
　4 月より本格運行を始め
て 5ヶ月、この間一日乗車
目標人数、100 人に対して
70 人前後と、まだまだ納
得のいく数字は出ていませ
んが、暑さのせいか、ここ
1・2ヶ月は 90 人前後の数
字が出ているように、利用
客が増加傾向にあります。
なんとか安定的に 100 人
の乗車が得られる様に再
度、早朝急行便を試験運行

いたします。又、併せて循
環便の始発が 1 時間早まり
ます。期間は 8 月 9 日か
ら 9 月 29 日の平日です。
一定の利用客が見込まれる
場合は、改めて国交省に申
請を行い、早朝急行便の本
格運行を行いたいと思いま
すので、皆様の更なるご利
用をよろしくお願いいたし
ます。
（原田幸男）

　私は 2016 年から塩屋を対象地として景観保全に関わる

研究を行っています。

　昨年 1 年間の研究は住民団体である推進会の活動に着目

し、推進会が路地、異人館、海などが織りなす塩屋らしい

伝統的な景観をどのように保全しているのか、という視点

から塩屋における景観保全活動のしくみとその意義につい

て考察しようとするものでした。

　この研究の中では推進会の勉強会やイベントに参加させ

て頂く機会もあったのですが、その中でまず感じたことは

推進会の方々の地域の魅力を発信していこうとする熱量の

大きさでした。まちづくりや景観保全活動を行っていくう

えでは大掛かりな法制度や建築計画なども時には必要だと

思います。しかし、それらの基となるのは地域の魅力を深

く理解している住民の方々の行動であるということを昨年

の 1年間の中で教えて頂いたと感じています。

　私は塩屋に住んでいる人間ではなく、塩屋では自分の住

んでいる地域と比べると様々なイベントが数多く行われて

おり、このような活動への窓口というものは非常に大きい

と感じています。まだイベントや勉強会には参加したこと

がないという方でも、一度気軽に参加すれば、おそらく推

進会の方々が目指しているものがどういうものなのか感じ

ることができ、そして今まで気づかなかった塩屋の魅力に

ふれることができるのではないのでしょうか。

　研究はこの先も、塩屋の人びとと風景の関係という視点

から続けていく予定ですので、これからも暖かく見守って

頂けたらと思います。

（神戸市立工業高等専門学校専攻科・都市工学専攻・松浦夏広）

今回は、そとからの参加者・神戸高専の松浦さんです！
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塩屋らしい風景を受け継ぐために…

『塩屋景観ガイドライン試験運用版』ができました
　総会にて塩屋景観ガイドライン（試験運用版、以
下「ガイドライン」）が承認されましたので、運用
を開始しました。
　これまで推進会では、道路・通学路、防災・地域
安全、生活基盤の整備、コミュニティ・交流の促進、
歴史・文化資産の継承、自然との共生等、さまざま
な課題に取り組んできました。
　今後これらの取り組みをさらに深め、意義のある
ものにしていくために、前提となるべき「塩屋らし
さ」「塩屋ならではの良さ」とは何かを、今一度問
い直してみることが不可欠になってきています。

　その要となるのが「景観」です。
　地域の特色や魅力は一朝一夕に作られるものでは
なく、人と人、人と街、人と自然の関わりが紡ぎ出
す時間の織物であり、その現れである景観は、現在
のまちの姿であるだけでなく、まちの歴史の顔でも
あります。
　現在のガイドラインは法的な強制力はありません
が、塩屋ならではの「まちのあり方」を考える上で
の指針として、地域で共有できるよう、普及・浸透
を進めていくことになります。
　内容についてはこれで確定するわけではなく、み
なさんのご意見を伺いながら、継続的に改善・充実
させていきたいと考えています。

　併せて、「塩屋らしさ」として守り、生かしてい
きたい景観を、「景観資源カタログ」として、物や
場所だけでなく行事や暮らしぶりも含めてデータ
ベース化していく予定ですので、是非とも作業にご
協力いただければ幸いです。

　また、ガイドラインの冊子を地域に配布し、この
取り組みの周知を図っていきたいと考えています。
公的施設、店舗等に限らず、個人でも設置・配布に
ご協力いただける方は、推進会までご連絡いただけ
ればと思います。　　　　　　　　　　　（信森徹）

▶▶詳しくは 2 ページ

冊子の設置・配布
による取り組み
周知へのご協力

内容についての
ご意見

●ご意見・お問合せは…
メール（上記）または
塩屋地域福祉センター
のポストまで

Infomation

塩屋景観ガイドラインでは
下記を募集中です！

塩屋コミュニティバス「しおかぜ」

早朝急行便の試験運行実施中！

どちらも
9/29（金）まで
平日のみの

限定運行です！

通常便の始発も 1時間
早くなります！

1系統　8時半
2系統　9時

塩屋駅発

▼▼▼

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

※このガイドラインは，塩屋らしい景観をみんなで考えていくため，地域に広く普及を図っていくものです。

　内容については，地域の意見を反映しながら随時更新していきます。

景観保全活動の基となるのは「地域の魅力を深く理解している住民の方々の行動」

（イニシャル K）
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コラム しおやそとからなかから . その 1
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※始発バス停から塩屋駅までの片道運行です。
※料金は通常便（循環便）と同じ金額です。
※大人 300 円／小学生 200 円／未就学児無料
※回数券や利用促進チケットもご利用いただ
※けます。

こちらはタクシー車両で運行！

いつもの
⾞両です



　塩屋は街全体に、大小様々、自然度の高い緑が立体的に
点在し、人工構造物と調和しています。健全な緑は、ヒー
トアイランド防止･保水力の維持･豊かな生態系による衣食
住の供給源･四季の移ろいなど、多くの恩恵を私たちにも
たらします。
　近年、開発のたびに街の緑は、美観のみ、あるいは機能
のみ、など、単一目的に特化した、単純かつ幾何学的に植
栽されたものが多く、その分、自然の緑が減りつつありま
す。更に、街なかに自生する植物は、山菜や実のなる木も
含め、異物として刈られる傾向にあります。雑然とした自
然度の高い緑は、幾何学的に植栽された緑と、風景として
釣り合わないことも、自然の表情を抑えたくなる一つの要
因なのかも知れません。
　単純に植栽された緑では生態系も乏しく、住む人の感性
も単純化させます。やはり、総合的恩恵をもたらす質の高
い緑、自然が作り出す必然的な風景を、美の基準として重
んじ、自然度の高い緑を未来に引き継ぐ必要があります。
　本来自然は複雑で、あらゆる動植物が混然一体となって

均衡が保たれているものです。植物は本来、その中で健全
に生育する仕組みを持っているはずで、その法則に基づい
た植樹法や農法からも、そのことが垣間見られます。砂防
･防火の観点からも、単純な人工林より原生林の方が、効
果が高いことも知っておく必要があります。
　自然度の高い緑は、四季の移ろいも味わい深いものです。
冬にはスイセンが咲き、春が近づくと、ツクシやフキノト
ウが顔を出す。やがて木々の間から出番を待っていた春の
主役、桜や花桃が開花。木に絡まったアケビもこの時期に
開花。春が終わるとスイカズラの香りが初夏を知らせ、夏
は蝉の合唱。クズの花の香りが漂う頃には秋の足音がすぐ
そこ。秋はアケビが実を結ぶ季節。虫の声と共に秋が深ま
る頃、ザクロが甘くなり、草木の織りなす紅葉のパッチワー
クが心地よい。
　“みどり資源” の保全にあたっては、季節ごとにどの様な
自然のドラマが繰り広げられるか（場所によっては過去に
さかのぼり）、五感を使って価値を見出し、保全のあり方
を検証する必要があります。　　　　　　　　（長沢和洋）
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“しおや浜・海上イベント 2017” 盛況の内に幕

「塩屋景観資源カタログ」その 1

自然度の高い緑を未来に引き継ぐ＝“みどり資源”

左から順に、塩屋谷川沿いの源平桃の木、梅木谷付近の菊、大谷交差点南側の秋の葛、南谷から見える紅葉

総 会 報 告

2016 年度事業報告
●地域資源の保存・共有・継承活動
「徹公の部屋」，「塩屋見聞録 1955-2015」の改訂，「塩屋見聞録Ⅱ」
の作成
●塩屋景観ガイドラインの検討
●自然環境保全・共生活動
●「まちのあり方」についての情報交換
●コミュニティバス導入（塩屋コミュニティバスを走らせる会とし
ての事業）
●防災・減災マップづくり（塩屋ふれあいのまちづくり協議会との
共同事業）
●都市計画道路・塩屋多井畑線整備
●しおやまち縁カフェ
●中野センター橋梁破損対応
●まちづくり団体交流会への参加

2016 年度収支決算報告

2016 年度特別会計（魅力アップ活動助成）収支決算報告

科　目
繰越金
まちづくり活動助成金
事業収益・寄付

利息
合　計

予算額（円）
100,267
300,000
10,000

0
410,267

決算額（円）
100,267
300,000
55,052

2
455,321

摘　要
前年度繰越金
まちづくり活動助成金
寄付 48,170 円，川まつり
収益 6,882 円
利息

＜収入の部＞

＜支出の部＞
科　目
印刷費
　ニュースレター
　総会資料
　定例会資料
　活動案内

通信費
　ニュース配布料
事業費
　会場使用料

交通費
　交通費補助

事務費
　備品等

次年度繰越金
合　計

予算額（円）

140,000
8,000
80,000

60,000

12,000

0

10,000
100,267
410,267

決算額（円）

120,000
24,052
29,240

25,000

13,000

64,000

24,708
155,321
455,321

摘　要
ニュースレター No.24・
25 印刷代
定例会資料・大判印刷代
まち縁カフェビラ，徹公
の部屋ポスター，総会案
内ポスター，しおかぜア
ンケート改修促進ビラ

ニュースレターNo.24

まち縁カフェ会場使用料

真鶴町視察・交流交通費
一部補助，まちあるきイ
ベント参加費

SDHC カード，IC レコー
ダー

科　目
助成金
寄付
合　計

決算額（円）
300,000
1,179

301,179

＜収入の部＞

＜支出の部＞
科　目
講師謝礼
マップ作製委託費
印刷費
資料代

記録メディア
雑費

合　計

決算額（円）
4,500
97,200

157,800
8,242
6,790
26,647

301,179

摘　要
講師謝礼，マチアルキ講師謝礼
塩屋見聞録 vol.Ⅰ修正，塩屋見聞録 vol.Ⅱ作製
塩屋見聞録 vol.Ⅰ，vol.Ⅱ印刷
絵葉書資料館入館料，絵葉書，DVD
ポータブルハードディスク
コピー：資料，マップゲラ，マチアルキ資料　
文具：ファイル，付箋　交通費：JR 塩屋‐垂水，
山陽塩屋‐霞ヶ丘、JR 塩屋‐JR 摂津本山

2017 年度事業計画
【地域のまちづくりの研究及び協議】
・誰でも自由に参加し意見交換ができる場として，「定例勉強会」
を月 2 回開催します。また，推進会の活動内容について知ってもら
うように努め，地区住民等の参加を広く呼びかけるとともに，活動
に主体的に関わることのできる人材の育成に努めます。

【まちづくり構想の具体化】
・「誇りを持って愉しく住み続けられる」まちの将来像をとりまと
めた「まちづくり構想」の具体化を図ります。また，新たな課題を
再確認し，次期まちづくり構想の提案に向けた検討を進めます。

【まちづくりルールの策定】
・「歴史・地域文化・自然環境」を地域資源として改めて探り，共有し，
それらを守り，育てるための「塩屋景観ガイドライン（試験運用版）」
を策定し，またそれを踏まえた地区計画やまちづくり協定等による
制度化を検討します。
・「ガイドライン」の実例を一覧にした「（仮称）景観資源カタログ」
の作成を進めます。

【まちづくり構想に基づくものづくりの推進】
・都市計画道路・塩屋多井畑線に関して，「提案書」「再提案書」に
基づいて，引き続き神戸市との協議のもと，整備を推進します。
・「駅前～大谷交差点周辺」を対象とした整備提案内容をまとめます。
・まちづくり構想に掲げている「防災スポット」整備の一環として，
空地を活用した広場づくりを進めます。

【まちづくりに係る情報共有のための活動】
・ニュースの発行および掲示板・ウェブサイトの活用により，会の
活動やまちづくりの情報を発信・共有します。また，まちづくりの
テーマに沿った継続的なイベント等を通じて推進会をＰＲするとと
もに，活動への理解と参加を促します。

【その他の事業】
・塩屋コミュニティバス「しおかぜ」の定着に向けた取り組みを進
めます。
・地域の歴史や文化についての情報を収集し，これまでの蓄積とと
もに発信・共有を図ります。
・他団体・他地域とも連携しながら，地域のイベントや伝統行事の
継承・発展を図り，推進会活動の基盤を強化します。
・自主財源の確保を進めます。

2017 年度収支予算

「塩屋景観ガイドライン（試験運用版）」
地域からの意見を募集しながら内容の周知を図るため、「塩屋景観
ガイドライン（試験運用版）」（案）（全戸配布済み）の内容で，試
験運用を開始することが承認されました。

金額（円）
155,321
300,000
10,000
465,321

科　目
繰越金
まちづくり活動助成金
事業収益・寄付
合　計

金額（円）
248,000

60,000

12,000

10,000

135,321
465,321

科　目
印刷費
　ニュースレター等発行（2回） 140,000 円
　総会・定例会等資料  80,000 円
　活動案内   28,000 円
通信費
　ニュース等配布料（2回）  60,000 円
事業費
　まち縁カフェ会場使用料（12 回） 12,000 円
事務費
　事務用品　他   10,000 円
予備費
合　計

＜収入の部＞

＜支出の部＞

それぞれの詳細はウェブサイトに掲載しています。
これまでの活動も併せてご覧ください。

　2017 年 6 月 18 日（日）10 時より、塩屋地域福祉センターにて
塩屋まちづくり推進会の通常総会が執り行われました。定足数を超
える 35 名の出席がありました。また、次の審議事項はすべて承認
されました。その他、活動報告や、都市計画道路・多井畑線の整備
工事に関する説明があり、活発に意見交換が行われました。

「塩屋景観ガイドライン」の事例集！
「視点場」「文化財」「コミュニケーシ
ョン」「路地」についても編集中です

　7 月 23 日に、1993 年以来大震災と台風による 2 度の中
止を除いてつづけてきた、塩屋の風物詩のひとつ “しおや
浜・海上イベント 2017” が行われました。垂水区が後援
し区長臨席のもと、開会式に続いて風向きと潮の流れで
思ったように進まない「ゴムボートレース」そして「砂浜
綱引き」の文字通りの死闘が繰り広げられて、午前の行事
が終わる。余談ですが、綱引きを地引網引きと間違われて、
エントリーされた方が数人おられました。綱も網も、死語
に近づいているのでしょうか。
　午後からは、子どもよりも親の方が必死になる「スイカ
割り」。このスイカ、実はビーチボール。なので割れない。
けれど当たると大きなスイカが丸 1 個もらえるとあって、
親の期待を一身に背負う子供は大変です。だから失敗する
と、子供は泣くしかないのです。その後はほぼ参加者全員
参加の「じゃんけん大会」「ビンゴ」とあって、メインイ
ベント「魚とたこのつかみ取り」へとつづく。およそ 500
人を超える参加者で、終日にぎわいました。

　塩屋は東西と南北にそれぞれ 2 キロほどの小さな谷あい
のまちです。小さいなりにほぼ完結している地形ゆえに、
かつてはそれをもじって「行政の谷間のまち」として行政
への陳情の枕詞にしたものです。
　たしかに、古い字名でいくと滝が谷・小谷・南谷・民部谷・
大谷・井谷（一井谷）・梅木谷とあり、その谷あいを流れ
るのが谷川になります。この谷川が形成した砂浜。
　この谷間のまちも、行政からは見放されても、経済の波
は押し寄せ「開発」されてしまっています。その中で、わ
ずかに残された自然の象徴として塩屋海岸を残し生かすこ
とを考えたいものです。　　　　　　　　　　　（松本徹）
　

　ほぼこの通りのプログラムで例年
行っていますが、暑い夏のさなかであり
イベントを支える担い手（人と金）の不足で、
来年以降の開催が危ぶまれています。
　会場となっている塩屋漁港西の海岸は、
神戸にわずか残された貴重な自然海岸です。
この浜を守り生かしていくための一つとし
て、このイベントの存続を願うものです。


