第 13 回「人間サイズのまちづくり賞」
番号

部門

（知事賞）
件

表彰対象者

名

理由
(事業主)株式会社池田泉州銀行
(設計者)株式会社大林組
(施工者) 同
上

池田泉州銀行 夙川支店
（西宮市寿町）
１
全景

歩道より外観

自然体感展望台

し

(事業主)阪神電気鉄道株式会社
(設計者)三分一博志建築設計事務所
(施工者)株式会社鴻池組

だ

六甲枝垂れ

（神戸市灘区六甲山町）
２
まちなみ建築部門

全景

内観

（姫路市白浜町）
３
改修前全景

母屋の改修、米蔵の曳き家改修、及び水
回りをもつ部屋の増設により、居住者が
快適に安全・安心に生活できる住まいへ
古民家を再生し、母屋は、耐震改修とと
もに、床の段差解消や床暖房の設置によ
り居住性を向上させている。
(事業主)公益財団法人プラザ・コム
(設計者)株式会社アイ・エフ建築設計研究所
(施工者)ＴＳＵＣＨＩＹＡ株式会社 関西支社

こむの事業所
（宝塚市売布東の町）
４
全景

山の上に立つ１本の大きな樹がコンセ
プトの新スタイルの体感型展望台。煙突
構造を利用した自然換気や「氷室」を利
用した天然クーラー等、環境に配慮し、
空調などの機械設備や電気を極力使わ
ない設計のもと建築されている。
(事業主)河野 昭通
(設計者)株式会社古田建築設計事務所
(施工者)有限会社すぎもと工務店

こうの

姫路の家（河野邸）

改修後全景

平屋建てながらボリューム感がでるよ
う計画。駐車場を兼ねた中庭は、近隣住
民が自由に行き来できるオープンスペ
ースとなっている。屋上緑化や電気自動
車対応電源プラグの設置等により環境
にも配慮されている。

内部レストラン

シンボル性の高い大屋根をもちながら、
周辺自然環境や既存施設と調和するよ
うデザインされている。イベント広場に
面してレストラン等を配置し、街に賑わ
いを演出している。また、駐車場部分の
緑化により、環境に配慮されている。

番号

部門

表彰対象者

代表者名

（主な活動地域）

理由

ひとひらの花グループ

代表

（たつの市新宮町）

１
花と緑のまちづくり部門

自治会館前花壇

植栽指導ボランティア

山口

康子

自治会館前の休耕田で行っている花壇
づくりが、幼稚園の園外学習やデイサー
ビスの利用者の訪問の場にもなってい
る。小学校等での植栽指導ボランティ
ア、花まつりの実施により、景観の向上
とともに、地域交流を推進している。

かみにし

上西花の会

代表

（明石市二見町）

２
ｵｰﾌﾟﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ（自宅庭園）

ｵｰﾌﾟﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ（公園）

（神戸市）

１

ユニバーサルデザインの
まちづくり部門

神戸ユニバーサルツーリズムセンター

「KOBE どこでも車いす」

リフト付きタクシー

穐原

信一

各家の門前や空き地に花を設置する「門
前花いっぱい運動」や、地域住民の自庭
や公園を開放するオープンガーデンを
実施している。街の景観の回復・向上に
貢献するとともに、花づくり活動を通し
た地域交流を推進している。

代表

鞍本

長利

介助者の派遣、リフト付き自動車の手
配、車椅子の無料貸出、ユニバーサル観
光ガイドブックの発行等、障がい者等が
安心して旅を楽しむためのサポート活
動を行い、ユニバーサル社会づくりに貢
献している。

大木町自主防災会

大木町区長

（西脇市大木町）

１

防災まちづくり部門

おおぎちょう

倒壊家屋からの救助訓練

濃煙内での救助訓練

片岡

義郎

地域防災力の維持向上のため、倒壊家屋
からの救助・消火訓練、災害図上訓練に
よる危険箇所点検、高齢者世帯等マップ
作成、講話会による普及啓発等、広範囲
かつ実践的な取組を実施し、防災・減災
のまちづくりに貢献している。

番号

部門

表彰対象者

代表者名

（主な活動地域）

理由

か み く げ

上久下恐竜の里づくり協議会
（丹波市山南町上久下）

１
まちづくり活動部門

化石発掘体験

会長

土田

芳章

地元の丹波竜の化石の発見をきっかけ
に、化石発掘体験や地域交流の拠点とな
る施設を開設した。また、野菜市の開催、
グッズの企画・販売、地元の魅力発見ハ
イキングの実施により、化石を活用した
「恐竜焼き」（鯛焼き風おかし） 地元活性化に貢献している。

えかわ

江川地域づくり協議会

会長

（佐用町江川地域）

２
利用の様子

利用案内

岡野

俊昭

地域の交通問題に取り組み、大学等の機
関と連携してデマンド型コミュニティ
バスを運行している。地域内の交通弱者
の貴重な移動手段として利用されてお
り、助け合って暮らす地域づくりに貢献
している。

番号

部門

（奨励賞）
件

表彰対象者

名

理由
らくらく

ケアハウス＆グループホーム楽々むら
（豊岡市城崎町）
１
全景

内観

２
まちなみ建築部門

全景

中庭より外観

リビオ姫路大津 ブルームガーデン
のぞみ野
（姫路市大津区）
３
メイン道路からみたまちなみ

住宅外観

しんいけ

西宮神社 祈祷殿と神池
（西宮市社家町）
４
参道からの祈祷殿

周辺の自然環境や隣接施設への調和と
ともに、対岸からの景観に配慮。地域コ
ミュニティの核となるよう地域交流セ
ンターを設置している。自然の眺望や住
宅リビングを思わせる内装により、リゾ
ートを思わせる雰囲気となっている。
(事業主)神河町
(設計者)株式会社東畑建築事務所
(施工者)大鉄工業株式会社

神河町立神河中学校
（神河町上岩）

き と う でん

(事業主)社会福祉法人あまのほ
(設計者)株式会社天藤建築設計事務所
(施工者)株式会社川嶋建設

神池対岸からの祈祷殿

全景は周辺の山並みと調和するよう計
画、外観は伝統的家屋にみられるデザイ
ンを採用。地域に開放可能な多目的ホー
ルの設置により、地域の拠点として利用
が期待されるとともに、自然通風や地熱
の活用により、環境に配慮されている。
(事業主)株式会社新日鉄都市開発
(設計者)−
(施工者)−
植栽帯や無電柱化等、また地区計画と景
観協定の策定や住民組織の結成により、
美しい沿道景観を形成、維持・運営して
いる。地区への車の出入口の制限等によ
り安全安心な歩行空間を整備、また地域
交流の場を設置している。
(事業主)宗教法人西宮神社
(設計者)株 式 会 社 プ レ イ ス メ デ ィ ア ・ 株 式 会 社 大 林 組
(施工者)株式会社大林組
参道に沿って配置された祈祷殿は、既存
の杜と神池を借景とし、神池と融合した
空間を形成している。既存の燈籠や玉垣
を使用し、既存の樹木を極力残すととも
に、省エネ・長寿命材料の使用等により
環境に配慮されている。

番号

部門

表彰対象者

代表者名

（主な活動地域）

理由

ガーデンボランティア夢うさぎ
（西脇市芳田地区）

１
県道沿い花壇・プランター

植栽風景

夢野西まちづくり協議会

２

恵子

山平

幸男

空き地であった市有地を公園として整
備されるよう市に働きかけた。整備後
は、会員相互の意見交換による花の植え
替え等、地域で管理を行うとともにガー
デニング教室等を実施し、地域交流を推
進している。

うずら の な か ま ち

鶉 野中町花家族の会

代表

（加西市鶉野町）

３

花と緑のまちづくり部門

植え替え風景

荒木

野間川と並行する県道沿いの花壇等で
アドプト制度による管理を行う。地区全
戸、市内学校等への花苗の配給、さし芽
の実習、また河川公園の整備事業への参
画等、景観向上や地域交流とともに、行
政と協働した活動を推進している。

代表

（神戸市兵庫区鵯越町）

公園花壇

代表

植栽風景

フラワーロードまつり

宝塚オープンガーデンの会
（宝塚市御殿山）

４
オープンガーデン

コンテナ花壇

芦屋ハイタウン管理組合緑化委員会
（芦屋市大東町）

５
紫陽花街道

菜園での芋掘り

尾花

幸雄

地域内幹線道路や公園等で緑化活動を
行うとともに、ふれあい喫茶のサービ
ス、高齢者の送迎、花壇の整備にあわせ
た交通安全標語看板の設置等を行う。昨
年にはフラワーロードまつりを開催し、
景観向上や地域活性化を推進している。

代表

遠藤

禎子

会員の庭を開放するオープンガーデン
の実施、公園や駅前コンテナ花壇の緑
化・植栽ともに、花や緑に関するまちづ
くり講演会を開催し、花づくりや緑化活
動による景観向上と地域の交流・親睦を
推進している。

代表

三宅

武彦

マンション敷地内及び隣地の沿道で、紫
陽花街道の緑化、花壇の整備とともに、
市主催のオープンガーデンに参加。ま
た、敷地内菜園での野菜作りを通じた芋
掘り大会等のイベントにより、景観向上
と地域交流を推進している。

番号

部門

表彰対象者

代表者名

（主な活動地域）

理由

１
ユニバーサル拠点施設

長屋

昭義

市レベルでは全国的に数少ないユニバ
ーサル拠点施設「ひなたぼっこ」の開設
に関与するとともに、春旬祭における啓
発活動や、シッティングバレーの体験授
業等の取組によりユニバーサル社会づ
「春旬祭」での啓発活動 くりに貢献している。

バリアフリー東播磨グループ

代表

（東播磨地域）

マップ作成検討の様子

講演会

１

防災まちづくり部門

特定非営利活動法人
安心安全のまちづくり機構（県内全域）

室内安全対策作業の様子

前川

竜也

駅､市役所等周辺で歩道の段差解消状況
や多目的トイレ箇所等、車椅子利用者や
高齢者の移動・利用に資するバリアフリ
ーマップを作成するとともに、啓発講演
会を開催し、ユニバーサル社会づくりに
貢献している。

２

ユニバーサルデザインのまちづくり部門

明石駅周辺地区ユニバーサル社会づくり
会長
推進地区協議会（明石市明石駅周辺）

防災出前講座

代表理事

藤本

桂三

地震への備えとして、すぐ出来て低コス
トで効果が高い室内安全対策の普及啓
発に取り組んでいる。地域団体や町内会
等と連携した活動や小中学校等での出
前講座の実施、ＤＶＤ作成・配布等によ
り、防災まちづくりに貢献している。

こ う よ う え ん め がみやま

甲陽園目神山地区まちづくり協議会
（西宮市甲陽園目神山町）

１
まちづくり活動部門

目神山地区

地区のまちなみ

会長

赫

勲男

緑豊かな環境維持のため、H15 に建築物
の最低敷地面積等を定めた地区計画の
都市計画決定、H20 には独自ガイドライ
ンを作成。更に今年 10 月に景観法に基
づく市景観計画の重点地区の指定を受
け、まちづくりを推進している。

う た か

銀の馬車道研究会（兵庫県立大学 環境人間学部 宇高研究室） 代表
（朝来市生野町〜姫路市飾磨地区 銀の馬車道沿線）

２
交流シンポジウムのポスター

吉田

宗人

大学を拠点として、ＷＥＢサイトの作成
やフォトコンテストの実施、交流シンポ
ジウム開催等を通じて地域資源の再発
見・発信を行う。また、地域資源マップ
の 作 成 等 によ り 歴 史的ま ち 並 み の保
地域資源マップ（飾磨） 全・活用に向けた取組を推進している。

