
 

 

第１３期北区民まちづくり会議 

平成３０年度 総会 次第 

 

日 時：平成３１年３月２０日（水） 

                    １４：００～１６：００ 

場 所：北区役所７階大会議室 

 

 

１．開 会 

 

 

２．議 事   

（１）平成３０年度 北区計画検証（案）について 

 

  （２）平成３０年度 活動報告（神戸親和女子大学） 

           

（３）北神区役所化について 

           

（４）その他 

    ①鈴蘭台駅北地区のまちづくりについて（進捗状況の報告） 

    ②兵庫商業高校跡地活用にかかるサウンディング型市場調査実施状況について 

    ③鈴蘭台駅前広場の整備計画について 

 

 

３．閉 会 



　　　所　属　団　体　な　ど 役　職

1 泉台自治連合協議会　 会長

2 星和台連合自治会　 会長

3 大沢町自治連合会　 会長

4 藤原台ふれあいのまちづくり協議会　 委員長

5 北区連合婦人会　 書記

6 北区連合婦人会　 会計

7 長尾町自治会　 会長

8 君影町自治連合会　 会長

9 神戸親和女子大学 地域連携センター　 センター長

10 八多町自治協議会、八多ふれあいのまちづくり協議会　 会長、委員長

11 鈴蘭台自治連合会　 会長

12 有野ふれあいのまちづくり協議会　 委員長

13 桜の宮ふれあいのまちづくり協議会　 委員長

14 大池自治協議会　 会長

15 北区民生委員児童委員協議会　 会長

16 唐櫃台自治連合協議会　 会長

17 北区連合婦人会　 書記

18 社団法人 有馬温泉観光協会　 会長

19 生活協同組合コープこうべ第4地区活動本部　 本部長

20 北神星和台自治会　 会長

21 道場ふれあいのまちづくり協議会　 委員長

22 北区老人クラブ連合会　 会長

23 有野台自治連合会　 会長

24 中里連合自治会　 会長

25 小部自治連合会　 会長

26 神戸親和女子大学 大学生

27 谷上地区自治連合会　 会長

28 北区子ども会連合会　 会長

北区　第１３期　北区民まちづくり会議 構成委員（５７名）



　　　所　属　団　体　な　ど 役　職

29 北区連合婦人会　 会長

30 唐櫃ふれあいのまちづくり協議会　 会長

31 広陵町自治会　 会長

32 南鈴連合自治協議会　 会長

33 北区連合婦人会　 副会長

34 北区連合自治協議会、北五葉連合自治会　 会長

35 淡河ふれあいのまちづくり協議会　 会長

36 北五葉ふれあいのまちづくり協議会　 委員長

37 北区青少年育成協議会　 会長

38 藍那校下自治連合会　 会長

39 山田校下自治振興会　 会長

40 兵庫六甲農業協同組合、神戸北女性会　 北区担当理事、会長

41 小倉台自治会　 会長

42 北区連合婦人会　 会計

43 北区連合婦人会　 副会長

44 藤原台自治会連絡会　 会長

45 神戸親和女子大学 大学生

46 南五葉ふれあいのまちづくり協議会　 委員長

47 北区保護司会　 会長

48 有野町自治連合会　 会長

49 ひよどり台連合自治会　 会長

50 神戸親和女子大学 大学生

51 神戸親和女子大学 大学生

52 箕谷ふれあいのまちづくり協議会　 会長

53 神戸市スポーツ推進委員北区連絡会　 会長

54 淡河町自治協議会　 会長

55 道場町連合自治会　 会長

56 鹿の子台自治協議会　 会長

57 有馬町自治協議会　 会長



















 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

平成 31年 3月 20日 第 13期北区民まちづくり会議 総会 
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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 

夏祭り、文化祭、とんどなどに地域の小・中学生が参加。 

【平成 30 年度】有野町地区合同夏祭り（8 月 4 日）：有野中学校吹奏楽部 70 名による演奏 

                  広陵町盆踊り：広陵中学校生徒約 40 名が運営ボランティアとして参加 

                →感謝状を贈呈し、担い手としての意識づけ など 

・地域の伝統行事への参加（神戸親和女子大学 学生） 

【平成 30 年度】淡河八幡神社「秋季例大祭」（10 月 7 日）：17 名 

六條八幡宮「厄除祭」（1 月 19 日）：3 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 

  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。 

【平成 30 年度】11 か所 

・子育てサークルの活動 

  実施主体は様々だが、希望時には保健師が出務し、健康教育を実施。 

【平成 30 年度】51 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 

きてきてカーニバル（継続） 

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の転換を図っている。今年度から、乳児

の保護者向けに、助産師によるベビーマッサージを新たに実施

した。 

【平成 30 年度】10 月 26 日開催 親子 308 名 

● 北区への移住促進のための働く場の創出 

谷上プロジェクトによる地域活性化 

日本中の若手企業家達が谷上を拠点に日本を変えていこうと、谷上プロジェクトを立ち上げた。 

谷上駅前に、起業家育成とコミュニティ形成を行うスペース「.me(ドットミー)」を整備したほ

か、河川清掃や夏祭りなど、地域活動への参加も積極的に行っている。 

【平成 30 年度】谷上 U-25 ミートアップ（参加者：15 名） 

        U-25 谷上学生ピッチ  （参加者：30 名）など 

● 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 
農村地域への移住を促進するため地域とのマッチングを進めた。 

（北区におけるコーディネーター：淡河の明日を考える会） 

・里山暮らし相談会 

    【平成 30 年度】相談 121 回、面談 55 回（12 月末時点） 

   ・空家バンク 

  【平成 30 年度】成約数（北区）：1 件（12 月末時点） 

  

写真差し替え 
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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 

・八多町 

平成 29 年度より本格運行を開始し、現在はバスの利用促進に向け、毎月 1 回

地域主催でイベントを実施。 

【平成 30 年度】1 周年記念イベント：10 月 6 日 

・大沢町 

道の駅「神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢」の運行車両を活用したコミュ

ニティバスを検討。 

【平成 30 年度】ファームバスを活用した社会実験：平成 31 年 1 月 15 日～ 

・淡河町 

平成 30 年 5 月より、自家用車両を使用したゾーンバスの本格運行を開始。 

【平成 30 年度】本格運行開始：5 月 16 日～ 

・有馬町 

平成 30 年 8 月より、小型バスを使用したコミュニティバスの試験運行を実施。 

【平成 30 年度】「ゆけむりバス」試験運行実施：8 月 5 日～10 月 8 日 

・北五葉におけるコミュニティタクシーの試験運行 

タクシーの閑散時間帯を利用した区域内運行のコミュニティタクシーの試験運行を

実施。 

【平成 30 年度】試験運行：4 月 2 日～6 月 30 日 

9 月 3 日～平成 31 年 3 月 31 日 

・筑紫が丘および広陵町、小倉台、桜森町における自動運転移動サービスの実証実験 

  筑紫が丘において、平成 29 年度に自動運転車両を活用した実証実験が実施

された。平成 30 年度は実施エリアを拡大し、実証実験を実施。 

  【平成 30 年度】実証実験：12 月 16 日～平成 31 年 2 月 22 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 

阪急バス 唐櫃営業所管内の運行について路線延長や増便を実施 

平成 29 年度に神戸駅～しあわせの村～西鈴蘭台駅を筑紫が丘 5 丁目まで 

延伸→現在は 1 日 5 便へ増便して運行 

● 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。30 年度は 1 人当たりの購入上限枚数を 4 枚から 5 枚に拡充した。 

【平成 30 年度】販売実績 約 36,000 枚（12 月末時点） 

● 住民の利用促進による公共交通の維持・発展 

・八多町 

バスの運行時間にあわせて毎月イベントを実施するなど、地域が主体的な利用促進を実施。 

・淡河町 

  ゾーンバスを利用した名所・旧跡を巡るイベントを開催。 

  【平成 30 年度】「秋のぐるっと淡河」：11 月 10 日 

          「冬のぶるっと淡河」：平成 31 年 2 月 11 日 

○ 北神急行線に関する阪急電鉄株式会社と神戸市の協議開始 
  北神急行線を安定的に運行し、利用者利便性の向上を図ることが北区・北神地域のさらなる魅力向上に

つながるものであるとの認識のもと、運賃低減に向けた検討として、神戸市交通局での一体的運行の可

能性について協議を進めている。 
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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 

・大沢町の都市との交流イベント 

【平成 30 年度】第 20 回どろんこバレーボール神戸大会（8 月 5 日）：99 チーム（約 1,500 名） 

               第 19 回ふれあいコメづくり広場（6～11 月）：各回 約 40 名参加 など 

・上津台の子育て世帯と長尾町の高齢者との交流会 

【平成 30 年度】餅つき大会（12 月 9 日）：約 300 名 

        とんど祭（平成 31 年 1 月 14 日）：約 120 名 など 

● 農業体験による都市と農村地域の交流 

 道場町生野自治会と都市住民との農業体験（稲作体験など）を通した交流活動 

● 図書館等を活用した、人と情報の交流・連携 

・三田市立図書館との相互利用 

【平成 29 年度】4 月より三田図書館の貸出対象区域を北区全域へ拡大 

・北神図書館の移転拡充 

  北図書館北神分館を「北神図書館」として機能を拡充し、商業施設内（エコール・リラ）に移

転。（平成 31 年 4 月下旬に移転・開館予定） 

● 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 3F）でのイベント実施 

  9 月 25 日の再開発ビルオープンに併せ、セレモニー・イベント   

を実施。神戸鈴蘭台高校の生徒によるダンスパフォーマンスや 

音楽コンサートなどが行われた。 

その他、地域の方によるイベント（「鈴蘭台紅白歌合戦」など） 

が開催されている。 

今後も区民の方に楽しんでいただける場として活用していく。 

・市民参画スペースの設置 

  区役所 6F に待ち時間に子どもたちを遊ばせることができる「キッズコーナー」、7F に区民の地

域活動や地域団体間の交流を支援すること及び文化作品の展示を目的とした「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 

・北神保健センター・北区社会福祉協議会北神分室の設置（平成 30 年 4 月 1 日） 

・北神区役所の設置 

平成 31 年 4 月に北神支所をさらに区役所に格上げし、北神地域を所管する「北神区役所」を設

置する。これにより、北神区役所においても、他の区役所と同様の窓口サービスを提供する。ま

た、広報機能の強化や防災体制の強化など、さらなる機能拡充を図る。 

・連絡所におけるまちづくり機能の設置 

「神戸市事業所事務分掌規則」において、連絡所の分掌事務にまちづくりの役割を位置づける。

また、淡河連絡所に係長級職員を 1 名配置予定。 
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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 
・上津台サロンの立ち上げ 

  平成 30 年 9 月、上津台地区内にサロンが立ち上がり、地域の親子の出会いの場となっている。 

  【平成 30 年度】参加者：8 組（2 月末時点） 

・スポーツ大会開催による地域間交流の促進 

  「北区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・中学生のみなら

ず、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。 

● 地域活動への関心向上・継続参加のしくみづくり 
・自治懇および婦人懇の実施による地域課題の解決 

地域課題や市政に関する諸問題について、自治会や婦人会から要望をいただき、住民と行政の間 

で課題解決に向けた議論を行う。 

・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。 

【平成 30 年度】申請：9 件 採択：9 件 

・「とりっぷ ing道場」の開催 

道場町の豊かな自然や歴史的建造物を徒歩で巡るイベントを開催。35 組 119 名が参加した。 

・シルバー会員制度 

   北神星和台自治会員のうち、高齢者のみの世帯に対して役員などの役回りを免除する制度。 

● 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 

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、北区内の多数の地

域行事に積極的に参加し、子どもたちや地域との交流を深めた。 

【平成 30 年度】青少協鈴蘭台支部主催「さわやかハイキング」（5 月 27 日）：8 名 

               第 24 回八多町文化祭（10 月 27～28 日）：3 名 

第 15 回森林植物園とんどやき（平成 31 年 1 月 13 日）：2 名 など 

 

○ 北区まちづくりシンポジウム 

  北区役所の庁舎移転にあわせた記念イベントとして、北区民まちづくり会議主催のシンポジウ

ムを実施。「地域が主体となったまちづくり」をテーマに、事例発表やパネルディスカッション

を通して、「若者の参加と担い手の育成」や「時代に即したまちづくり」など、これからの北区

を考える機会となった。 

各地域で行われる活動すべてに「つながり」というキーワードを見出すことができ、これをふま

え、平成 31年度より「地域団体の交流プラットフォーム」事業を実施予定。 
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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） 

  既存の見守り活動から除外されている高齢者に対する見守りの充実を図るため、地域住民が見守

りの輪に参加する。 

   【平成 30 年度】絆サポーター登録者数 9 地区 975 名（10 月末時点） 

● 公園や通学路など子どもが集まる場所の防犯対策 

・地域防犯活動用資材の配布 

  【平成 30 年度】ビニール傘（約 400 本）、手旗（約 250 本） 

・全小学校・中学校・幼稚園の児童生徒を対象に、不審者に遭遇した場合の対応等について、警察

等による実践的な防犯教室を実施（継続） 

・教職員による通学路の安全点検や登下校指導や校区内巡視（継続） 

● 学校園内・登下校時の見守り活動の充実 
  ・星和台連合自治会などでは、複数の団体による「子ども見守りパトロール」を実施 

   →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 

   ・登校時に学校前および交通危険箇所での見守り活動を実施 など 

● 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 

・淡河宿本陣跡の活用 

長年使われていなかった淡河宿本陣跡の整備が終わり、地域

の里づくりの拠点としての活用が進む中、週末限定カフェや

貸しスペースなどの地域交流・魅力発信拠点としても期待が

高まっている。 

  【平成 30 年度】 

   ミニ畳作りワークショップ： 7 月 29 日 

クリスマスイベント   ：12 月 9 日 など 

・長尾町「古民家再生プロジェクト」 

平成 29年 7月より空家の再生を実現するための課題解決や意見交換の場としてプロジェクトを

立ち上げた。古民家再生の第 1 弾として奥町家（上上津地区の空家）を改修し、地域の活性化

や交流人口の増加などにつなげていく。 

内 容：「地域図書館」「コミュニティルーム」に再生 

【平成 30 年度】 

   平成 31 年 3 月 16 日 『ふれあいの里 おくっちょ』開所 

・空き地・空き家マップの作成 

広陵町自治会では実態を把握するため、「空き地・空き家マップ」を作成している。 

また、空き地の管理については、所有者と連絡を取り、草刈りを自治会が斡旋する業者に依頼

する有無を問い、希望がある場合は夏頃に実施。 

 

○ 自動通話録音機の設置 

星和台連合自治会では振り込め詐欺を未然に防ぐため、自動通話録音機を 60台設置。 
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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） 

平成 30 年度は 9 地区において防災資機材庫やチェーンソー等を更新した。 

・緊急待避所への備蓄物資の整備 

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。 

【平成 30 年度】29 施設に配備済み 

● 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。 

  【平成 30 年度】2 地区作成 

● 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 

河川改修工事 

【平成 29 年度】武庫川（道場町）の改修工事完了 

【平成 30 年度】新規遊水地（道場町）の整備完了予定（3 月末） 

僧尾川改修工事着手 

        災害対応件数：46 件（完了：40 件、予定 6 件） 

● 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 28 年度】南部地域：89 件、北神地域：35 件 

【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：40 件（2 月末時点） 

 

○  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 

  【平成 30 年度】北五葉：安否確認訓練の実施（11 月 8 日） 

          道場町：ワークショップ 5 回開催（5 月 29 日～） 

              避難訓練の実施（11 月 18 日） 

              「道場町地区防災計画」の作成・全戸配布 

        大原・桂木：安否確認訓練の実施予定（平成 31 年 3 月 31 日） 

          桜の宮：ワークショップ 5 回開催（5 月～） 

              安否確認訓練の実施（10 月 21 日） 

          大沢町：安否確認訓練の実施（平成 31 年 1 月 13 日） 

          有野町：地域合同防災訓練の実施（6 月 17 日） 

          長尾町：避難訓練の実施 

          淡河町：チビッ子防災訓練の実施（平成 31 年 1 月 31 日） 

           谷上：要援護者への登録票送付（4 月）→57 名が登録 

         筑紫が丘：要援護者への登録票送付（9 月）→284 名が登録 

              平成 31 年度以降、ワークショップ開催予定 
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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。 

  【平成 30 年度】10 月 1～2 日 ふじの里 

11 月 5～6 日 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・情報発信を行う。 

【平成 30 年度】対象施設：329 か所×3 回（平成 31 年 1 月末時点） 

・健康教育の実施 

  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。 

  【平成 30 年度】13 回 

・きたきた元気体操の普及 

  北区の名所において区民が参加する動画 DVD を作成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 認知症の早期発見のための取り組みや、理解を深めるための啓発 

・認知症サポーター養成講座（継続） 

【平成 30 年度】区内 31 か所で実施 1,343 名受講 

・認知症ライフサポート研修の開催 

【平成 30 年度】平成 31 年 2 月 18 日（北神支所）36 名参加 

・認知症予防啓発講演会の開催 

生活協同組合コープこうべと連携し、認知症予防学習会「脳の鍛え方を学ぼう」を開催。 

【平成 30 年度】 9 月 13 日 北神（北神中央ビル）41 名参加 

        11 月 29 日 本区（北区役所）  45 名参加 

 

● 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） 
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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 
ペットの糞尿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） 

【平成 30 年度】60 件（2 月末時点） 

● 不法投棄の取り締まり強化 

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。 

【平成 30 年度】パトロール時の発見および区民からの通報：49 件（12 月末時点） 

● 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。 

【平成 30 年度】61 件（今年度見込み） 

・交通安全教室の実施（継続） 

  【平成 30 年度】40 件（1 月末時点） 

● 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。 

【平成 30 年度】233 団体（29 年度：231 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 

山や森の環境を適切に維持することで貯水池を保全することを目的とし、平成 28 年度より開催

している「森と水の守り人」養成講座の修了生とともに、水源涵養活動を実施。 

【平成 30 年度】修了生 約 30 名（活動のペースは、基本月 1 回） 

・山田川を美しくする会 

  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

41 回目を迎えた。 

【平成 30 年度】山田川の日常的な清掃に加え、年 1 回の大規模清掃を継  

続し、子どもたちが自然とふれあえる豊かな川に回復さ  

せるなど、住みよい地域環境の形成に貢献した功績が認 

められ、「兵庫県くすのき賞」を受賞 

● 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。 

【平成 30 年度】鈴蘭台地域：6 回、西鈴蘭台駅周辺：5 回 

有馬町：5 回、岡場駅・田尾寺駅周辺：5 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 
 【平成 30 年度】第 3 回大沢ふるさと検定：12 月 16 日（申込：22 名 参加：20 名） 

 

● 地域の自然環境を知るハイキングの開催 
【平成 30 年度】北区こうべ健康ウォーク（紅葉の有馬温泉散策）：10 月 27 日（参加者：120 名） 

 

● 里地里山文化体験のできる「あいな里山公園」の活用 

・子ども料金の無料化 

国営公園の利用者数の更なる拡大を図るため平成 30 年 4 月 1 日より子ども料金を無料化し、大

人料金の見直し（410 円⇒450 円）を行った。 

・藍那口の正式オープン 

平成 31 年 1 月 11 日に藍那口が正式オープンし、車で入園できるようになった。 

・「キーナの森」との連携 

  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 

【平成 30 年度】小河農村歌舞伎上演会（参加者：約 400 名） 

 

● 茅葺き民家活用の推進 
・「茅葺き屋根とふれあう月間 2018」の開催 

【平成 30 年度】JAZZ ライブや屋根葺き替え工事の見学など、5 件の 

        イベントを北区内で実施 

・「こうべ茅葺トリセツ」の発行 

  神戸市内の茅葺民家を適法に活用するためのガイドラインを作成。 

・景観形成重要建築物等の指定に向けた働きかけ 

 

● 有馬温泉と国内外の温泉地との交流推進 
・「温泉まちづくり研究会 in有馬温泉」の開催 

  温泉地が抱える共通の課題について解決の方向性を探り、各地の温泉地の活性化に資すること

を目指す「温泉まちづくり研究会」（全国 8 つの温泉地が会員）が有馬温泉で開催された。「温

泉地のインバウンドへの対応」をテーマに意見交換が行われ、同日夜には「有馬夜バル」も開

催された。 

  【平成 30 年度】11 月 27～28 日 

・有馬地区景観形成市民協定 

  地域における市民相互によ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） 
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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 

【平成 29 年度】 

・北区役所ホームページのリニューアル 

北区のトピックスをトップ画面で大きくお知らせしている。 

・「島＆都市デュアル」プロジェクト 

   自然と文化の両方を取り入れたライフスタイルを提案するプロジェクトで、WEB サイトにて北

区での事例も紹介。 

● 「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 

北区北部に位置する 6 施設が連携し、北区のにぎわいづくりにむけた取り組みを進めることで

意思決定された。 

【平成 30 年度】「夏休み 親子で学ぼう！北神戸クイズラリー」：8 月 11，12，18，19 日 

       「バスでまわろう！北神戸ハロウィンスタンプラリー」：10 月 6～8 日 

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 

 

・FARM BUS（ファームバス） 

北神戸の観光スポットとなる 6 箇所の施設を巡る無料のバスが、土日祝日を限定に運行中。 

・「北区の魅力発見ガイドブック 2018」の発行 

  北区の豊富な魅力を発信するため、イベント情報や観光スポットを掲載した冊子を  

発行。 

・「逆さ地図」の制作 

新たな北区の魅力発信ツールとして制作する。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から見た、

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  

平成 31 年 2 月 24 日 参加者：23 名  3 月 3 日 参加者：17 名 

・「カンボジア館」を移築したパビリオン 

  EXPO70 の大阪万博における貴重な遺産である「カンボジア館」が広陵町に移築されており、

平成 29 年度に大規模な改修が完了した。この建物は自治会の会議だけでなく、文化祭やスポー

ツ活動の拠点として利用されている。 

  2025 年の大阪万博開催が決定されて以降、EXPO70 の遺産としてマスコミにも取り上げられた。 

● わかりやすい観光資源の標示や標識を設置 

【平成 28 年度】 

・念仏寺鬼瓦と案内看板の設置 

・新兵衛石の案内標識の補修 
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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 

・大沢町における農産物のブランド化に向けた取り組み（継続） 

  スイートコーンに加え、冬のブランド農産物の柱として「ちぢみほうれんそう」の栽培も行う。 

・大沢有馬山椒部会の結成 

野生の有馬山椒を使用していたため廃れていた伝統の復活を目指して、大沢町で育生し生産拡大を図っ

ている。平成 29 年 1 月に食の世界遺産と呼ばれるアルカ（味の箱舟）に登録された。 

平成 30 年 9 月には、会期中 5 日間で延べ 100 万人を集めるという世界最大級の食の博覧会「テッラ・

マードレ＆サローネ・デル・グスト 2018」に出展した神戸ブースにおいて、有馬山椒の試飲試食を含む

PR を行い、海外からも非常に高い関心を示された。 

・「山田錦」の生産 

  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。 

● 若い農業移住者の移住定住促進 
「里こん」の開催 

里山の古民家を舞台に、地元の食材を使った料理を楽しむ婚活イベントを実施。 

【平成 30 年度】6 月 30 日 八多町（茅葺き民家） 

10 月 27 日 淡河町（淡河宿本陣跡） 

        2 月 23 日 道場町（茅葺き民家） 

       ※イベントを通じて、1 組のカップルが成立 

● 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 日にオープン。新鮮な地元野菜が手に入る上、商業施設にも近いことから週末を中心

に多くの観光客が訪れている。 

【平成 30 年度】収穫体験イベントの実施（黒豆、さつまいも） 

・八多町とエコール・リラの連携 

  「はたっこバス」1 周年記念イベントの開催を期に、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実施。 

・「食で育活(いきいき)フェスタ」の開催 

  【平成 30 年度】7 月 1 日（内容：地産地消に関する学習など） 

● 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」 

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。約 12ha の農地でおよそ 100 名の障がい者が従事

し、きたベジマルシェ（出張販売会）の開催やきたきたまつり等での販売を行っている。 

【平成 30 年度】きたベジマルシェ 

（イオン藤原台）         ：6 月～ 毎月第 1 土曜日 

（コアキタマチショッピングセンター）：9 月 15 日 

              （君影町 4・5 丁目自治会館）       ：11 月～ 毎月第 1 木曜日 

・農村地域と有野台の交流 

  地域で収穫された農産物の直売会を住宅地の集会所などで実施し、交流を図っている。 

  【平成 30 年度】有野台マルシェ（淡河町・八多町）：平成 31 年 3 月（予定） 

・「ニッポンバラタナゴ」の保全 

大沢町のため池において、絶滅危惧種純系の「ニッポンバラタナゴ」が発見された。保全とともに、大

沢小・中学校と連携し、キャラクターの作成や飼育・調査などの取組みを進めている。 



 

- 13 - 

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 9 月 25 日に再開発ビルがオープンし、橋上化した神戸電鉄鈴蘭台駅も同時に供用を

開始した。また、再開発エリアと周辺幹線道路を結ぶ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は、活用意向のある民間事業者と対話し、市場性を把握す

るためのサウンディング型市場調査を実施。 

・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。 

【平成 30 年度】5 月～6 月 第 3 回「鈴蘭台のまち学び」の開催（24 店舗参加） 

        9 月 25 日 クーポン付ガイドブック「鈴蘭台のまち歩き VOL.5」の発行 

              再開発ビル・区役所移転セレモニー・イベントの開催 

・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

は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 

  区民の憩いのスペースとなっている「すずらん広場」に、ブックストリー   

トの出張お試し版として本棚を設置する実験を実施。 

  【お試し設置期間】平成 31 年 3 月 4 日～4 月 30 日（予定） 

 

● 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 

鈴蘭台駅前再開発事業では平成 31 年度末に駅前広場を整備する予定。あわせて駅前にクリサン

セマムストリートの花壇を北区連合婦人会のご協力で整備する予定としている。 

・唐櫃台駅前の広場における花壇の整備 

 

● 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 

・市営桜の宮住宅の整備（継続） 

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 

第 2 期事業：平成 30 年 12 月に PFI 事業者を選定し、平成 37 年度完成予定 

（余剰地においては、県道明石神戸宝塚線沿いに、北鈴蘭台駅周辺エリア住民

の 暮らしの充実をめざし、「暮らし賑わい施設（ファーマーズマーケット・カ

フェ・ライブラリー・クリニックなど）」と「生活利便施設」、「時間貸し駐車場」

などを整備予定。） 

 ・北鈴蘭台駅前地区第一種市街地再開発事業 

   平成 31 年 10 月：建物解体・本体工事着工 

   平成 33 年 8 月：完成・入居、開業   （予定） 



平成30年度 活動報告 

神戸親和女子大学 



平成30年9月2日 

北区まちづくりシンポジウム 





区民広報紙 11月号～3月号 連載『きたっ子むすめが行く！』 



11月 



12月 



1月 



2月 



3月 



北神区役所について 

北区北神支所 



北神地域の行政機能拡充 
平成28年４月 北神出張所に北神まちづくり担当課長を新設 

平成29年４月 
北神出張所を北神支所に格上げ 
（市民課・まちづくり課・保健福祉課を新設） 
北農業振興センターを新設 

平成30年２月 
北神支所の窓口環境の向上 
（待合スペースの拡充・証明LED化など） 

平成30年４月 
北神支所の更なる機能強化 
（窓口・保健福祉部門の体制強化） 
北神保健センター・北区社会福祉協議会北神分室を新設 

平成30年７月 
      10月 

時間外特別窓口に対応 
保険年金専門窓口を新設 

平成31年４月 北神区役所に格上げ 



北神区役所の組織・体制 

北区役所北神支所 北神区役所 
 

北区役所 
 北神支所(廃止) 
   
  市民課 
  まちづくり課 
   
  保健福祉課 
  こども家庭支援担当課長 
           (廃止) 

 

北神区役所 
北神担当区長（新設） 
 保健福祉担当部長（新設） 
  市民課 
  まちづくり課 
  地域支援担当課長（新設） 
  保健福祉課 
  こども家庭支援課（新設） 

※北区社会福祉協議会の北神分室についても、組織を拡充し、北神事務所として設置 



市民課・まちづくり課の組織・体制 
北区役所北神支所 北神区役所 

 市民課 
  総務係 
  窓口係 
  窓口担当係長（廃止） 
 
 
  
 （連絡所） 
 
  
 まちづくり課 
   
  まちづくり担当係長 
  まちづくり担当係長 
   

 市民課 
   総務係 
   窓口係 
 
   戸籍担当係長（新設） 
   国保年金担当係長（新設） 
   介護医療担当係長（新設） 
  （連絡所） 
   地域活性化担当係長（新設） 
  
 まちづくり課 
 地域支援担当課長（新設） 
   まちづくり担当係長 
   まちづくり担当係長 
   まちづくり支援担当係長（新設） 
   防災まちづくり担当係長（新設） 
 

※地域活性化担当係長は淡河連絡所に配置 

※ 



北神区役所で拡充する業務 
他の区役所と同等のサービスを提供します。 
 
（１）住民サービスの拡充 
  ・戸籍休日夜間受付対応（５月７日～） 
  ・戸籍届出時の住民票の写しや各種保険証再発行等即日発行（５月７日～） 
  ・住居表示（５月７日～） 
  ・市民法律相談の拡充（４月～ 毎週水曜日） 
  ・乳幼児健診や乳幼児向け教室の専用スペースの設置（５月７日～） など 
 
（２）まちづくり機能の強化 
  ・ホームページの開設（４月１日～） 
  ・地域情報紙の発行（５月号～） 
  ・ふれあいのまちづくり業務の実施（４月～） 
  ・まちづくりと一体となった防災のしくみづくり（４月～） 
  ・北区社会福祉協議会北神事務所・北神ボランティアセンターによる地域 
   支え合い活動やボランティア活動支援の強化（４月～）          など 



北神区役所のフロア配置 
  北神支所 

（約1,620㎡） 
北神区役所 

（リニューアル後：約2,710㎡） 

５
階 【北図書館北神分館】 

健診・教室スペース（専用設備を整備） 
会議室・地域活動交流コーナー 

４
階 

 
市民課（総務・窓口） 
保健福祉課（こども家庭支援） 
健診室 
会議室・地域活動交流コーナー 

北神担当区長室 
市民課（総務・窓口） 
こども家庭支援課 
 
 

２
階 

まちづくり課 
保健福祉課 
（高齢,障害,生活支援等） 
北区社会福祉協議会北神分室 
 

まちづくり課 
保健福祉課 
（高齢・障害・生活支援等） 
北区社会福祉協議会北神事務所 
北神ボランティアセンター 

１
階 

  戸籍届出休日夜間受付窓口 



今後の予定 
平成31年４月１日 北神区役所設置 

    ４月23日 北神図書館オープン 

    ４月27日 
      ～５月６日 

リニューアル工事 
引越作業 

     ５月６日※ 
9:30～  開設記念式典開催 
10:30～ 開設記念イベント開催 

    ５月７日 
リニューアルオープン 
他の区役所と同等のサービスを提供します 



鈴蘭台幹線の整備 

 鈴蘭台幹線の整備に併せたまちづくりの実施に向けて、 

平成30年11月、まちづくり協議会準備会が発足 

 平成31年2月6日より現地相談所を開設 

 ・場所 鈴蘭台プラザ2階 

 ・日時 毎週水曜日 14～17時 職員が常駐 



 

  

１．はじめに 

神戸市では、平成 27 年 4 月の「北区民まちづくり会議」からの提言※をふまえ、平成 2８年９月に廃

校となった旧兵庫商業高等学校跡地（面積約 3.6ha 以下、「旧兵商跡地」という。）の有効活用につい

て検討しています。旧兵商跡地の有効活用にあたっては、民間のノウハウを活用した検討を進めており、

今後は民間事業者への公募による売却を予定しています。また、旧兵商跡地に隣接する西側区域では、

都市計画道路鈴蘭台幹線北区間（延長約 540ｍ）の整備に併せ、まちづくりに向けた検討が進んでいま

す。（下図参照） 

今後、まちづくりとの整合を図りながら、旧兵商跡地の活用方針（案）をとりまとめていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

２．これまでの取り組み 

平成 29 年度は、地域住民・通勤者・通学者へのアンケート調査と民間事業者（計 18 社）へ 

ヒアリングを行い、神戸市より旧兵商跡地活用の方向性・処分方針（案）をお示ししました。 

 

 

・鈴蘭台地区における人口減少や周辺の土地利用状況との調和などを踏まえて、住宅（戸建・ 

集合住宅）を中心に、跡地利用することを基本とする。 

・土地が広大であることから、旧兵商跡地内で利用用途を区分して、複合的用途で活用する。 

・住宅系以外の用途については、高齢社会への対応や若年世帯の流出など、鈴蘭台地区が抱 

える課題に対応し、地域の付加価値を高めるような機能を導入する。 

・住宅系以外の具体的な活用方法については、現状において、高齢者支援施設、子育て支援 

施設、医療施設、公園などが考えられるが、サウンデイング型市場調査の結果もふまえ、柔 

軟に対応していく。 

・原則、公募による売却処分を行う。 

 

 

３．平成 30 年度サウンディング型市場調査 

平成 30 年度は、旧兵商跡地の有効活用に向け、広く民間事業者から意見・提案を募集する対話型の

市場調査（サウンディング型市場調査）を実施しました。この調査では、平成 29 年度に公表した旧兵

商跡地活用の方向性・処分方針(案)の実現可能性について、民間事業者と意見交換するとともに、事業実

施に関するアイデア、市に支援して欲しい事項等について提案を求めました。 

なお、旧兵商跡地の西側区域でまちづくりの検討を進める中で、鈴蘭台幹線北区間に抵触している権

利者から出た「旧兵商跡地内に移転先を確保してもらいたい。」という要望に対する考え方などについて

も提案をいただきました。 

 

<調査経緯> 
平成３０年１０月 ９日           実施要領の公表 

１０月２４日           説明会の実施     （参加１０事業者） 

１０月３１日           現地見学会の実施   （参加 ９事業者） 

１１月１９日～１１月２２日    サウンディング参加申込 

１２月１８日～１２月１９日    サウンディングの実施 （参加 ５事業者） 

 平成３１年 １月～３月           公表内容のとりまとめ 

【参加業者】総合デベロッパー：２社、住宅デベロッパー１社、マンション事業者：1 社、 

地元建設会社：1 社 

 

旧兵庫商業高等学校跡地の活用に関するサウンディング型市場調査        ～民間事業者との対話結果～ 

 

新商業高校の開校に伴い移転予定の兵庫商業高校については、狭隘な現在の接続道の整備を含め、

その跡地について、雇用創出につながる民間活力の活用や福祉・文化など複合的な利用ができる施設

など住民のニーズを把握しながら、周辺道路整備とあわせて活用を検討していただきたい。 

 

※「北区民まちづくり会議」からの提言(H27.4) 

〈旧兵商跡地活用の方向性・処分方針（案）〉 

 

旧 

 

旧兵庫商業高等学校跡地正門前 旧兵商跡地へ向かう狭隘な進入路 

平成 31 年 3 月 

 



<調査結果の概要 （詳細は別紙参照）> 

（１）旧兵商跡地の土地利用に関するアイデア 

全ての事業者から住宅を中心としたまちづくりの提案がありました。 

住宅については、戸建住宅、集合住宅（分譲及び賃貸）の他にも高齢者向けマンションなど、様々

な年齢層の方を受け入れる住宅供給のニーズが考えられるとのことでした。 

住宅以外の用途としては、鈴蘭台幹線沿道におけるスーパーなどの中規模商業施設や、沿道以外

では住宅と兼用した店舗（例えば美容院、洋菓子店、託児所、学習塾など）、クリニックモール、

高齢者福祉施設などの提案がありました。また、メディカル（医療と連携した）フィットネスやレ

ストラン、子育て支援施設など、この場所でしか利用できない特色を出す施設の提案もありました。 

 

 

（２）少子高齢化などの地域課題への対応に関するアイデア 

若年層の流入を促すためには、まちづくりのコンセプトの必要性や、子育て支援施設や公

園などの整備が必要であるとの提案がありました。 

周辺隣接地域活動（自治会、学校など）と連携したイベントなどの企画、戸建住宅のエリア

での管理組合の組織化、建築協定の策定、道路や公園を管理組合で管理するなどの提案があり

ました。 

また、土地の高低差対策としてエレベーター設置などのアイデアについては、高齢者住宅と

しての対応であれば必要との意見やエレベーター単体の整備は厳しいためマンションのエレ

ベーターと併用で使うなどのアイデアも出ましたが、後のメンテナンスなど費用面の課題の検

討が必要などの意見がありました。 

 

 

（３）事業参画に際し事業者が行政に支援して欲しい事項 

隣接する周辺地域から旧兵商跡地へのアクセスの確保の必要性、整備した公園や緑地などの

施設の維持管理について市からの支援の必要性、旧兵商跡地内の道路の勾配をできるだけ緩や

かなものにする必要性などについて提案がありました。 

また、旧兵商跡地の一部エリアが土砂災害警戒区域に指定されているなど地形上の課題も 

あるため、その整備や管理に関する行政との役割分担の必要性について提案がありました。 

 

 

（４）隣接する鈴蘭台幹線北区間のまちづくりへの対応に関するアイデア 

鈴蘭台幹線整備に伴う権利者の移転先を旧兵商跡地内に確保して欲しいという意見に対し

ては、鈴蘭台幹線沿道にはスーパーなどの中規模程度の商業施設を誘致し、移転される方を旧

兵商跡地の東側に移転していただくことも検討したいとの意見がありました。 

 

（５）事業の実施範囲についての提案 

５事業者のうち４事業者については旧兵商跡地全部を事業の実施範囲としたいという意向

でしたが、１事業者については旧兵商跡地の一部のみを事業の実施範囲としたいという意向で

した。 

 

 

（６）旧兵商跡地の整備に関する市と事業者の役割分担などに関する提案 

旧兵商跡地の整備のおおまかな手順としては、①鈴蘭台幹線北区間のうち一部区間（小部小

西交差点～旧兵商跡地への進入路）の整備、②整備した鈴蘭台幹線から旧兵商跡地への進入路

の整備、③旧校舎等の解体、④旧兵商跡地内の造成工事、⑤旧兵商跡地内の道路の整備及び宅

地整備 を考えています。このうち、①、②については全事業者が市による整備を希望してい

ました。また、③、④、⑤については市と事業者の役割分担について各事業者から様々な意見

がありました。 

 

 

（７）土地利用に関する（用途地域等）規制についての提案 

全ての事業者が現状の土地利用に関する規制で問題ないが、住環境を守るためには建築協定

を取り入れたり、住宅以外の用途については（用途地域や高度地区など）規制の緩和の必要性

について提案がありました。 

 

 

（８）事業の入札方式等についての提案 

全ての事業者が、価格競争だけで決めるのではなく、まちづくりのコンセプトやまちの課題

解決案などを提案して、総合的に評価するコンペ方式等での入札を希望していました。 

また、地元企業も参加できるよう、JV（共同企業体）や SPC（特別目的会社）なども入札

に参加できるようにして欲しいとの提案がありました。 

 

４．今後の予定 

平成 31 年度は、サウンディング型市場調査の結果をもとに、「北区民まちづくり会議」での意見交

換や鈴蘭台幹線北区間のまちづくりの動きとも連携しながら、兵商跡地の有効活用に向けて、神戸市

として活用方針（案）をとりまとめていきます。 

なお、旧兵商跡地の活用に関する検討状況については、市のホームページや都市計画ミニニュース

などを通じて広くお知らせいたします。 

 

担当：住宅都市局市街地整備部都市整備課 弓場・西田               

Tel：078-322-5039（内線：4927） 




	別紙3①_次第-総会
	別紙3②_【公表用】委員名簿
	別紙3②-1_北区計画
	別紙3②-2_北区計画検証⑥
	別紙3③_神戸親和女子大学　発表資料
	別紙3④_北神区役所について
	別紙3⑤_住宅都市局

