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湊川隧道の保存と地域交流の輪
湊川隧道保存友の会

会長

吾妻

義信

明治期に建設された近代土木遺産「湊川隧道」は、明治３４年に旧湊川の付け替えに伴い、日本初の河川
トンネルとして誕生しました。この隧道を歴史資源として保存し、後世に伝えていくため、平成13年7月に
「湊川隧道保存友の会」が発足し、昨年は10年という節目を迎え、9月17日（土）に湊川隧道一般公開１０
周年記念行事が行われました。また、翌日は「新湊川を守り育てる会」主催の

新湊川まつり

と共催し、

湊川隧道の一般公開を行いました。
１月からNHK「平清盛」の放映にちなみ、1月21日（土）に兵庫区中ノ島「大輪田泊会場」で清盛
（2012）歴史館のオープニングがありましたが、今年は平清盛ゆかりの福原散策（氷室神社・夢野八幡神
社・熊野神社・善光寺・平業盛塚・願成寺等）を通じて当地域を県内外また市内の皆様方に知ってもらいた
いのと、合わせて湊川隧道にも多くの人々が訪問してもらいたいと思っています。
一方、近隣の４小学校が統合して新設された夢野の丘小学校では、昨年4月29日に竣工記念式典が挙行さ
れ、翌日から子供たちが新しい校舎で元気よく通学しています。兵庫区北西部まちづくり協議会は、夢野の
丘小学校開校準備段階から関わってきましたが、現在でも色々な問題点や課題の整理を行い、神戸市とより
具体的な協議を進めています。たとえば、１）友生支援学校の建設（平成25年4月、旧市立菊水小学校跡地
に開校予定）２）夢野中学校の移転と改築工事（平成25年春、旧市立夢野小学校跡地に開校予定。なお、旧
市立鵯越小学校は、平成22年12月末から本格的な校舎解体工事中。３）大倉山線（そうれん道）及び夢野雪
御所線の早期整備実現に向けての要望・提案書の提出

などです。

今後も湊川隧道保存友の会と連携しながら人と人の絆を一つにしたまちづくり、地域のコミュニティづ
くりに取り組むとともに、県内・市内の児童の環境学習の場となるよう隧道の活用を図り、地域に溶け込ん
だ魅力有る活動を通して地域交流の輪を広げていきたいと思っています。
（兵庫区北西部まちづくり協議会会長）

湊川隧道が平成23年度の「選奨土木遺産」に認定されました。
選奨土木遺産とは、土木学会が認定するもので、土木遺産の顕彰を通じて、歴史的土木構造物の保存に資するこ
とを目的として平成12年度に創設されました。選考の対象は、道路、鉄道などの交通、防災、灌漑や干拓などの農
林水産業、発電や炭田などのエネルギー、上下水道、産業，造船、軍事などの用途に供された広義の土木関連施設
が対象となっており、平成23年度までに188の施設が認定されています。対象となる建造年代は、近代（幕末〜昭
和20年代）に完成したものが対象に
なっています。なお、この制度を通し
て、湊川隧道等の近代遺産が、社会へ
のアピール、土木技術者へのアピー
ル、まちづくりへの活用、失われるお
それのある土木遺産の救済などに繋が
ることが期待されています。
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湊川隧道ミニコンサート、この１年（その１）

歌・胡弓

日
時：平成23年３月19日（土）
グループ名：東方文化芸術団
田 偉 プロフィール：
中国湖南省生まれ、中国国歌の作詞者・田漢の姪。
1988年来日、1995年に阪神・淡路大震災で被災し、
1996年に東方文化芸術団を結成。現在も日中両国の文化交流の為に活動中。
2006年3月中国湖南省長沙に学校を創立、名誉校長に就任。
東方文化芸術団団長、神戸華僑総会常任理事。
演奏曲
・創作舞踊・孔雀の舞・民族楽器演奏・胡弓・チャイニーズオペラ

木管五重奏

日
時：平成 23 年４月 16 日（土）
グループ名：ゴレンジャークインテット

プロフィール：
全員、神戸市民交響楽団のメンバーです。初めて集まって練習したの
は、1995年1月16日のこと、あの震災の前日でした。当初のメンバーが
海外転勤となったファゴットを除き、他は全員同じメンバーで15年間に
わたり演奏活動をしております。 今まで、県内外のミニコンサートや
結婚式などで演奏活動をしてまいりました。いろいろな仮名で活動して
来ましたが、一昨年の4月にそれまでニックネームとなっていた「ゴレ
ンジャークインテット」でデビューしました。
演奏曲
・坂本九メドレー ・5つのイージーダンス（アゲイ作曲）・ほか

一 弦 琴

日
時：平成 23 年５月 21 日（土）
グループ名：直 海 会
演奏曲
・蓮葉(一弦琴) ・荒城の月(竹笛)・朧月夜(竹笛)
・みかんの花咲く丘(竹笛)・月の沙漠(竹笛)・夕焼小焼(竹笛)・故郷(竹笛)
紙芝居
・第1部：大楠公御一代記
第二部：稲むらの火
演奏者
竹笛：高島 昭彦
一弦琴：坂東 美智子

ブラスバンド

日
時：平成 23 年６月 18 日（土）
グループ名：夢野中学校

プロフィール：
こんにちは、夢野中学校吹奏楽部です。３年生１０人、２年生９人、１
年生１５人で毎日元気に活動しています。
今回は３年生だけでの演奏ですが、一生懸命がんばって演奏しますの
で、お聴きください。
演奏曲
・勇気100％ ・虹 ・創聖のアクエリオン ・ルパン３世のテーマ
・Ultra Music Power

ケーナ

日
時：平成 23 年７月 16 日（土）
グループ名：福岡 良一
プロフィール：
ケーナを始めて6年目を迎えます。演奏だけではなく、自作のケーナを使っ
てショッピングモールや老人ホームなどで、音楽ボランティアの活動を
やっています。
演奏曲:
（第１部）
（第２部）
１．コーヒールンバ
１．灰色の空に
２．コンドルは飛んでいく 他
２．見上げてごらん夜の星を 他
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湊川隧道ミニコンサート、この１年（その２）
オカリナ

日
時：平成 23 年 8 月 20 日（土）
グループ名：鵞鳥クラブ

プロフィール：
メンバー18名は、神戸市シルバーカレッジの卒業生で、美しい音色を目標
に、時には世間話に花を咲かせながら練習を楽しんでいます。ミニコンサー
トは子供さんも参加してもらいます。
演奏曲
・しあわせを運べるように ・さんぽ ・ローレライ・シチリアーナ
・太陽がいっぱい・見上げてごらん夜の星を ・上を向いて歩こう 他

フルート・ケーナ

日
時：平成 23 年 10 月 15 日（土）
グループ名：木原三知子ファミリー
プロフイール：
木原先生を中心に音楽を楽しんでいる仲間です。昨年、はじめて湊川隧
道にて演奏をさせていただきました。不思議な空間での演奏！楽しい時
を過ごすことができました。フルートと南米の民族楽器ケーナにより、
皆様もよくご存知の曲を演奏します。楽しいひと時を共有することがで
きればと思います。
演奏曲
・海のみえる街 ・サウンド オブ ミュージックより

日
時：平成 23 年 11 月 19 日（土）
グループ名：山下美紗ソロミニコンサート

歌

プロフィール：
13歳の時、たけしの万物創世記「超音波の声」5千人の中から30人に残り
テレビ出演。福岡県北九州市で作成された、「沖縄サミットの曲」を市長
の前で歌うなど、各地イベントやライブ出演。福岡C＆S音楽学校卒業後ソ
ロ活動を各地で行う。
演奏曲：
・卒業写真(荒井 由実) ・糸(中島みゆき) ・Color (BAReeeeeeeeeeN) 他

フルート

日
時：平成 23 年 12 月 17 日（土）
グループ名：音もだち♪トウインクル
プロフィール：
フルート大好きな主婦で活動をしているフル−トアンサンブルのグループで
す。年齢、フルート歴はそれぞれバラバラですが、みんなで心を合わせてひと
つの曲を作り上げていくアンサンブルに魅せられて、週１回の練習を重ねてい
ます。
演奏曲：
・主よ人の望みの喜びを ・赤鼻のトナカイ
・くるみ割り人形より「葦笛の踊り」 他

三

味

線

日
時：平成 24 年 2 月 18 日（土）
グループ名：静 龍 会

プロフィール：
竹山師の直弟子高橋静山師に師事し20年余を迎える.この間,神戸市の姉妹都市で
あるアメリカのシアトル,フランスはニースのカーニバル,フイリッピン,韓国そし
てギリシャ等多数の親善旅行を経験し,アメリカのカーネギーホールでも演奏を
した経験を持つ.
演奏曲：
津軽三味線； 「さくらさくら」「タント節」「あいや節」「郷愁」
民
謡； 「秋田大黒舞」「りんご節」他
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湊川隧道一般公開10周年記念行事について（報告）
湊川隧道の一般公開が始まって10年目を迎えることから神戸県民局の主催で湊川隧道一般公開10周年記念行
事が開催されましたので、下記のとおりその概要を報告します。
１

日

時

平成23年９月17日（土）、18日（日）

２

会

場

記念式典；神戸市立夢野の丘小学校体育館・特別ミニコンサート；湊川隧道内・
新湊川まつり；新湊川沿いの遊歩道（熊野橋〜夢野の丘小学校間）

３

参加者

記念講演等；215名

特別ミニコンサート；209名

隧道探検ラリー（新湊川まつり）；262名
４

内

容

（１）記念式典
（２）講演と講談

①

講演

講師；田辺眞人園田学園女子大学名誉教授

演題；「神戸の近代化と湊川隧道」
②

講談

講談師；旭堂南海

題目；「湊川付替え物語」
（３）関連行事

①

特別ミニコンサート
弦楽四重奏、クラリネット演奏、木管五重奏

②

新湊川まつり（18日9：00〜12：00）
主催；「新湊川を守り育てる会」
内容；たべもの縁日広場、あそびの縁日広場、隧道探検ラリー、
魚つり、

５

バナナの叩き売り

２日間の様子

開会挨拶（山内兵庫県神戸県民局長）

経過報告（尾崎兵庫県神戸土木事務所長）

来賓挨拶（岸本兵庫区長）

謝辞（吾妻会長）

講演 園田学園女子大学名誉教授 田辺眞人氏

講談 旭堂南海氏

魚つり

バナナの叩き売り

旭堂南海氏

あそびの縁日広場

※10周年記念行事の詳細な内容は『湊川隧道一般公開10年の歩み』としてまとめ、10年間の一般公開、ミニコンサートの様子も
含めて紹介しています。
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神戸県民局からのお知らせ
神戸県民局からのお知らせ
地域の夢推進事業について
平成23年度より、元気で明るい兵庫の実現に向けて、地域の活性化を推進することを目的とする、「地域の夢推
進事業」が創設されました。「地域の夢推進事業」は、地域が抱える多様な課題に対応し、地域ビジョンや地域の
活性化を実現するため通常事業とは別枠予算により、県民局独自の特色ある事業を展開することができるよう運用
方針も大枠を定めるにとどめられています。
神戸県民局では、この予算を活用し、地域住民が参画と協働による主体的な取り組みを一層推進できるよう環境
整備を行い、地域課題の解決や魅力発信に住民と共に取り組んでいます。
神戸土木事務所関係では、平成23年度に次の事業が決定され実施しています。
○

湊川隧道の定期利活用の推進（一般公開10周年記念イベントの実施）※
…定期一般公開と一般公開10周年記念イベントの実施

○ 「明舞まちづくり広場」における参画と協働のまちづくり※
…サークル活動やイベント開催の支援
○

河川の安全対策の推進
…電光掲示板の設置と啓発横断幕の増設（都賀川）

○

潤いと安らぎのある河川環境整備
…鮎の遡上を阻む段差の解消（魚道整備：住吉川）
…市民の参画と協働による植栽整備（散水栓設置：新湊川）

【住吉川

東灘区魚崎西町付近：魚道整備】

…川に親しむ散策路の設置（小橋、飛び石の設置：明石川）
…ビオトープ整備に繋がるフトン籠の設置（フトン籠の設置：新湊川）
※

平成22年度までは「地域戦略推進費」という予算で執行していましたが、現在は「地域の夢推進事業」に集約

されたため、「地域戦略推進費」という名称は存在しません。

都市の緑化に貢献する「県民まちなみ緑化事業」
兵庫県では、豊かな「緑」を次の世代に引き継いでいくため、県民
共通の財産である「緑」の保全・再生を社会全体で支え、県民総参加
で取り組む仕組みとして、平成18年度から「県民緑税」を導入し、
「災害に強い森づくり」や「環境改善・防災のための都市の緑化」に
取り組んでいます。
「環境改善・防災のための都市の緑化」を進める「県民まちなみ緑
化事業」は、都市地域において県民の皆さんが協働して行う植樹や芝
生化等の緑化活動の支援を行うものです。具体的には県民の皆さんに
苗木・肥料等の緑化資材の購入や植栽作業を行っていただき、植栽完
了後に緑化資材費等を補助します。また、植栽後の維持管理について
は県民の皆さんに行っていただきます。

神戸県民局管内（神戸市内）

【新湊川

長田区六番町地先：桜と柳】

では平成18年度から平成23年度までの6年間で314件実施しました。
平成24年度も「県民まちなみ緑化事業」は継続してご利用頂けます。
詳細は兵庫県のホームページからもダウンロードすることができます。
ホームページアドレス

→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/town/cate3̲203.html

「湊川隧道保存友の会」が兵庫県の「くすのき賞」を受賞しました。
兵庫県くすのき賞は、ボランティア活動等を通じて人間連帯の
輪を広げ、こころ豊な地域社会に貢献した団体に贈られる表彰
で、神戸市内では毎年10程度の団体が受賞しています。当会
も、永年にわたる隧道内での一般公開、ミニコンサート活動や
地域ぐるみの活動が地域社会づくりに貢献したことで受賞の対
象になりました。
−５−

湊川隧道保存友の会の皆様へ
兵庫区まちづくり課長

柿

本

雅

通

わが国最初の近代河川トンネルである湊川隧道が竣工し、湊川の付け替えが行われた1901年か
ら今年は111年になります。たびたび氾濫を繰り返した湊川を治めるために会下山に通されたこ
の隧道は、2000年に新湊川トンネルが完成したことにより、役目を終えました。しかし、区民に
楽しまれる場としての新しい役目が待っていました。その

第二の人生

を用意したのが、湊川隧道保存友の会の皆さ

んです。
湊川隧道保存友の会は、平成13年7月に発足後、同年11月から一般公開を行い、現在では毎月第３土曜日に公開だけ
でなく、ミニコンサートも行うなど、活動の幅を広げてこられました。このような活動が認められ、平成21年2月に
は、国土交通省の「手づくり郷土賞(一般部門)」を、昨年12月には、兵庫県の「くすのき賞」を受賞されました。吾妻
現会長をはじめとする皆さまが、活動を継続・発展してこられたことに深く敬意を表します。
湊川隧道周辺では、この友の会のほか、新湊川を守り育てる会やふれあいのまちづくり協議会、兵庫区北西部まちづ
くり協議会など、地域住民の方々が熱心にまちづくりに取り組んでおられ、氷室神社や背山など地域の名所を見直そう
という活動が行われています。そして、兵庫区は、今年のNHK大河ドラマの主人公、平清盛をはじめ、楠木正成や高
田屋嘉兵衛など多くの歴史上の人物が活躍した歴史のまちであり、区民はその歴史に誇りを感じています。その中でも
明治の三大土木遺産の一つである湊川隧道を守り、育ててきた活動は、特筆すべきものがあると思います。
湊川隧道のすぐ横には、４つの小学校が統合して昨年開校した夢野の丘小学校があります。小学校と隧道が並ぶ景色
は、あたかも、子供を見守るお年寄りのようでもあり、お年寄りをいたわる若者のようでもあり、兵庫区が掲げる｢や
さしさと思いやりのまち｣に重なるものが感じられます。また、歴史を踏まえて新たな一歩を踏み出したまちを象徴し
ているようでもあります。
湊川隧道保存友の会が、ますます活躍の幅を広げ、先人の貴重な土木遺産を次の世代に伝えていかれることを切に願
うものです。

近代土木遺産の紹介①
（旧）神戸外国人居留地下水渠
（社）土木学会が発行している「日本の近代土木遺産（改訂版）―現存する重要な土木構造物2800選」によると、日本の近代
土木遺産は2,883件あり、国指定の重要文化財クラスとして位置づけられているAランクの建造物が、457件ある。
兵庫県内の近代土木遺産は102件あり、Aランクの建造物が20件ある。そのうち、神戸市内の近代土木遺産は31件あり、Ａラン
クの建造物が11件ある。その中で一番古いのが、旧居留地下水渠である。
ＪＲ三宮駅から旧居留地に向かって10分ほど歩くと、市立博物館の西側に旧アメリカ大使館として使用されていた十五番館が
建っている。平成５年４月に十五番館（国指定重要文化財）の修築に合わせ、館に面した歩道の一部を開削し下水渠そのものが
公開展示された。
旧居留地下水渠は、イギリス人技術者J.W.Hartにより設計・施工されたわが国初の煉瓦造りの下水道であり、竣工は明治５年
（1872年）頃である。
一方、明石町、浪花町の南北路には、延長約817ｍ、内径900ｍｍの円筒管の下水渠が敷設され、播磨町、京町、江戸町、伊藤
町の南北路には、延長約1,072ｍ、長径610ｍｍ、短径460ｍｍの卵形管の下水渠が敷設された。阪神・淡路大震災後は約５％の90
ｍが残存し、現在も雨水管渠として機能している。なお、卵形管は流れる下水の量が少ないときも、水深が深く流速を確保でき
ることから、ごみが堆積しないことが特徴である。
使用されている煉瓦の産地は明石方面であり、煉瓦の長手断面は台形になっており、長さ224mm×幅111mm×厚み34〜54mm
で、管の内面側が薄く、管の外面側が厚くなっている。
ちなみに明治３４年に完成した湊川隧道に使用されている煉瓦の産地は、岸和田あるいは貝塚付近、貝塚煉瓦(株)製の煉瓦の
寸法は、225mm×108mm×60mmで、旧居留地下水渠に使用している煉瓦と大きさを比較すると、長さと幅がほぼ同じである。
旧居留地下水渠は、平成14年度に土木学会選奨土木遺産に認定され、平成16年に国の登録有形文化財に登録された。

【十五番街横の歩道に公開展示】

【円筒形下水渠の展示】
−６−

【下水渠の展示】

平成23年度の活動報告
【平成22年度総会・講演会】
日

時：平成23年３月13日（日）10：00〜12：00

場

所：新湊川河川防災ステーション内（新湊川ふれあい会館）

参加者数：約40名

総

会

平成22年度活動報告・会計報告・監査報告、平成23年度事業予定・
予算案・役員改選

講

演

会

講演者：八ヶ代
演

信行（神戸歴史クラブ 副会長）

題：絵図と図会・絵葉書と写真で読み解く神戸

―江戸末・明治・大正・昭和の神戸のまちかど風景―

八ヶ代講師は、神戸市立宮川小学校で教鞭を執りながら、神戸歴史クラブの 副会長や神戸歴史探訪・兵庫県厚
生会の神戸歴史探訪の講師を務める。また、絵葉書・地図・古印刷物など、神戸に関する多くの資料を収集し、
八ヶ代コレクション

主宰者でもある。

講演では、江戸時代から明治時代初頭までの兵庫・神戸の変遷状況を摂津名所図絵、播州名所巡覧図絵、兵庫津
細見全図などにより詳しく説明された。
1868年の兵庫開港の際、神戸村が事実上の開港場となり、外国人居留地や港が造られたが、この時の神戸村の人
口は約200人、兵庫津の人口は約2万人であったとのこと。八ヶ代講師は、このような時代背景や明治時代から昭和
時代までの湊川新開地の移りゆく姿についても所蔵されている絵葉書などを紹介しながら解説された。
【神戸まつりはっぴぃひろば】
日

時：平成23年５月14日（土）

場

所：湊川公園広場
神戸まつりの「はっぴいひろば」の出店は今年で２回目となります。当日は、湊川隧道説明用のパネルを展示

し、パンフレットの配布、ビデオ放映（新湊川トンネル工事関係）を行い、立ち止まって見学する人々に説明しま
した。ただ、ほとんどの参加者は素通りするばかりであるため、来年は人目を引くようなしかけづくりが必要であ
ると感じました。

【土木の日】
日

時：平成23年11月18日（金）

場

所：湊川隧道
11月18日の「土木の日」にちなみ、湊川隧道を多くの市民に知っていただくため、神戸土木事務所と共催で湊川

隧道の一般公開を実施しました。公開開始早々にホームページを見て入場される見学者もある一方で、天気が雨模
様ということもあってか総数17名と低調でした。隧道内では、10周年記念行事で映像を記録した旭堂南海さんのビ
デオを放映しましたが、来年の「土木の日」は日曜日であることから神戸土木事務所と連携して、積極的にＰＲを
行いたいと思います。
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【一般公開＆ミニコンサート等】

開催日
平成23年３月19日㈯

内

容

演

者

東方文化芸術団

４月16日㈯

木管五重奏

５月21日㈯

入場者数

スタッフ数

148名

12名

ゴレンジャークインテット

85名

12名

尺八・紙芝居・一弦琴

坂東美智子、高島昭彦

108名

11名

６月18日㈯

吹奏楽

夢野中学校吹奏楽部

100名

11名

７月16日㈯

ケーナ

福岡良一

64名

11名

７月24日㈰

【見学会】

歴史街道クラブフォーラム 湯けむりの仲間

24名

1名

８月20日㈯

オカリナ

鵞鳥クラブ

88名

10名

９月17日㈯

湊川隧道一般公開10周年記念行
事 弦楽四重奏、クラリネット、木
管五重奏

アマローネカルテット、中平
沙希・上堂尚子・酒井舞子、
ゴレンジャークインテット

209名

17名

９月18日㈯

【一般公開】

新湊川まつり 探検ラリー

262名

8名

10月15日㈯

フルート＆ケーナ

木原美知子ファミリー

173名

15名

11月18日㈮

【一般公開】

「土木の日」

17名

8名

11月19日㈯

歌

山下美紗

31名

10名

12月17日㈯

フルート

音もだち

54名

12名

12月18日㈯

【見学会】

Ｊ−ヘリテージ主催の見学会

45名

2名

39名

7名

92名

12名

1539名

159名

平成23年1 月21日㈯
２月18日㈯

【一般公開】
津軽三味線と民謡
合

※

出

歌・胡弓

静龍会
計

３月19日は、22年度行事であるが、集計上の都合で23年度分として記載している。
「見学会」は神戸土木事務所の依頼を受けて行っている。

平成24年度の行事予定
予定されている定期一 般公開とミニコンサートは、下記のとおりです。
開催予定日
平成24年３月17日㈯

内

容

出

演

ジャズ

４月21日㈯

木管五重奏

ゴレンジャークインテット

５月19日㈯

一弦琴

直海会

６月16日㈯

吹奏楽

夢野中学校吹奏楽部

７月21日㈯

詩吟

昭和会

８月18日㈯

ひょうたん笛

四季大香

９月15日㈯

ケーナ

福岡良一

10月20日㈰

民謡三味線・民謡

千鳥会

11月17日㈮

歌

山下美紗

11月18日㈰

【一般公開】

12月15日㈯

オカリナ

平成25年１月19日㈯

備

者

富士通テンジャズバンド

考

（23年度行事）

「土木の日」映写会
鵞鳥クラブ

【一般公開】

２月16日㈯

コーラス

ジェントル美賀多

３月16日㈯

フルート・ケーナ

木原美智子ファミリー

☆出演者の事情などにより、内容や出演者が変更される場合がありますのでご了承願います。
☆一般公開の時間は13：00〜16：00、ミニコンサートの演奏時刻は13：30〜、14：30〜の２回を予定します。
なお、７月以降のミニコンサートは13：30〜の１回です。

賛助法人会員紹介
㈱エイト日本技術開発・㈱建設技術研究所・社会福祉法人海光園
社会福祉法人神戸光有会・㈱サニー商工・㈱千葉出版
湊川隧道保存友の会事務局
〒657-8501 神戸大学都市安全研究センター
「湊川隧道保存友の会」事務局
市 成 準 一
http://www2.kobe-u.ac.jp/˜midori/minatogawazuidou.html
T E L ：090-5255-6288 F A X ：078-803-6394
−８−

