促進 
・道の駅「神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢」ファームサーカス【継続】 

平成 29年 3月 30日のオープン以降、地元農産物や神戸を代表する商品、地元食材にこだわった料

理の販売だけでなく、収穫体験と料理教室をセットにしたイベントの開催なども行い、地域の活性化に

取り組んでいる。令和元年 12月 21日には直売所が増設リニューアルされた。 

・道の駅「淡河」リニューアルオープン 

令和元年 8月 3日に先行して移転オープンした農産物直売コーナー及びレストランからなる地域振興

施設に続き、令和元年 12月 21日に駐車場の拡張整備が完了し、グランドオープンした。 

・八多町とエコール・リラの連携【継続】 

  「はたっこバス」1周年記念イベントの開催を期に、平成 30年 11月より岡場駅前のエコール・リラにて八

多町の新鮮な野菜や米の直売会を毎月 1回実施。 

● 自然豊かで農業が盛んな北区のイメージアップと情報発信 
・北区農福連携プロジェクト「きたベジねっと」【継続】 

農村地域における農業従事者の高齢化や耕作放棄地等の課題解決と農業を通じた障がい者の就労

支援を目指すプロジェクト。区内 11か所の障がい者就労支援事業所が協働し、農家から請け負った田

畑での農産物（米・野菜）の生産や加工・販売を行っている。 

･きたベジマルシェの開催： イオン藤原台（平成 30年 6月～、毎月第１土曜日） 

長田区「鉄人広場」（令和元年 11月 3日） 

☆トピックス 神戸版地域おこし協力隊の活動実施 
農村地域に東京圏の人材を誘致し、移住・定住を促進するとともに、地域力の維持・強化を図るため、

「神戸版地域おこし協力隊」事業を実施。北区 1名委嘱（活動地域：大沢町） 

☆トピックス 里地里山の活性化 

里地里山の地域を活性化し、生物多様性の保全につなげるため、都市部の住民が里地里山地域の住

民と一緒に参加するイベント等を開催。 

・「里地里山の自然･文化に親しむまちあるき（山田町）」（令和 2年 3月 14日開催予定→中止）  
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個性ある魅力的な駅前のにぎわいを作っていくには？ 

● 鈴蘭台駅前再開発・鈴蘭台幹線整備の促進 
［平成 30年度］ 鈴蘭台駅前再開発ビルにオープン、鈴蘭台駅の橋上駅舎の供用開始 

都市計画道路鈴蘭台幹線の整備に向けて、沿道の土地所有者などを対象としたま

ちづくり協議会準備会を発足。 

旧兵庫商業高校跡地の活用についてサウンディング型市場調査を実施。 

［令和元年度］ 鈴蘭台駅前広場ロータリーの供用開催（令和 2年 2月 26日） 

・鈴蘭台駅前元気 UP プロジェクト【継続】 

駅前再開発事業の工事期間中のまちのにぎわいづくりを目的として、駅周辺の商店主らと一体

感のあるイベントを実施。 

［令和元年度］ きたきたまつりで出店（令和元年 5月 18日） 

「第 4回鈴蘭台のまち学び」開催（令和元年 7月 20日～9月 16日） 

クーポン付ガイドブック「鈴蘭台のまち歩き Vol.6」発行 

（令和元年 9月～令和 2年 3月（予定）） 

・地域によるにぎわいづくり【継続】 

・SUZURANDAI BOOK STREET（鈴蘭台ブックストリート） 

鈴蘭台駅周辺の飲食店や洋服店などが独自に取り組む企画

で、お店にある本を自由に無料で借りることができる。 

・すずらん広場（ベルスト鈴蘭台 3F）での本棚設置 

平成 30 年度に実施した本棚設置の社会実験をきっかけとし

て、令和元年 6月に地域住民が中心となり「まちの本棚」として

運用開始。 

● 駅前ロータリーなど花壇の整備 
・クリサンセマムストリート【継続】 

鈴蘭台駅前再開発事業の一環として、北区連合婦人会と連携し令和２年１月末に駅前広場に花

壇を設置。 

● 市営住宅建替事業とあわせた周辺のまちづくり 

・北鈴蘭台におけるまちづくり【継続】 

・市営桜の宮住宅の整備 

第 1期事業：平成 30年 12月に市営住宅が完成し、今後、余剰地に民間戸建住宅を整備。 

令和 2年春頃より戸建住宅の販売開始予定。 

第 2期事業：平成 30年 12月に PFI事業者を選定し、令和 7年度完成予定。 

令和 2年 4月より既存市営住宅の解体工事に着手予定。 

・北鈴蘭台駅前地区第一種市街地再開発事業 

   令和元年 10月： 建物解体工事着手。 

   令和 2年 1月 30日： 北鈴蘭台駅前広場ロータリー供用開始。 

   令和 2年度建築工事着手、令和 4年度完成予定。 

 


