
 

 第 12期北区民まちづくり会議 

 平成 28年度第２回総会 次第 

 

                      日時：平成２９年３月１７日（金） 

                         １４：００～ 

                      場所：北区役所２階大会議室 

１．開会 

 

 

２．議事 

 

（１） 平成２８年度北区計画検証（案）について 

 

（２）総会にかかる資料・議事要旨の公開について 

 

（３）北神地域のまちづくり機能の強化について 

 

（４）専門部会「連絡所のあり方に関する部会」 

 

（５）若者からみた北区のまちづくり 

 

 

３．その他 

  ①北農業振興センター、道の駅「神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢」について 

                    神戸市経済観光局農業振興センター 

 

②用途地域等の全市見直しにむけた素案の公表について 

        神戸市住宅都市局計画部計画課 

    

③鈴蘭台駅前再開発事業について  神戸市住宅都市局都市整備課 

 

④ヴィッセル神戸の活動について  ヴィッセル神戸プロモーショングループ 

 

４．閉会 





















平成２８年度 検証について 
（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年３月１７日 北区民まちづくり会議 総会 

北区小学生絵画コンクール ６年生優秀賞作品 
「緑豊かな塩田八幡宮」 



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 

１ 



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？ 

 若い世帯が北区へ移住し定住しやすい環境を整えるために、子育て支援体制の充実や、
移住に関するサポート体制を整える必要があります。 

●命の感動体験学習 
 

計画策定段階における「実施中の取り組み」 

●子育て支援マップ（キタ・キタ・友・遊マップ） 
  妊娠期から参加できるサークル情報等も充実させ 
配布対象者を拡大。また、大型スーパーなど配布先も拡大した。 

●子育て関連イベントの開催 
 
きてきてカーニバル（H28.10.28）北区民センター 
わくわくカーニバル（H28.8.19）北神区民センター 

 小学校・地域子育て支援者と共催にて実施 
（箕谷、小部東、桜の宮、小部、山田、有野東、道場、唐櫃） 

子育て支援マップ（鈴蘭台周辺版） 

きてきてカーニバル 



●地域団体と子育てボランティアが連携した子育て支援 
 

●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  

 農村地域に新たな人を呼び込み、地域を活性化するため、 
都市近郊に立地する特性を活かし、定住希望者と地域のマ 
ッチングを行うことにより、北区への「里山暮らし」につなげる。 
 コーディネーター：「淡河の明日を考える会」 
 平成２８年度実績（１０月現在）相談２４２回、面談５３回 
            （平成２７年度：相談２３回、面談４４回） 

【「みんなのごはん」孤食防ぐ取り組み】 
・コアキタマチ専門店等にて、 小学生を中心に学習の 
 機会や夕食を提供 
・鈴蘭台児童館での出前こども食堂等の展開  みんなのごはん 

（鈴蘭台児童館での出前サービス） 

・児童・生徒による各地域における夏祭り等の行事参加 
・神戸親和女子大学学生ボランティアによるイベント支援 

●子育て支援イベントの主体を行政から地域団体へ転換  

●北区への移住促進のための働く場の創出  

【きてきてカーニバル（H28.10.28）】 
運営方法を行政主体から、地域の支援者が主体的に参 
加・企画運営に転換 

●地域イベント運営への若い世代の参加促進 

２ 

「今後必要な取り組み」の進捗 



公共交通の不便さをどのように補っていくか？ 

 農村地域やオールドニュータウンにおける交通問題、鉄道や路線バスなどの公共交通の
利便性向上について考えていく必要があります。 

●路線バスの活性化対策  

●神戸三田線の道路拡幅の実施 
 【大池工区】 

 大池駅前付近の道路拡幅が１２月に完成し、整備 
済み区間とあわせて約１，０５０ｍが全面的に完成 
【有馬口工区】 
 有馬口交差点付近の約５００ｍが３月に完成 

 地域住民が主体の「有野台バス路線活性化協議会」の検討を踏まえ、 
有野台地域の阪急バス路線が再編 
・有野台７丁目～岡場、東有野台～五社駅の新設 
・済生会病院行の始発時刻改正 

大池駅前 

計画策定段階における「実施中の取り組み」 



●神鉄シーパスワンの利便性向上 
 

●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  

 平成２７年度よりシニア層の利用促進として「神鉄シー 
パスワン」を販売。平成２８年度より、更なる利便性向上 
を図るため、神戸高速線へ有効区間を拡大した「神鉄 
シーパスワンplus」を新たに販売し社会実験を継続 
（H28.5.1～H29.3.17） 
 

  神鉄シーパスワン      神鉄シーパスワンプラス 

●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  

●住民の利用推進による公共交通の維持・発展  

 交通に関する勉強会の開催や、地域の移動ニーズ検証など、 
地域が主体となった将来の足の確保に向けた取り組みを支援 
・八多町：小型バスによる実験（H28.9.1～11.30） 
・大沢町：タクシー車両による実験（H28.9.1～11.30） 
       大沢町乗合タクシー「やまびこ」 
・淡河町：ゾーンバスの継続運行に向けた取り組み 

３ 

  大沢町乗合タクシー 
「やまびこ」 

八多町社会実験バス 

「今後必要な取り組み」の進捗 



地域の人や情報の交流・連携を促進するには？ 

 各地域団体間・住民相互の交流を増やすための工夫づくりや、行政サービス機能の充実
と改善が必要です。 

●北区連合自治協議会情報交換会の開催 
 

●第４３回きたきたまつりの開催（H28.5.14） 

グループディスカッションによる意見交換を実施（H28.8.31） 
 テーマ「地域行事の盛上げについて、 
      地域の防犯・安心安全なまちづくりについて」 

場所：鈴蘭公園 
来場者：２５，０００人 
ステージ出演団体：１３団体、出展団体数：６２団体 

連自協情報交換会 

第４２回きたきたまつり 

●大沢町における都市との交流イベント 

・どろんこバレーボール神戸大会（H28.7.31） 
・おおぞうふれあいコメづくり広場 
 田植え（H28.6.11）、稲刈り（H28.10.22） 
・おおぞうふれあいエコハイキング（H28.11.23） 
 

計画策定段階における「実施中の取り組み」 



●農業体験による都市と農村地域の交流 

●北神の行政サービス機能の充実 

 道場町生野里づくり協議会と御影山手自治会（東灘区）との農業 
体験を通じた地域交流。（都市部の子どもたちによる農作業体験） 
 平成２８年 ５月２８日 稲作体験（田植え） 
 平成２８年１０月２９日 サツマイモ収穫体験 

 平成２８年４月より北神出張所に北神まちづくり担当課長を新設 
することで北神地域のまちづくり支援体制の強化 

サツマイモ収穫体験 

北神まちづくりニュース 

●各地域団体による合同行事での交流・連携 

●図書館や市民図書館を活用した、人と情報の交流・連携 

●新区役所での憩いの空間の充実 

・しめ縄づくりやみそ作りでの地域交流 
 「南五葉ふれあいのまちづくり協議会」「大沢地域」 
 「北五葉ふれあいのまちづくり協議会」「木津里づくり協議会」 
・世代間交流事業（青少協） 
 南五葉児童館、青少協４支部（星和台・鈴蘭台西・南五葉・君影） 

【三田市立図書館の相互利用】 
 平成２９年４月より貸出対象区域を北区全域へ拡大 
 （三田市立図書館、ウッディタウン分館、藍分館） 

４ 

「今後必要な取り組み」の進捗 



地域活動の担い手を増やし、活性化していくには？ 

 若い世代が地域の活動を継承するための環境づくりや、誰もが地域活動に参加しやすい
しくみづくりが必要です。 

●新任自治会長研修 

平成２８年６月１５日、１７日 
・区役所より各種助成制度の案内 
・自治会長より地域活動の取り組みに関する 
 実際の体験談について説明 

●地域提案型活動助成 

採択団体数：１２団体 
・「北区計画」長尾町アクションプランの策定・実施（長尾町自治協議会） 
・八多町の伝統文化の継承（八多町自治協議会） 
・北区大沢町にミツバチを復活させる活動（神付里づくり協議会） 
・世代間交流コミュニケーションアップ日本文化の伝承  
                      （NPO法人ウィズユきたごよう）など 

新任自治会長研修 

計画策定段階における「実施中の取り組み」 



●地域活動への関心向上・継続参加のしくみづくり 

●大学での地域人材育成・養成 

【道場町・新まちづくり（里づくり）基本計画の策定】 
道場町における多様な生活問題、福祉問題を踏まえ、道場町の将来を見据えた 
新まちづくり（里づくり）基本計画を策定し、町民大会の実施を目指す。 
第１回検討会議（H28.5.26） 
 将来像策定に向けて課題等の洗い出し 
第２回検討会議（H28.9.26）・ワーキングの実施（月１回程度） 
基本構想（案）の策定・町民アンケートの実施 
  ⇒H29年度：基本構想の策定、町民大会の実施、基本計画の策定 

【神戸親和女子大学】 

 地域の方々が参加できる公開講座を積極的に開催し、地域における人材育成や養成に
努めるだけでなく、学生サポーターを入れることで、幅広い年齢層の方々と交流。 
 また、各方面の団体と連携して様々なボランティア活動を実施した。 
・保育専門職のための赤ちゃん講座 
・日本気候療法士リーダー資格講習会 
・ガイドヘルパー養成研修講座 など 

●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 
地域の園児、児童、生徒による地域活動（夏まつりや防災訓練など）への参加 

５ 

「今後必要な取り組み」の進捗 



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？ 

 空き家・空き地の管理や子どもの通学路などにおける見守りなど、地域での防犯対策を
充実していく必要があります。 

●地域みはり番（イエローフラッグ）制度 
 
北区内２８か所で実施 

●防犯カメラの設置 
平成２８年度補助採択数：３９団体 ８４か所 
（平成２７年度：４０団体 ７０か所） 

●子ども１１０番（子どもを守る家・店） 

平成２８年度登録店：５３８店舗 
           家：４，６９８件 

子どもの見守り活動（小部小） 

計画策定段階における「実施中の取り組み」 



●公園や通学路など子どもが集まる場所の防犯対策 

・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 
・小学校入学時に配布される防犯ブザーの点検と活用方法の指導を実施 
・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 

●地域で顔の見える関係づくりの推進 

・あいさつ運動（青少年育成協議会）や親子のクリーン作戦（子ども会連合会）、 
 トライやるウィークなど地域における世代間交流の実施 

●学校園内・登下校時の見守り活動の充実 
 登下校時の見守り活動など、非行防止や通学帰宅途上の児童の安全確保を守る 
ためのパトロールの実施 

●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】 
 長年放置されていた淡河宿本陣跡を住民有志が取得し、 
２８年度は敷地内の清掃イベントや大学生のリノベーション 
案パネル展を実施した。 
 ２９年度は「まちおこし拠点」として活用しながら地区内外 
へPRしていく。 

淡河宿本陣跡（改修前） ６ 

「今後必要な取り組み」の進捗 



災害時の支援・受援体制を整えるには？ 

近年多発する台風や大雨に備えるため、防災に対する意識を高め、日ごろからの備えを十
分にしておく必要があります。 

●北区総合防災訓練 

 南海トラフ巨大地震を想定し、兵庫県・神戸市の合同訓練を実施 
 ・平成２８年１１月１３日 淡河中学校 

●防災福祉コミュニティの活動 

北区３３団体における訓練実施回数 １１９回（H29.1現在） 

北区総合防災訓練 

●災害直後の要援護者支援による地域力の再構築 

 北五葉：要援護者台帳の提供、今後マップの作成中。 
道場町、北神星和台、淡河などで継続的に取り組み 

計画策定段階における「実施中の取り組み」 



●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 

【鳴川河川改修工事の完成（淡河）】 
 河川災害箇所の復旧が完了 

鳴川河川改修 

●地域の防災備品が「どこに何があるか」など情報共有の促進 

●消防団や防災コミュニティの活動充実 

●空き家など危険個所等の把握を促進 

・防災福祉コミュニティへの防災資機材整備補助による整備（北消防） 
・備蓄資材については、今後、北区ホームページへ掲載を進める 

【神戸市防災福祉コミュニティ提案型活動助成】 
・防災ジュニアチームの活動強化（ひよどり台） 
・有馬町独自の「風情ある防災マップ作成」（有馬町） 
・地域防災活動マニュアル作成（大原・桂木） 

・広報紙１０月号において「空き家空き地の啓発チラシ」を折り込み。 
・北区役所（北神含む）への空き家・空き地に関する相談件数 
                         １３４件（H29.2現在） 

７ 

「今後必要な取り組み」の進捗 



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？ 

 高齢者や障がい者が安心して健康に暮らせるよう、ソフト面とハード面における取り組み
が必要です。 

●絆サポーターによる高齢者への目配り事業 

【サポーターフォローアップ研修会の開催】 
南部：平成２８年１２月２日・９日、北神：１２月５日 
参加者数：計１０６人、登録者数：９地区９３０人 

●障がい者地域自立支援事業 

①ふれあい講演会（H28.12.3） 
 「ダウン症の子どもを育てて学んだこと 
             ～天使がこの世に降り立てば～」 
 講師：金澤泰子・金澤翔子 
②障がい者の芸術作品展示会の開催（H29.2.18・19） 
 イオンモール神戸北にて開催 

障がい者の芸術作品展示会 

絆サポーターフォローアップ研修会 

計画策定段階における「実施中の取り組み」 



●感染症予防など区民の健康増進 

●鉄道駅や歩道のバリアフリー化の推進 
  【歩道の段差解消工事の完工】 

  星和台２２か所、有野台２箇所 

①衛生講習会の実施 
  平成２８年８月１０日 障害者地域活動センターひだまり 
②感染症対策講座 
  平成２８年１１月１日、２日 ふじの里 
  平成２８年１２月２０日 北区役所 
③感染症情報の発信 
  区内のこども関係施設・高齢者施設・障がい者施設など 
  ４３９か所へ３回配布 
④感染症健康教育の開催 ７回 
 

●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 
  ①認知症サポーター養成講座 

  区内６１か所で実施  ２，０７９人が受講 
②認知症ライフサポート研修 
  平成２８年１１月７日 ふじの里 
③認知症カフェ立上げにむけた支援 
  八多・淡河にて立上げにむけた地域ケア会議を開催 

星和台 段差解消工事 

感染症実務者研修 

８ 

「今後必要な取り組み」の進捗 



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？ 

 美しいまちを維持するため、また、ペットや運転のマナー改善のための対策を考える必要
があります。 

●山田川を美しくする会 
  【第３９回山田川クリーン作戦の実施】 

 河川流域と周辺の住宅地域における大規模なクリーン作戦 
 平成２９年３月５日 約６，５００人の参加 

●鈴蘭台駅前におけるクリサンセマムストリートの花壇管理 
平成２８年 ６月 夏花壇植替え、七夕飾り 
        １０月 秋花壇植替え、ミニ菊花展 
        １２月 クリスマスリース作り、クリスマス飾り付け 
        １２月 正月飾り、ハボタン植え付け 

山田川クリーン作戦 

クリサンセマムストリート 

●リサイクル工房 
「リサイクル工房ほくしん」（藤原台）の委託をうけ、 
管理・運営を行った（北区連合婦人会） 

計画策定段階における「実施中の取り組み」 



●タバコのポイ捨てなど喫煙者の意識向上 

●不法投棄の取締り強化 

●自転車のマナー講習会開催 
 

【不法投棄防止協働サテライト】 
 北サテライトによる巡回パトロールの実施 
 パトロール時の発見及び区民からの通報：４１件（H29.1末現在） 

【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】 
 自転車シミュレーターを使った自転車の交通安全教室の実施 
  山田小学校・頌栄児童館（H28.7.15） 
  小部中学校・小部児童館（H28.12.1） 

●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 
  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 

 活動への助成：２２８団体 

不法投棄巡回パトロール 

古紙回収ステーション 

●ペット飼い主のマナー改善 

●区の財産である緑や自然などの環境保護 

 飼い主や野良猫の餌やりについて個別にマナー指導を実施 

９ 

 ステンスワンプロジェクト 
「ポイ捨て防止重点区域」を中心に各地域において 
啓発と美化活動を実施 
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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？ 

 北区の重要な財産である文化財や自然、観光資源の魅力を高め、次の世代に引き継い
でいくための取り組みが必要です。 

●茅葺き屋根とふれあう月間２０１６の開催 

平成２８年１０月１６日～１２月１１日 
・農村歌舞伎上演会（H28.10.16）  
  場所：下谷上農村歌舞伎舞台 
  出演団体：六甲丹生かぶき、神戸すずらん歌舞伎 
・茅葺きJAZZライブ（H28.11.5） 
・変わりかやぶき屋根の庭でコンサート（H28.11.13） 
・花山中尾台茅刈り（H28.12.11）など 

●流鏑馬など伝統行事の実施 

・六篠八幡宮 流鏑馬神事、厄除祭 
・有馬温泉入初式 
・淡河八幡神社 御弓神事など 

農村歌舞伎上演会 

六篠八幡宮 厄除祭 

計画策定段階における「実施中の取り組み」 



●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 
  
 

●地域の伝統行事・歴史遺産の継承 

●有馬温泉と国内外の温泉地との交流推進 

●地域の自然環境を知るハイキングの開催 

「北区計画」長尾町アクションプランの策定・実施（長尾町自治会） 
 前年に検討した長尾町の長所や問題点を踏まえ、北区計画に沿ったアクションプラン 
 をグループに分かれ研究し課題解決の提案があった。 

あいな里山公園 開園式（H28.5.28） 
里地・里山観察会の開催など（H28.10.10）  

【兵庫県指定文化財「上谷上農村歌舞伎舞台」】 
修繕見学会の開催（H28.11.27）  

●茅葺き民家活用の推進 

【歴史的建築物の保全活用推進の検討】 
 茅葺き民家など歴史的建築物の保存を目的とした検討会を立ち上げ、景観形成重要 
 建築物の指定や活用を進めるための仕組みづくりなどについて検討を行った。 
 また、歴史的建築物の保全活用に係るイベント助成を新設した。 
  ・助成実績「かやぶき茶話会」ほか  

【「温泉学会兵庫・有馬大会」の開催】 
全国旅館経営者や大学教授らが集い、温泉を活用したまちづくり等を話あう場として、 
災害と観光地の復興などをテーマに意見交換がされた。（H28.9.3）  

あいな里山公園開園式 

●里地里山文化体験のできる「あいな里山公園」の活用 
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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？ 

 北区の観光資源や魅力を広く情報発信していく必要があります。 

●北区の魅力発見ガイドブックの発行  

・区内の催しや観光施設、農産物・直売所のほか古くから伝わる 
 伝統行事や祭りなどを紹介（１６，０００部発行） 
・区内各所のほか、隣接する三田市や宝塚市等でも配布 

●「北区の魅力」中学生ショートムービー発表会 
●北区小学生絵画コンクール  

発表会・表彰式 平成２８年１２月４日 北神区民センター 
テーマ：「すてきな北区」 
・ショートムービー ９作品 
・絵画コンクール 入賞２６点（応募２６７点） 

魅力発見ガイドブック２０１６ 

計画策定段階における「実施中の取り組み」 



●「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 

●分かりやすい観光資源の標示や標識を設置 
  
 

【神戸市営交通１００周年プレイベント「山田町重要文化財めぐり」】 
 市バス１１１系統（箕谷～衝原）を利用して山田町の文化財を 
めぐるルートを企画。交通局ホームページや市バス、神戸電鉄 
車両などでPRを行った。また、ラジオ関西とタイアップし「北区再 
発見ツアー」を開催（H28.9.19） 

【念仏寺鬼瓦と案内看板の設置（有馬町）】 
 これまで有馬町内に設置されてきた鬼瓦が１５ 
か所となり、あわせてこれらを説明する案内看板 
を設置した（H28.10.25） 

【新兵衛石の案内標識の補修（山田町）】 
 判読不明になっていた案内看板を修繕（H29.3） 

鬼瓦と案内標識（有馬町） 

●地域や観光資源をPRするホームページの充実 

１１ 
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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？ 

 農業従事者の高齢化や後継者不足に対して、北区産農産物のＰＲや農業経営への支援
促進によりバックアップしていく必要があります。 

●農業や農産物の情報発信とPR 

・区ホームページや区役所入口で特産品を紹介 
  北神みそ、チューリップ、山田錦、いちご、 
  菊、新鉄砲ゆり、とうもろこしなど 
・ファーマーズマーケットの開催 
  東遊園地（中央区）にて神戸産の農産物を身近に感じるイベントとして年間３０回開催 
  北区からも毎回農産物や乳製品などが出品され人気を得ている。 

北区役所２階北口 

●地産地消の推進 

【農村地域と有野台の交流】 
・ありのだい夏まつり 
・有野台モーニングの集いでの朝市（H28.12） 
・有野台マルシェ（H29.3） 

計画策定段階における「実施中の取り組み」 



●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 

道の駅 「神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢（おおぞう）」 
での農産物販売とPR 
 平成２９年３月３０日オープン 

●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 

●若い農業移住者の移住定住促進 

●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 

大沢町におけるスイートコーン栽培に向けた取り組み 

【農す神戸（NORTH KOBE）発売】 
 北区で住まう１３人の暮らしを通じ、都市に近い農村地域の 
魅力を紹介。また、北区への移住や就農を特集している。 
英治出版より９００円（税抜）にて発売（H28.9.1）  

１２ 

【大沢ふるさと検定の実施（H29.3.4)】 
豊かな自然に恵まれた大沢の魅力をしってもらい、 
大沢ファンづくりをめざす。 

「今後必要な取り組み」の進捗 



個性ある魅力的な駅前のにぎわいを作っていくには？ 

 駅前のにぎわいづくりと活性化にむけ、新しいまちづくりを考えていく必要があります。 

●鈴蘭台駅前元気UPプロジェクト 

鈴蘭台駅前再開発にともなう駅前のにぎわいを創出する。 
・駅前再開発工事中の万能塀へ駅周辺の懐かしい写真などを展示 
・クーポン冊子「鈴蘭台のまち歩き」を発行 

●大池周辺のまちづくり 

神戸三田線（大池駅前工区）及び聖天坂路の街路築造工事完了 

●鈴蘭台駅前再開発 

平成２８年２月より駅前再開発ビル工事が本格着工 

計画策定段階における「実施中の取り組み」 



●駅前ロータリーなど花壇の整備 

●鈴蘭台駅前再開発・鈴蘭台幹線整備の促進 

 平成３０年夏ごろのビル完成向けて工事が進められている。 
また、鈴蘭台幹線沿線の土地所有者へアンケートを実施し、 
今後の整備に向けた検討を開始した。 

鈴蘭台駅前再開発の様子（H29.2） 

●市営住宅建替事業とあわせた周辺のまちづくり 

 鈴蘭台駅前再開発事業により、平成３１年度中に駅前広場 
が完成予定 

【市営桜の宮住宅の整備】 
・第１期事業：平成３１年度の完成を目指し工事を進めている 
・第２期事業：基本計画の発表（H29.1） 平成３６年度完成予定 

さくらのみやニュース第５号（H29.1） 
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区民まちづくり会議設置要綱 

  （趣旨・設置） 

第１条 区計画におけるまちづくりについて，区民が自ら話し合うとともに，区民による各種

の実践活動の推進を通じて，市民・事業者・行政による協働と参画の理念を活かしたまちづ

くりを地域から先導する場として，各区に区民まちづくり会議を設置する。 

 （活動） 

第２条 区民まちづくり会議は，話し合いに基づき，必要に応じ次の活動を行うものとする。 

  ① 実践活動の企画・検討，実施，支援，提案等に関すること。 

  ② 活動等のテーマに関し，広く区民の声を聴く懇談会等の開催に関すること。 

  ③ その他，協働と参画の理念を活かしたまちづくりの提言・提案及び目的を達成するた

めに必要な活動に関すること。 

 （活動報告） 

第３条 区民まちづくり会議は，前条の活動に関して，必要に応じて，市長に対し報告等を行

うものとする。 

 （区民参加） 

第４条 区民まちづくり会議は，話し合いその他の実践活動を推進するにあたり，必要に応じ

て広く区民等の参加を求め，意見を聴き又は協力を得るものとする。 

 （組織・運営） 

第５条 区民まちづくり会議に委員を置く。委員は区内の各種団体，事業者及びその他本会の

活動の推進に適した者の中から，区長の推薦に基づき市長が委嘱する。 

２ 委員の数は，概ね５０名程度とする。 

３ 委員の任期は２年とする。ただし，補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

４ 本会に座長１名を置く。 

５ 座長は，委員の互選によって定める。 

６ 前５項に規定するものの他，区民まちづくり会議の組織及び運営に関して必要な事項は，

設置の趣旨に基づき，各区の区民まちづくり会議で定める。 

 （座長の役割） 

第６条 座長は，区民まちづくり会議を招集する。 

（市の役割） 

第７条 市長は，区民まちづくり会議の活動報告及び提言等を十分尊重し，市政に反映するよ

う努めるものとする。 

２ 前項に掲げる他，市長は，区民まちづくり会議の実践活動の推進に関して，必要な措置を

講ずる等，協働と参画の理念に基づき適切かつ積極的に対応するものとする。 

３ 区民まちづくり会議の庶務は区で行う。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるものの他，区民まちづくり会議の設置に必要な事項は，市民参画推進  

局長が定める。 

 



附 則 

 この要綱は，平成６年10月１日から施行する。 

  平成６年度に委嘱する委員の任期は，平成８年３月31日までとする。 

    附 則 

 この要綱は，平成８年４月１日から施行する。 

  平成８年度に委嘱する委員の任期は，平成10年３月31日までとする。 

    附 則 

 この要綱は，平成10年４月１日から施行する。 

  平成10年度に委嘱する委員の任期は，平成12年３月31日までとする。 

    附 則 

 この要綱は，平成12年４月１日から施行する。 

  平成12年度に委嘱する委員の任期は，平成14年３月31日までとする。 

    附 則 

 この要綱は，平成14年４月１日から施行する。 

  平成14年度に委嘱する委員の任期は，平成16年３月31日までとする。 

   附 則 

 この要綱は，平成16年４月１日から施行する。 

  平成16年度に委嘱する委員の任期は，平成18年３月31日までとする。 

附 則 

 この要綱は，平成18年４月１日から施行する。 

  平成18年度に委嘱する委員の任期は，平成20年５月31日までとする。 

附 則 

 この要綱は，平成20年６月１日から施行する。 

  平成20年度に委嘱する委員の任期は，平成22年５月31日までとする。 

附 則 

 この要綱は，平成22年６月１日から施行する。 

  平成22年度に委嘱する委員の任期は，平成24年５月31日までとする。 

附 則 

 この要綱は，平成24年６月１日から施行する。 

  平成24年度に委嘱する委員の任期は，平成26年５月31日までとする。 

附 則 

 この要綱は，平成25年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，平成26年６月１日から施行する。 

  平成26年度に委嘱する委員の任期は，平成28年５月31日までとする。 

附 則 

 この要綱は，平成28年６月１日から施行する。 

  平成28年度に委嘱する委員の任期は，平成30年５月31日までとする。 
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北区民まちづくり会議運営要領 

 

１．趣旨 

 この要領は、区民まちづくり会議設置要綱（以下「要綱」という）第５条第６項に基

づき北区民まちづくり会議（以下「まちづくり会議」という）の組織及び運営に関して、

要綱に定めるものの他、必要な事項を定めるものとする。 

 

２．組織 

（１）まちづくり会議は、市長の委嘱する委員及び必要に応じてまちづくり会議が推薦 

  し、区長が委嘱した特別委員で構成する。 

（２）まちづくり会議に、座長及び副座長 1名、会計監事２名を置く。 

（３）座長及び副座長は、委員の互選により定める。会計監事は、座長の指名とする。 

（４）副座長は、座長を補佐し座長に支障があるときはその職務を代行する。 

（５）会計監事は、会計事務を監査する。 

（６）まちづくり会議に、「総会」「幹事会」「北区計画検証部会」「専門部会」を設置す 

る。 

 

３．総会 

（１）総会は、まちづくり会議委員全員で構成する。 

（２）総会は、区民まちづくり会議の活動方針等について議論する。 

（３）座長は、総会を招集し、会務を総理する。 

（４）総会の議長は、座長がこれにあたる。 

 

４．幹事会 

（１）幹事会は、まちづくり会議委員のうち座長、副座長、会計監事及び座長の指名す 

  る１０名程度の委員で構成する。 

（２）幹事会は、総会で決定された方針を具体的に実施するための審議及び決定を行う。 

   また、「専門部会」の活動について、調整を行う。 

（３）座長は、幹事会を招集し、会務を総理する。 

 

５．北区計画検証部会 

（１）北区計画検証部会は、幹事会とその他の委員、及び委員の推薦する者等で構成す 

る。 

（２）北区計画検証部会は、北区計画について、進捗状況等を検証する。 

（３）北区計画検証部会は、次期計画について提言を行う。 

（４）座長は、北区計画検証部会を招集し、会務を総理する。 

 

６．専門部会 

（１）専門部会は、まちづくり会議の委員及び特別委員で構成し、活動テーマに沿った 

  個別・具体的な検討を行うとともに、その実現に向け、まちづくりの実践活動に取 
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  り組む。 

（２）部会長及び副部会長は、部会委員の互選により定める。 

（３）部会長は、部会の検討内容及び実践活動の成果等について、まちづくり会議の総 

  会、幹事会に提案、報告する。 

（４）部会は、部会長が招集する。 

（５）副部会長は、部会長を補佐する。  

 

７．関係部局の協力 

 座長は、必要と認める場合、市の関係部局に対し、まちづくり会議への出席及び関係

資料の提出を求めることができる。 

 

８．助言者 

 座長は、必要と認める場合、学識経験者等に助言者として、まちづくり会議への出席

を求めることができる。  

 

９．提言 

 座長は、まちづくり会議における活動に関し、必要に応じて、区民、事業者、行政（市

長、区長）に報告・提言を行うものとする。  

 

１０．庶務 

 まちづくり会議の庶務は、北区まちづくり推進課において処理する。  

 

１１．その他 

 この要領に定めるもののほか、まちづくり会議の運営に関し、必要な事項は座長が定

める。  

 

 

 附則 

 この要領は、平成１８年７月２０日から施行する。 

 附則 

 この要領は、平成２４年２月１７日から施行する。 

 





北神地域のまちづくり機能の強化について 

 

平成２９年４月１日より北神出張所を北神支所とし、窓口の増設による待ち時間の短縮や

まちづくり機能の強化など市民サービスの向上につなげていきます。 

 

【まちづくり機能の強化】  

① まちづくり課を新設します。 

⇒ ２８年４月の「北神まちづくり担当課長」新設と担当係長の移管に引き続き、２９

年度はまちづくり課を新設することで地域課題の解決や地域活性化の取り組みなど、

北神地域のまちづくりサポートの体制をさらに強化していきます。 

また、市民課総務係を新設することで、これまでまちづくり担当職員が兼務してい

た選挙や国勢調査に係る事務を分担することができ、まちづくり業務に集中して取り

組むことができます。 

② 連絡所の職員体制を見直します。 

⇒これまで連絡所における短時間勤務職員の時間差を埋めるため、北神出張所から各連

絡所へ職員の派遣を行ってきましたが、２９年度からは全連絡所にパート職員を配置

し窓口職員の体制を見直すことで市民サービスの向上を図ります。 

③ 「地域活動交流コーナー」を新設します。 

⇒北神中央ビル７階に、地域活動交流コーナーを新設することで地域団体等のミーティ

ングや交流スペースとして無料でご利用いただけます。（定員３０名） 

 

【北神支所これまでのあゆみ】 

平成 5.5.6 北神行政サービスセンターを開設（北神中央ビル） 

     （有野出張所を移転し、北福祉事務所北神分室、北保健所北神分室を併設） 

 平成 10.6.1 有野出張所を北神出張所に名称変更 

 平成 24.4.1 北神保健福祉課及び北神こども家庭支援担当課長を新設 

 平成 28.4.1 北神まちづくり担当課長の新設、北神地域のまちづくり担当ラインを北区ま

ちづくり推進課から移管 

 平成 29.4.1 北神出張所・北神保健福祉課を北神支所として再編 

       市民課、まちづくり課、保健福祉課の３課体制とする。 

７階 地域活動交流コーナー 

６階 北農業振興センター 

５階 北図書館北神分室 

４階 北神支所 

   〇市民課（総務係・窓口係） 

   〇まちづくり課 

   〇保健福祉課（こども福祉係・こども保健係） 

２階 北神支所 

   〇保健福祉課（管理係・あんしんすこやか係・保護係・くらし支援窓口） 

参考 北神中央ビル内の神戸市関係機関 H29.4～ 



平成 29年 3月 17日 

連絡所のあり方に関する部会 

 

 

【部会委員】 

連絡所のある地域（八多町、道場町、山田町、有馬町、大沢町、長尾町、淡河町）の自治

会長及び関係地域の婦人会長、ふれあいのまちづくり協議会委員長にて構成（９名） 

部 会 長  八多町自治協議会 会長 

副部会長  道場町連合自治会 会長 

委  員  山田校下自治振興会 会長 

有馬町自治協議会 会長 

    大沢町自治連合会 会長 

長尾町自治会 会長 

    淡河町自治協議会 会長 

 有馬婦人会 会長 

    谷上ふれあいのまちづくり協議会 会長 

 

 

 

【中間報告（平成 27年 3月 23日）】 

  北神地域の活性化のため、次のとおり検討を行った。 

１．連絡所の役割・必要性について 

連絡所は、地域の諸課題について、適切に行政の担当窓口を振り分けて対応するなど、

地域と行政の橋渡し役を担っており、必要不可欠なまちづくりの核である。 

少子高齢化が進むなど、社会情勢が変化する中、まちづくり課題も多様化しており、

連絡所のまちづくり機能は、今後ますます欠かせないものとなる。 

今後、各種課題に対応するため、柔軟な発想で機能強化を図る必要があり、窓口

機能のみに着目して効率化の視点のみであり方を議論するべきではない。 

 

２．連絡所のまちづくり機能の充実について 

連絡所においては、今後も重要なまちづくり機能を果たしてもらう必要があるため、

神戸市は、連絡所の担う役割を十分認識し、まちづくり機能の強化を図るよう体制を整

備されたい。 

 

 

 

 

 



【中間報告をうけた神戸市の対応（平成 28年 2月）】 

１．北神地域のまちづくり機能の強化について 

北神出張所に、北神まちづくり担当課長を新設するとともに、現在北区まちづくり推

進課で北神地域のまちづくりを担当している係長ラインを北神出張所へ移管する。連絡

所とのスムーズな連携により、まちづくり機能の強化を図る。 

 

２．連絡所の体制について 

連絡所の職員は平成２６年度よりフルタイム職員が短時間勤務職員へ順次変更とな

っている。北神出張所に臨時的任用職員を増員し、連絡所に職員を派遣することによっ

て、その勤務時間差を補完する。 

 

【部会報告と今後の検証（平成 28年 3月 18日】 

  上記により、北神地域のまちづくり体制強化への一定の成果が得られたため、平成 27

年 3月 23日の中間報告をもって最終の報告とする。 

連絡所のあり方に関する部会は存続することとし、上記まちづくり体制について検証し

ていくこととする。 

 

 

神戸市のまちづくり体制の更なる強化とその検証について 

平成２９年４月１日より北神出張所を北神支所とし、窓口の増設による待ち時間の短縮

やまちづくり機能の強化など市民サービスの向上を図る 

① まちづくり課を新設。 

⇒２８年４月の「北神まちづくり担当課長」新設と担当係長の移管に引き続き、２９年

度はまちづくり課を新設することで地域課題の解決や地域活性化の取り組みなど、北

神地域のまちづくりサポートの体制をさらに強化していく。 

また、市民課総務係を新設することで、これまでまちづくり担当職員が兼務してい

た選挙や国勢調査に係る事務を分担することができ、まちづくり業務に集中して取り

組んでいく。 

② 連絡所の職員体制の見直し。 

⇒これまで連絡所における短時間勤務職員の時間差を埋めるため、北神出張所から各連

絡所へ職員の派遣を行ってたが、２９年度からは全連絡所にパート職員を配置し窓口

職員の体制を見直すことで市民サービスの向上を図る。 

③ 「地域活動交流コーナー」を新設。 

⇒北神中央ビル７階に、地域活動交流コーナーを新設し、地域団体等のミーティングや

交流スペースとして活用する。 

 

 以上のことを踏まえ、２８年度に引き続き、北神地域のまちづくり機能の強化がなされる

ため、２９年度末にその成果について検証をおこなうこととする。 



継承できる町へ 



自己紹介 

  

 
地域主催の参加イベント：もりもりフェスタ、淡河町夏祭り、町民運動会、文化祭、お弓神事、
淡河ディスカバーハイク、舞姫、収穫祭など 

 
地域参加ボランティア：夏の夜市（石峯寺）、淡河ディスカバーハイク、福娘（石峯寺） 

 

 

 



気づき 

 良い点 

・１つのイベントを何年にも渡ってお
こなわれているので、自分が運営をで
きる立ち場になり、イベントの裏側や
町の団結力の深さを勉強できた 

・児童、生徒の時は、田舎は嫌だと
思っていたけど、この時、改めて北区
はいい町だと再確認することができた。 

 

改善点 

・高齢者や子どもだけでいけるところ
がすくない→行きたいけどいけない 

・イベントを知らないことが多い 

・年代別でイベントの楽しめる内容を
少し変える。 

高齢者→座って飲食ができる。会話の
相手がいる。 

子ども→普段はできないような体験が
できる。（物づくり、スポーツ） 



在住、通学者のイメージ 

良い点 

・自然豊か、騒音が少ない、空気がい
い→癒される 

・田舎の方の繋がりがいい（挨拶をし        
てくれる） 

・自然を生かした施設が多い（森林植
物園、有馬温泉、しあわせの村） 

・都会へのアクセスがいい 

・地域と学校の交流が深い 

・和菓子、パンがおいしい 

・塾が多い 

悪い点 

・美味しいお店なのに、立ち食い、食べ歩
きになっている。→ゴミが放置される 

・欲しい物が一度に手に入らない（ショッ
ピングモールが少ない） 

・北区と言えばこれ！といえるものが思い
つかない 

・通学路の道も狭く歩道がない（子どもの
安全確保が心配） 

・若者向けのお店がない（寄り道できない
ので、一度都会に出て余計に帰りが遅くな
る） 

 



テーマ ～写真を撮りたくなる町～ 

 企画動機  問題点→少子高齢化（後継者不足） 

           北区の良さを知らない人が多い 

           （そもそも、北区を知らない） 

           チラシや本の宣伝効果が薄い 

           こちらからの情報発信にも限界がある 

                  

            

          北区に住んでいない人にも宣伝をしてもらおう！           

            



 具体例     よく使われるSNS 

                  LINE,Twitter,Instagram,facebookなど 

 

       すべて写真を貼って投稿できる 

             ＋ 

       一度に多くの人に情報発信できる 

 

      北区の情報が友達や知り合い、身近な人から入手できる！ 

         友達同士で行ってみない？となるかもしれない！ 



Twitter 

 



撮りたくなる町の提案 

目的  訪問者→北区のことを知ってもらう＋SNSで拡散してもらうことが狙い 

                

              若者の呼び込み     

    地域の方→自分たちの町をもっとよく知る・地域活性 

    子どもが参加する→イベント共に成長→運営の裏側（地域の繋がり）                        

     を知る→町にとどまりやすくなる 

     より良い町づくりに高齢者の方々の手を借りる（コミュニティづくり） 

成功事象  人と人、人と町の繋がりがもっと深まる 

      北区ってどこ？→「神戸の田舎の方」という認識 

ターゲット 子ども、高齢者、地域の方、北区以外の区、市、県から来た方 

       

       



           

全世代が興味を持つ 
定期での
イベントの
継続 

要素 ～自然・笑顔・繋がり～ 

地域柄、特産物をアピール 

体験、参加
型のイベント 

ゴミがない 



町づくりの協力体制 

 

学生ボランティア 

婦人会 

自治会 

行政 

地域 

町づくり協議委員 



役割 

 ・環境整備（クリーン作戦の実施、歩道の確保、道の整備） 

  →行政・学生ボランティア 

 ・新しいイベントを考案するよりも 

 今あるイベントや北区ならではの良さを大切に！ 

  →地域の繋がり・自治会・婦人会・学生ボランティア・ 

 ・SNSの積極的な活用 

   →町づくり協議会・北区訪問者・若年層 

 



北区の地域活性 

自然、レジャー施設、イベントの充実 

情報発信 

知名度向上 
＋ 

人が集う 
人、金、モノ 



引用サイト 

 Twitter 写真投稿見本 

 http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=aKe1l4G1&id=9A9D

C97F329B5612230B40B7753EED16BB4A798A&q=twitter+%e5%86%99%e7%9c%9f%

e6%8a%95%e7%a8%bf%e8%a6%8b%e6%9c%ac&simid=608047699802260175&selec

tedIndex=6&ajaxhist=0 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=jyzNpC9R&id=D10EB2

9096A0F78ED27FC5B60722147152DEC301&q=twitter+%e5%86%99%e7%9c%9f%e6%8

a%95%e7%a8%bf%e8%a6%8b%e6%9c%ac&simid=607994605424610581&selectedinde

x=5&mode=overlay&first=1&thid=OIP.M8f2ccda42f51bbdc18b1fbd79d03fe37o0 

 （2017/2/21確認） 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=aKe1l4G1&id=9A9DC97F329B5612230B40B7753EED16BB4A798A&q=twitter+%e5%86%99%e7%9c%9f%e6%8a%95%e7%a8%bf%e8%a6%8b%e6%9c%ac&simid=608047699802260175&selectedIndex=6&ajaxhist=0
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=aKe1l4G1&id=9A9DC97F329B5612230B40B7753EED16BB4A798A&q=twitter+%e5%86%99%e7%9c%9f%e6%8a%95%e7%a8%bf%e8%a6%8b%e6%9c%ac&simid=608047699802260175&selectedIndex=6&ajaxhist=0
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=aKe1l4G1&id=9A9DC97F329B5612230B40B7753EED16BB4A798A&q=twitter+%e5%86%99%e7%9c%9f%e6%8a%95%e7%a8%bf%e8%a6%8b%e6%9c%ac&simid=608047699802260175&selectedIndex=6&ajaxhist=0
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=aKe1l4G1&id=9A9DC97F329B5612230B40B7753EED16BB4A798A&q=twitter+%e5%86%99%e7%9c%9f%e6%8a%95%e7%a8%bf%e8%a6%8b%e6%9c%ac&simid=608047699802260175&selectedIndex=6&ajaxhist=0
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=aKe1l4G1&id=9A9DC97F329B5612230B40B7753EED16BB4A798A&q=twitter+%e5%86%99%e7%9c%9f%e6%8a%95%e7%a8%bf%e8%a6%8b%e6%9c%ac&simid=608047699802260175&selectedIndex=6&ajaxhist=0
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=aKe1l4G1&id=9A9DC97F329B5612230B40B7753EED16BB4A798A&q=twitter+%e5%86%99%e7%9c%9f%e6%8a%95%e7%a8%bf%e8%a6%8b%e6%9c%ac&simid=608047699802260175&selectedIndex=6&ajaxhist=0


 

神戸市経済観光局 

農業振興センターの再編 

（北農業振興センター、西農業振興センターの新設） 

 

～H29.3.31 

  

農業振興センター 

■所長 

●活性化担当課長 

   ・ふる里振興係長 

   ・  〃   担当係長 

   ・生産振興係長 

   ・  〃  担当係長 

●畜産振興担当課長 

      ・畜産振興係 

 

     ※北分室 

 

 

H29.4.1～ 

 

■担当部長 

 

北農業振興センター 

  ●所長 

     ・北ふる里振興係長 

     ・北生産振興係長 

 

西農業振興センター 

●所長 

・西ふる里振興係長 

・   〃  担当係長 

・西生産振興係長 

●畜産振興担当課長 

   ・畜産振興係 
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地産地消を遊ぶ施設「FARM CIRCUS」が誕生！ 

―道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク大沢 オープンー 

 

 2017年 3月 30日、神戸フルーツ・フラワーパークが道の駅として生まれ変わります。「FARM CIRCUS」は、道

の駅の役割を果たす中心施設であり、食都神戸 2020を象徴する施設です。神戸市の観光情報の発信はもちろん、

地元の農産物や食品を幅広く取り扱い、農地とつながる FARM BUSを運行するなど、地元の生産者を支える取り

組みにも力を入れていきます。食育を中心に様々なイベントを開催していくほか、地元食材を楽しめるお食事も

豊富です。『地産地消を遊ぶ施設』として、新しい体験型の道の駅を展開していきます。 

 

【営業概要】 

内覧会   － 2017年 3月 26日 

オープン日 － 2017年 3月 30日  

※オープニングセレモニー 9:30～10:00（詳細は別途ご案内） 

※オープン日限定で、『道の駅記念切符』を先着 300名様に無料配布致します。 

営業時間  － <MARKET＞10：00～18：00 

                ＜INFO, CAFÉ,＞10:00~20:00 

        ＜DAYS KITCHEN＞10:00~21:00 

        <フルーツフラワーパーク>9：00-17：00（※店舗によって異なる） 

※マスコミ各位 内覧会やオープニングセレモニーにお越しの際は事前のご連絡をお願い致します 

 

【企業概要】 

会社名   － 株式会社 北神地域振興 

代表取締役 － 不老嘉彦 

所在地   － 兵庫県神戸市北区大沢町上大沢２１５０ 

事業概要  － 道の駅の運営 

<共同提案者> 

会社名   － JA 兵庫六甲 

所在地   － 神戸市北区有野中町２丁目 12－13 

【施設案内】 
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<FARM CIRCUS MARKET> 
『神戸のいいものが集まるマーケット』をコンセプ

トに神戸の良質な品を厳選してお届けします。地元農

家の野菜や果物などの旬の食材の直売をはじめ、地元

のお酒や調味料、加工品、オリジナルのソースなど幅

広い商品ラインナップが魅力のマーケット。神戸産牛

肉の精肉のカウンターや、精米サービス、福寿の生酒

の量り売りのもご用意しています。日常のお買い物や、

お土産物選び、どちらにもご活用ください。 

 

<FARM CIRCUS CAFE>  
地元でとれた新鮮な果実や野菜を使ったフルーツ

ソーダやスムージーなど、こだわりのドリンクのほか、

神戸のロースターの豆を使った、こだわりの TODAY’S 

COFFEEや、神戸の紅茶専門店の紅茶、神戸の米を使用

したオリジナルの米粉ジェラートも販売します。 

 

<DAYS KITCHEN> 
FARM CIRCUS MARKETで販売されている野菜をはじめ、

地元の新鮮食材を使用したメニューが魅力のイタリ

アンレストランです。ランチタイムには旬の地元野菜

のサラダバーがお楽しみいただけ、窯で焼き上げたピ

ザなどを中心に、パスタや肉や魚のメイン料理など、

一日中いつでも、ゆっくりとお食事をお楽しみいただ

け、団体での予約も可能です。 

 

 

 

<KÖLN BARKERY> 
 神戸で 70年の歴史を持つ「ケルン」監修のベーカ

リー。おなじみの定番商品はもちろん、地元の新鮮食

材をふんだんに使った、野菜と果実を楽しむサンドイ

ッチなどをご用意します。 

 

<FARM CIRCUS SHOKUDO> 

 地元農家さんの手で丁寧に育てられたお米と、地元

食材にこだわった体に優しい定食メニューをご用意

します。お子様からお年寄りまで、幅広い世代に旬な

食材をお楽しみいただけます。 

 

<FARM CIRCUS YARD> 
 源泉の足湯がお楽しみいただけ、休憩やお子様の遊

び場にぴったりの広場です。フォトジェニックな小型

トラックは、イベント時にはカウンターや舞台として

も活躍します。 

 

<FARM BUS, FARM CIRCUS INFO> 

 近隣農家を支える取り組みの一環として、農地と

繋がる FARM BUSを運行します。平日には、地域の方

にお気軽にご利用いただけるコミュニティバスとし

ても活躍します。INFO では観光情報の発信はもちろん、

大人も子供も楽しめる食育イベントを随時開催予定。

神戸や食にまつわるライブラリーも自由ご利用いた

だけ、ゆっくりおくつろぎいただけます。 

 

 

【本件に関するお問合せ】 

会社名 ― 株式会社 北神地域振興    担当者 ― 福原、太田 

電話 ― 078-954-1940          FAX ― 078-954-1980 

メール     ―    info@farmcircus.com 











ヴィッセル神戸を地域の活動にご利用ください。
楽天フットボールクラブ株式会社 プロモーショングループ（TEL：078-685-5523）

いつもヴィッセル神戸にあたたかいご声援をいただき、誠にありがとうございます。
私たちは、より地域のみなさまに愛されるチームとなるために、積極的に地域のイベントに参
加しています。
夏まつりでのうちわの配布、地域行事でのクラブマスコット「モーヴィ」の出演、ガラガラくじ、
サッカーゲームの開催など、お気軽にお声かけくださいませ。

の

・運営スタッフ人件費込み。 ①、③にモーヴィは含みません。・１日4時間以内の拘束でお願いします。

うちわを夏祭りなど地域のイベントでお使いください（無料です）

ヴィッセル神戸のうちわを無料で差し上げています。夏祭りなどのイベントで、
ぜひご活用ください。6月上旬ごろ（予定）から順次お届けしますので、
6月中旬以降のイベント・お祭りでお申し込みください。
お申し込みは下記申込書を記入のうえFAXください。

【お問い合わせ】ヴィッセル神戸 プロモーショングループ
TEL：078-685-5523 FAX：078-685-5502

※1箱500本入りです。ご遠慮なく箱単位でお申しつけください。

団体名 必要本数 本

送付先住所
〒

送付先氏名 電話番号

イベント名 イベント日

ヴィッセル神戸うちわお申込書（FAX：078-685-5502）

【写真①】ガラガラくじ 1回300円でハズレなしのガラガラくじ。1等にはサッカーシャツなどの賞品を
≪無料≫ ご用意しています。大人も大興奮のお店です！ ※ヴィッセルの売り上げとします。

【写真②】モーヴィ出演 子どもたちに大人気のモーヴィがイベント、お祭りに出演します。
≪37,000円（税別）≫ じゃんけん大会などのステージイベントの実施も可能です。

【写真③】サッカーゲーム 「キックターゲット」、「シュートスピード」など子供たちが喜ぶ
≪50,000円（税別）≫ サッカーゲームを出張開店します。

③

※うちわはイベント日の前日にお届けします。 万が一在庫切れの場合はご容赦ください。

②①

ヴィッセル神戸うちわ 申込書（FAX：078-685-5502）
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