住民合意による「阪神沿いの道路等に関する提案」について
深江地区まちづくり協議会
１．はじめに
深江地区は神戸市東灘区の東端・浜手に位置し、阪神電
鉄、国道 43 号沿いに広がる、面瀬 170ha、人口 24,000 人、
世帯数 12,000 世帯の庶民的な住宅地域である。
（図１）
深江地区まちづくり協議会
（以下、本協議会という）は、
神戸市の「神戸市地区計画及
JR 甲南山手駅
びまちづくり協定等に関する
国道２号
条例（まちづくり条例）
」で
認定された団体で、平成 2 年
阪神電鉄深江駅
7 月に国道 43 号の環境問題や
阪神電鉄の高架、それに伴う
国道 43 号
駅北側の都市再開発問題等の
検討を目的に深江連合自治会
を母体に設立された。平成 7
図１ 深江地区の位置
年 1 月に発生した阪神・淡路
大震災では、深江地区は死者 250 人を越える被害を受け、
当初の検討目的は大きく延期・変更を余儀なくされた。そ
して、その後は『みどり豊かで安全なまち』をテーマに復
興まちづくりに取り組んできた。
（表１）
表１ 深江地区まちづくり協議会のこれまでの活動の概要

平成 02 年 07 月：深江地区まちづくり協議会設立
平成 05 年 06 月：まちづくり協議会の認定
平成 05 年 08 月：
「まちづくり提案」の提出
7 年 1 月：阪神・淡路大震災
平成 07 年 11 月：まちづくり協定の締結
平成 09 年 06 月：深江駅前花苑の設置
平成 11 年 01 月：第 2 期「まちづくり提案」提出
平成 12 年 03 月：深江駅前ほっとスポットの整備
平成 16 年 10 月：国道 43 号沿道防災緑地としての花壇が完成
平成 20 年 06 月：新深江まちづくり構想の策定
平成 22 年 06 月：阪神深江駅南地区地区計画の都市計画決定
平成 22
9 月：阪神連立関連まちづくり部会の設立
29 年 3 月：深江本町「地区計画」を都市計画決定
29 年 3 月：
「阪神沿いの道路等に関する提案」を神戸市
に提出

田中 康

図２ 阪神電鉄住吉・芦屋間の連続立体交差事業の概要
（としけいくミニニュース平成 29 年 4 月発行：神戸市都市整備部）

現在、深江駅の北側道路は幅員が狭く車の通行ができな
い。このため、利便性の面では劣っているものの深江地区
内を通過する交通量は抑えられている。この事業が完成す
ると、これまで線路で分断されていた南北の地域が一体化
されるとともに、阪神沿北側線の整備によって東西交通の
利便性が向上する。しかし一方で、国道２号や 43 号から地
区内に流入してくる通過交通の増大が懸念される。
この課題に対する地域住民の意見をまとめるため、本議
会では、平成 22 年に協議会内に「阪神連立関連まちづくり
部会（部会長：筆者兼務）
」を設立し、住民による事例調査
や勉強会、アンケート調査、説明会等を繰り返し開催し、
住民主体の計画提案と合意形成に取り組んできた。
本稿では、阪神電鉄の高架問題を主目的に 27 年前に結
成された本協議会が、
ようやく本来の検討テーマに着手し、
都市計画道路の形態に関する住民提案を神戸市住宅都市局
に提出した一連の活動について整理するとともに、今後の
本協議会の役割や展望について述べるものである。
２．阪神連立部会での検討内容と部会案の作成
阪神電鉄の高架化により南北の交通事情は改善される
が、幅 10m 道路（阪神沿北側線）という新たな東西の軸が
地区内に出現する。この影響がどのようなものなのか、道
路の性格については利便性を優先するか、それとも歩行者
の安全性を優先するのか、また高架下の空間はどのように
使われるのか、と言ったように部会での当初の議論はこれ
まで経験の無かった高架事業を前に議論百出した。

筆者は、平成 8 年に事務局メンバーとして本協議会の活
動に参画し、平成 26 年より会長を務めている。
現在深江地区では、震災復興のため延期されていた都市
計画事業（都市計画決定：1991 年）
「阪神本線住吉・芦屋間
連続立体交差事業」が平成 18 年より行われており、踏切の
除去や交差道路の改良が進められている。そしてそれに伴
って沿線沿い北側に幅員 10m の都市計画道路（阪神沿北側
線）や、高架下の南北道路、駅前小広場等の整備計画が検
討されている。
（図２）

写真１ 阪神連立部会の様子
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そこで、専門家を招いての勉強会やまち歩き、事例見学
等を繰り返し実施し、検討テーマを絞り込むとともに、沿
道住民を対象とした意向調査を行い、これらの知見に基づ
いて検討を重ねた。

写真２ 専門家による勉強会

３．部会案『阪神電鉄沿いの道路等に関する提案』の内容。
①阪神沿北側線については、阪神深江駅を境に西側を双
方向通行、東側を一方通行とした。駅西側の道路沿いには
集合住宅や墓地などが立地しており、車の出入りが限られ
ることや、周辺に一方通行の道路が多いことから市が示し
ている片側歩道の双方向道路としたのである。
一方、駅東側については東灘小学校が立地しており通学
路となることから、一方通行区間としてゆったりとした歩
道空間を確保し、自転車の通行帯を設けるなど、歩行者の
安全性を重視したプランとしている。そして更に東灘小学
校から以東については、車道を雁行させるなど車の速度を
抑制する対策を講じることとしている。
（図３）
また、全域にわたって景観の向上を図るため、街路樹や
植栽帯を設けることを提案した。

写真３ 深江地区内のまち歩き
の様子

そして、基本的な考え方として都市計画道路（阪神沿北
側線）を含む一帯を『安心・安全で美しい暮らしのゾーン』
と考え、都市計画道路（阪神沿北側線）を「生活道路」し
て位置づけた。また、学校関係者、警察関係者との意見交
換を行い、平成 25 年 4 月には部会案として、①阪神沿北側
線と線路と交差する南北道路等に関する提案、②深江駅北
側の駅前広場に関する提案、③阪神電鉄高架下の利用に関
する提案、の３項目を基本に取りまとめた。

写真 4 学校関係者との意見交換

図３ 部会案『阪神電鉄沿いの道路等の関する提案』
(深江地区まちづくりニュース 第 27 号)
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写真 5 警察関係者との意見交換

②駅前広場については、タクシーや送迎車の待合スペース
や駅利用者の休憩スペース、身体障がい者用の乗降スペー
スの確保などを盛り込んだ。
（図４）
また、③高架下の利用については拠点交番や自転車置き
場として活用し、まちの治安の向上や不法・迷惑駐輪の防
止を図ることとした。
（図５）

表２ 阪神連立関連まちづくり部会の主な取り組み経過

■阪神連立関連まちづくり部会の主な取り組み経過
平成 22 年 9 月 21 日

部会の設立

平成 22 年 10 月～

部会での検討
・事業内容の確認
・東西・南北交通／高架下の利用／深江駅周辺／
景観・植栽・緑化等について検討

平成 24 年 3 月 4 日

説明･意見交換会の開催
・説明内容：事業内容と今までの検討内容の説明
・参加者：60 名

平成 24 年 7～8 月

アンケート調査の実施
・調査項目：沿線まちづくりの目標
各ゾーンの方向性について

ほか

・調査対象：まちづくり協議会区域内の各自治会と
各種団体(婦人会、PTA、学校等)、
沿線近隣住民(鉄道から概ね南北 1 街区)
・回収率：75.9%
平成 25 年 3 月

阪神連立部会だより発行

図４ 深江駅北側の駅前広場に関する提案
(深江地区まちづくりニュース 第 27 号）

・内容：部会の位置づけ・考え方、活動報告、
説明・意見交換会の報告、
アンケート調査結果報告
平成 25 年 4 月～

等

今までの取り組みを踏まえて、部会案を作成
・方針の検討
・各ゾーンや高架下利用、駅北側の整備計画(部会案)
の具体化
・学校、警察署等関係者との意見交換

平成 28 年 4 月～

各自治会で部会案を説明

平成 28 年 6 月 26 日

部会案の説明・意見交換会を開催（定期総会後）
・説明内容：阪神電鉄高架事業やそれに伴う事業の内容
・参加者：41 名(代議員・理事 38 名、その他一般出席者 3 名)

平成 28 年 10 月 17 日～ 部会案の配布、意見受付、沿道居住者アンケート調査
平成 28 年 11 月 1,6 日

部会案の説明会
・説明内容：部会案の内容、今後のスケジュール
・参加者：14 名

図５ 阪神電鉄高架下の利用に関する提案
(深江地区まちづくりニュース 第 27 号)

４．合意形成に向けての取り組み
本協議会の範囲は、深江連合自治会と同じ区域であり深
江地区全域となっている。また主な活動メンバーは、地区
内の単位自治会会長、ふれあいのまちづくり協議会、小学
校 PTA、小学校施設開放委員会、本庄婦人会、民生児童委
員、子ども会など、地域の住民活動団体を包括的にカバー
する形となっており、年一回の総会、月一回の理事会とそ
の下部組織として月一回の部会活動が行われている。
部会案をもとに、深江地区全体の住民提案としてオーソ
ライズするため以下のような取り組みを行った。
（表２）
まず、平成 25 年 3 月より「阪神連立部会だより」を定期
的に発行して単位自治会や地域活動団体を通じての周知を
図るとともに、平成 28 年 6 月には定期総会の場で意見交
換会を実施して部会案のブラッシュアップを行っていった。
そして、市への提案に向けて深江地区としての合意形成
を図るため、平成 28 年 10 月に阪神沿北側線沿道居住者と
事業者に対してアンケート調査を行った。
（図６）
また、
併せて 11 月には部会案を深江地区全域に全戸配布
して意見募集を行った。
（地区内の 6 箇所に回収ボックス
を設置して 14 件の意見を受け付ける）
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平成 29 年 2 月 21 日

臨時総会審議についての理事会承認

平成 29 年 3 月 21 日

臨時総会の開催

平成 29 年 3 月 30 日

神戸市住宅都市局に協議会案を住民提案として提出

【アンケート対象】

図６ 北側側道沿道居住者・事業者アンケート調査
(平成 28 年度深江地区まちづくり協議会臨時総会資料)

深江地区の範囲は、旧深江村（明治 22 年、合併により本
庄村に改組）に基づいており、連合自治会、婦人会、消防
団、神社奉賛会（だんじり祭り主催）等の地縁型の地域団
体の活動はこの範囲となっている。一方、後年に行政施策
の担い手として生まれた各種団体は小学校区が基本単位と
なっている。
深江地区には東灘小学校区と本庄小学校区が混在し、同じ
目的の団体でも「東灘○○会」
「本庄○○会」といったよう
に２つに分かれて活動している団体もある。深江地区全体
のコミュニティを考える際、これらは大きな課題となって
いる。
（図８）

図７ 北側側道沿道居住者・事業者アンケート調査結果
(平成28 年度深江地区まちづくり協議会臨時総会資料)

阪神沿線北側の住民、事業者を対象としたアンケートで
は、北側側道や南北道路の計画案については 87.1%、駅前
広場、高架下の利用に関する部会案については 90%を超え
る賛同を得た。
深江地区全域を対象とした意見募集では、14 件と数は少
なかったが（表３）のように、安全性やまちの活性化を求
める積極的な意見が目立った。
表３ 意見募集での主な意見（全14 件：平成 28 年 10 月 17 日～11 月14 日）
・双方向にしないでほしい（深江駅の西側、宝島池公園南側）
。
・夜も安全に通れるよう明るくしてほしい。
・自転車は車のところを通る方がよい、歩行者優先の道路ができればよい。
・できる限り植栽してほしい。
・高架下に、公民館・図書館、スーパー・飲食店・物販店などもほしい。
遊歩道があればよい。
・交番は大きく威厳のある、明るい建物にしてほしい。
等

また、アンケートや意見募集に加えて、11 月 1 日（火）
、
6 日（日）の 2 回、部会案の内容と今後のスケジュールに
関する説明会を本協議会の主催で開催した。筆者は説明会
の議長として会の運営に当たったが、計画案については概
ね同意を得るとともに、側道全体を一方通行にすることや
自転車専用レーンの設置、
交番に警察官を常駐させるなど、
更なる安全性を求める声が多かった。
これらの一連の手順を経て、平成 29 年 3 月 21 日に臨時
総会を開催し、本協議会における提案として議決するに至
った。そして、3 月 30 日には神戸市住宅都市局に対して深
江地区の住民提案として本案を提出した。
（写真６）

写真６ 神戸市住宅都市局へ住民提案を提出
（平成 29 年 3 月 30 日）

図８ 深江地区の活動団体とまちづくり協議会の構成

その中で本協議会は結成時に連合自治会の下部組織とし
て設立された背景があり、前に述べたように行政主導によ
る団体としては唯一深江地区全域をカバーするとともに、
多くの地域団体が本協議会に参画している。その意味で本
協議会が「①深江地区の包括的な地域活動団体」としての
性格を有しているといえよう。
また平成 11 年には復興まち
づくり提案、平成 22 年、29 年には地区計画の締結という
「②住民参加による合意形成」の経験を積んできた。さら
に神戸市まちづくり条例による認定団体であることから、
「③行政に対して住民提案」を行うことができる機能を有
している。
現在の深江地区は阪神間の交通至便な街として、マンシ
ョン開発が進み、地区外から移り住んだ若い子育て世代の
住民も多くコミュニティの希薄化が進んでいる。一方で高
齢化も着実に加速しており、高齢者や子供の福祉を目的と
した世代間交流や新旧住民の交流が地域課題となっている。
上記の「①～③」の特性を有する本協議会は、今後も深
江地区のプラットホームとして参加の機会をさらに拡充し、
多分野にわたる地域課題に対して横断的に取り組み、行政
と連携した地域自治を目指した住民組織としての発展が期
待される。
参考・引用文献

５．まとめ ～今後の本協議会の役割と展望～
今回の住民提案を受けて、神戸市では具体的な設計作業
や警察をはじめとする関係機関との協議に入って行く。そ
の過程で行政サイドからの逆提案や変更・修正に関しても
本協議会は深江地区住民の意見調整、合意形成の場として 1）神戸市都市整備部：としけいくミニニュース平成 29 年 4 月
2）深江地区まちづくり協議会：まちづくりニュース第 27 号
の機能を果たしていかなければならない。
深江地区には様々な地域団体が存在しており、コミュニ 3）深江地区まちづくり協議会：平成 28 年度臨時総会資料
ティを考えるときにはこれらの団体が果たす役割は大きい。
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