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第５章 高砂みなとまちづくりを先導するプロジェクト（先導プロジェクト）

ここでは高砂みなとまちづくり構想の実現化のモデルともなるべき先導プロジェクトを示す。先導プロジ

ェクトについては以下の方針により抽出した。

☆☆ 高高砂砂みみななととままちちづづくくりり構構想想をを実実現現ししてていいくくたためめにに早早期期にに事事業業着着手手がが必必要要なな戦戦略略性性のの高高いいププロロ

ジジェェククトト

☆☆ 市市民民・・企企業業・・行行政政ななどど，，多多様様なな主主体体にに波波及及効効果果のの大大ききいいププロロジジェェククトト
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1. 先導プロジェクト

～高砂ウォーターフロントミュージアム～

●● 高高砂砂海海浜浜公公園園・・向向島島公公園園のの再再生生 ●●（（先先導導ププロロジジェェククトトⅠⅠ））

県下でも貴重な自然が残されている加古川河口部から向島公園，また貴重な水辺空間である

高砂海浜公園などとの一体的利用を促すネットワークを充実させるとともに，展望施設の整備，

松林を活用した名所づくり，老朽化した駐車場や公園施設の改良などによりリニューアルを図

る。これにより，現況でも高砂市随一の集客数（約 30 万人/年）をほこる高砂海浜公園・向島

公園の付加価値を高め，また，多様なメディアを用いてＰＲし広域的集客拠点をめざす。

主体 期待される効果

市民 臨海部における貴重な憩いの空間の再生による海とのふれあい機会の増大

企業 本プロジェクトとパブリックアクセスとの連携による企業貢献度のアピー

ル度増大（企業活動への理解度増大への波及）

行政 公共施設である公園緑地のさらなる有効利用

その他 （小学校）

・環境教育や野外活動の場としての利用

・子供の海に関する印象の改善

市民の憩いの場であるなぎさの再生

案内看板のイメージ

（阪神なぎさ回廊）

ボランティアによる海岸清掃のイ

メージ（田之代海岸）

水をテーマとしたイベント例（い

なみ野ため池ミュージアム）

【【ハハーードド施施策策】】

○○ 加加古古川川河河口口部部･･向向島島公公園園･･高高砂砂海海浜浜公公園園ににおおけけるる相相互互間間ののアアククセセスス環環境境整整備備ななどどにによよ
るる一一体体的的利利用用のの促促進進

○○ 市市街街地地ととののアアククセセスス充充実実ののたためめののササイインン（（案案内内看看板板ななどど））設設置置

○○ 松松林林のの再再整整備備にによよるる松松のの名名所所づづくくりり

○○ 公公園園をを眺眺めめるる展展望望台台やや及及びび老老朽朽化化ししたた駐駐車車場場ななどどのの公公園園施施設設のの改改良良

○○ 高高砂砂海海浜浜公公園園のの海海域域ににおおけけるる底底質質のの改改善善

○○ 公公園園施施設設ののババリリアアフフリリーー化化

【【ソソフフトト施施策策】】

○○ 堀堀川川周周辺辺のの歴歴史史再再現現空空間間ととのの連連携携（（イイベベンントトにによよるる双双方方へへのの連連携携ななどど））

○○ イイベベンントトのの実実施施（（公公園園施施設設のの魚魚釣釣りり場場やや野野外外ｽｽﾃﾃｰーｼｼﾞ゙,,ｷｷｬｬﾝﾝﾌﾌﾟ゚場場ととししててのの活活用用ななどど））やや総総
合合学学習習へへのの水水辺辺空空間間（（向向島島公公園園））のの提提供供

○○ 自自発発的的なな維維持持管管理理体体制制づづくくりりにに向向けけたたアアドドププトト制制度度※※のの活活用用

○ 川川・・たためめ池池ななどどのの水水ををテテーーママととししたたイイベベンントトととのの連連携携（（内内陸陸をを含含めめたた高高砂砂ｳｳｫｫｰーﾀﾀｰーﾌﾌﾛﾛﾝﾝﾄﾄ
ｳｳｫｫｰーｸｸのの企企画画ななどど））

○ 花花火火大大会会のの再再開開

○ ホホーームムペペーージジ、、パパンンフフレレッットトをを活活用用ししたた積積極極的的ななアアピピーールル

○ 集集客客力力向向上上ののたためめのの交交通通機機関関ととのの連連携携

※地域に密着したＮＰＯがその地域にある道路や河川などの「里親」となって、清掃や植生管理などを行う制度
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～高砂ウォーターフロントミュージアム～

●● パパブブリリッッククアアククセセスス事事業業のの活活用用にによよるる水水際際線線のの開開放放 ●●（（先先導導ププロロジジェェククトトⅡⅡ））

水際線の多くに企業が立地する高砂臨海部において，なぎさを再生するためには企業用地を

海浜緑地として市民に開放していくパブリックアクセス事業の活用が有効である。現在，全国

的に先駆的な取り組みとして荒井地区において事業が推進中（平成 18 年度完成予定）である。

本事業の推進，利活用を促進するとともに今後も他地区での事業拡大の可能性や他の親水空間

との連携，市民など利用者へのアピール手法について検討する。

主体 期待される効果

市民 ・臨海部の開放（新たな憩いの場の整備）による海とふれあう機会の増大

企業 ・企業貢献度のアピール度増大（企業活動への理解度増大への波及）

・企業内緑地率の向上

・固定資産税の減免

行政 ・企業と行政の連携による事業としてのアピール

その他 （小学校）

・環境教育や野外活動の場としての利用

・子供の海に関する印象の改善

（広域集客） 
・夕日が見える公園として観光スポット形成

【【ハハーードド施施策策】】

○○ パパブブリリッッククアアククセセスス事事業業にによよるる憩憩いいのの空空間間のの整整備備推推進進（（海海をを眺眺めめるるここととののででききるる

展展望望施施設設，，親親水水池池，，大大型型遊遊具具ななどど））

○○ 市市街街地地かかららパパブブリリッッククアアククセセススままででののササイインン（（案案内内看看板板ななどど））設設置置

【【ソソフフトト施施策策】】

○○ 公公募募ななどどにによよるる公公園園名名のの検検討討

○○ パパブブリリッッククアアククセセススををアアピピーールルすするるたためめののテテーーママづづくくりり（（例例：：夕夕日日がが見見ええるる名名所所

ななどど））

○○ イイベベンントトのの実実施施やや総総合合学学習習へへのの空空間間のの提提供供

○○ 川川・・たためめ池池ななどどのの水水ををテテーーママととししたたイイベベンントトととのの連連携携（（内内陸陸をを含含めめたた高高砂砂ｳｳｫｫｰーﾀﾀｰー

ﾌﾌﾛﾛﾝﾝﾄﾄｳｳｫｫｰーｸｸのの企企画画ななどど））

○○ 産産業業ツツーーリリズズムムととのの連連携携にによよるるななぎぎささ回回廊廊ﾌﾌﾟ゚ﾛﾛｸｸﾞ゙ﾗﾗﾑﾑのの検検討討

○○ 荒荒井井地地区区港港湾湾緑緑地地検検討討会会のの継継承承とと発発展展（（利利活活用用、、アアドドププトト制制度度をを活活用用ししたた維維持持管管理理

シシスステテムムづづくくりりななどど））

パブリックアクセス予定地の

公募による見学会風景
荒井パブリックアクセ

ス事業の完成イメージ

市民の憩いの場であるなぎさの再生
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～高砂産業ミュージアム～

●● 高高砂砂西西港港ののリリニニュューーアアルルにによよるる臨臨海海部部企企業業のの物物流流拠拠点点とと親親水水空空間間のの一一体体整整備備 ●●（（先先導導ププロロ

ジジェェククトトⅢⅢ））

臨海部企業の物流合理化とモーダルシフトを推進するため，現状で神戸港に陸上輸送してい

る港湾貨物を高砂西港で取り扱うことをめざして，老朽化あるいは利用が低調な専用施設の統

合を含めた港湾施設の再整備と輸出入バランスの確保や定期航路との連携を促すため，姫路

港・神戸港との輸送ネットワークの構築を検討する。また，沖浜平津線の整備が完了すれば，

高砂臨海部で最も水際線までアクセスが良好となり，みなとのみえる公園などの親水公園を一

体整備することにより，高砂の海のエントランスとして位置づけられる。

主体 期待される効果

市民 ・入港船舶の増加による市経済の安定

・臨海部における憩いの空間創出による海とのふれあい機会の増大

企業 ・内陸輸送コスト（物流コスト）削減

・沿道環境改善への貢献

・専用施設の維持・補修費削減

・企業活動の円滑化

行政 ・東播磨港の活性化

・港間連携の先導的事例としてのアピール

・港が見える公園による港湾への一般市民などの理解度の向上

その他 （小学生）

・港が見える公園を使った教育の場の増大

港湾・道路などの社会基盤の充実による産業の支援

【【ハハーードド施施策策】】

○○ 臨臨海海部部企企業業のの需需要要にに対対応応ししたた西西港港のの再再編編（（--77..55ｍｍ岸岸壁壁のの新新設設・・ココンンテテナナ対対応応施施設設

整整備備・・企企業業のの専専用用岸岸壁壁かかららシシフフトトすするる貨貨物物対対応応ふふ頭頭整整備備））

○○ 親親水水公公園園（（みみななととののみみええるる丘丘公公園園））のの整整備備

【【ソソフフトト施施策策】】

○○ 利利用用者者増増加加にに向向けけたた港港湾湾ササーービビススのの向向上上策策のの検検討討（（ｺｺｽｽﾄﾄ・・荷荷役役時時間間･･ｲｲﾝﾝｾｾﾝﾝﾃﾃｨｨﾌﾌﾞ゙ななどど））

○○ 将将来来的的にに内内陸陸かかららのの貨貨物物をを誘誘致致すするるたためめのの需需要要調調査査･･ポポーートトセセーールルスス

○○ 姫姫路路港港・・神神戸戸港港ととのの広広域域連連携携（（輸輸出出入入ババラランンスス・・互互いいのの定定期期航航路路のの活活用用ななどど））

港湾機能充実の事例

（姫路港大水深岸壁）

コンテナ荷役風景（姫路港）
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～高砂産業ミュージアム～

●● 産産業業ツツーーリリズズムムのの推推進進とと産産業業支支援援にに向向けけたたソソフフトト施施策策のの充充実実 ●●（（先先導導ププロロジジェェククトトⅣⅣ））

高砂市臨海部においては，世界的に優れた技術を持つ工場や，古い遺産を持つ工場が立地し

ている。これらを広く市民に公開しアピールすることにより企業イメージの向上が図れるとと

もに，産業のみであった空間に新たに人々を呼び込むことにつながり，臨海部の活性化に寄与

できる。このため、まずは産業ツーリズムを積極的に推進するための推進機能を整え，陸上だ

けでなく海上ルートの設定，大和朝廷時代から竜山石を産出している生石周辺との連携やボラ

ンティアガイドの活用を検討する。

また、産業誘致や企業活動の支援により臨海部の活性化を図るため，不動産取得税の軽減な

どの税制措置や研究に関する資金支援、構造改革特区や地域再生制度の活用、産業誘致･支援に

関するインセンティブの導入などのソフト施策について検討し、積極的に適用していく。

主体 期待される効果

市民 ・市民と企業の融合

・臨海部への訪問機会の増大

企業 ・企業活動のアピール度増大

・企業・行政・市民の融合

行政 ・行政と市民の融合

・企業活動の円滑化による市財政の安定

その他 （小学校）

・社会教育の場としての利用

産業の活性化によるにぎわい空間の創出

【【ソソフフトト施施策策】】

○○ 産産業業ののＰＰＲＲ誌誌のの作作成成

○○ 陸陸上上やや海海上上かかららのの産産業業ツツーーリリズズムム、、イイベベンントトのの企企画画・・実実施施

○○ 企企業業内内施施設設（（ススポポーーツツ施施設設、、シショョーールルーームムななどど））のの地地域域開開放放

○○ 商商工工会会議議所所とと企企業業ななどどにによよるる産産業業ツツーーリリズズムム推推進進組組織織のの結結成成

○○ 産産業業ボボラランンテティィアアガガイイドドのの育育成成

○○ 構構造造改改革革特特区区（（高高砂砂工工業業公公園園））やや地地域域再再生生制制度度のの活活用用にによよるる産産業業のの誘誘致致

○○ 産産業業支支援援・・誘誘致致にに関関すするるイインンセセンンテティィブブ制制度度ななどどのの活活用用検検討討

高砂商工会議所による工場見学案内のＨＰ



30 

～高砂歴史ミュージアム～

●● 堀堀川川地地区区ままちちななみみのの保保全全とと水水路路のの景景観観形形成成 ●●（（先先導導ププロロジジェェククトトⅤⅤ））

堀川地区は，昔高砂が加古川と瀬戸内航路をつなぐ船運の拠点として繁栄した面影を残して

おり，その景観を再現・保存するとともに，さらには観光資源として活用を図り，将来的には

広域的な観光拠点をめざす。また，関係団体との連携によるセミナーやワークショップの開催

などのソフト施策の推進を検討する。また高砂消防本部高砂分署の活用など，貴重な拠点的資

源の活用とネットワークの構築を検討する。一方，船着き場として整備された堀川の独特な形

状は，昔の景観を整えることによって，堀川地区の歴史的景観の中心地となる可能性を十分に

秘めており，今後堀川水路の景観については十分な議論により，その修景をめざしていくべき

である。

主体 期待される効果

市民 ・歴史の体験と再認識

企業 ・パブリックアクセス・企業ツーリズムとの連携による企業貢献度のアピ

ール度増大

行政 ・高砂市の歴史のアピール

・旧港再開発としての先導的事例としてのアピール

その他 （小学校）

・社会教育や野外活動の場としての利用

（広域集客）

・歴史的まちなみの観光スポット形成

みなとの発展に関連深い歴史的資源の保全・再現

【【ハハーードド施施策策】】

○○ 既既存存のの拠拠点点的的資資源源とと水水路路ななどどをを結結ぶぶネネッットトワワーークク（（散散策策路路））整整備備

【【ソソフフトト施施策策】】

○○ 関関係係団団体体ととのの連連携携にによよるるセセミミナナーーややワワーーククシショョッッププのの開開催催

○○ 歴歴史史回回廊廊ルルーートト・・観観光光ガガイイドドづづくくりりととイイベベンントト実実施施

○○ 景景観観形形成成地地区区指指定定にに向向けけたた取取りり組組みみ（（拠拠点点かかららのの指指定定ななどど、、段段階階的的なな指指定定をを検検討討））

○○ 古古いい町町屋屋のの保保存存・・活活用用（（アアトトリリエエ・・ギギャャララリリーーななどど））

○○ 高高砂砂消消防防本本部部高高砂砂分分署署ななどどのの貴貴重重なな資資源源ををままちちづづくくりり拠拠点点ととししてて活活用用

（（堀堀川川地地区区ののままちちななみみをを保保全全すするる拠拠点点ととししてて活活用用））

○○ ボボラランンテティィアアガガイイドドのの育育成成

現存する堀川の

歴史的まちなみ

堀川地区における

まちづくりの活動風景
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～高砂歴史ミュージアム～

●● 高高砂砂神神社社秋秋祭祭りり船船渡渡御御神神事事のの継継承承とと祭祭りりのの保保存存 ●●（（先先導導ププロロジジェェククトトⅥⅥ））

船渡御神事の高砂神社，仁輪加太鼓の荒井神社，一つ物神事の曽根天満宮をはじめ，高砂市

の秋祭りは，ヤッサと呼ばれる煌びやかな金具や豪華な布団屋根屋台を勇壮に練りあわすこ

とでも知られる。これらの多くの祭りを高砂の文化として保存・継承していき，また連携さ

せながらアピールすることにより観光資源としての活用も可能となる。

特に、海との関係が深い船渡御神事については、昔は砂浜から神輿を船に載せられたが，近

代の護岸整備により砂浜がほとんど無いため，昔のような２船渡御神事が行えない現状となっ

ている。今後のあり方についての議論をすすめ，その保存と継承をめざす

主体 期待される効果

市民 ・伝統行事である祭りの保全（船渡御の継続）

企業 ・パブリックアクセス・企業ツーリズムとの連携による企業貢献度のアピ

ール度増大

行政 ・高砂市の歴史のアピール

その他 （小学校）

・社会教育や野外活動の場としての利用

（広域集客）

・歴史的まちなみの観光スポット形成

【【ハハーードド施施策策】】

○○ 船船渡渡御御をを行行うう施施設設のの整整備備支支援援

○○ 関関連連施施設設のの整整備備（（散散策策路路やや護護岸岸ななどど））

【【ソソフフトト施施策策】】

○○ 船船渡渡御御神神事事のの継継承承・・保保全全のの方方向向のの検検討討

○○ 堀堀川川地地区区ののままちちづづくくりりととのの連連携携にによよるる来来訪訪者者のの堀堀川川地地区区全全体体へへのの誘誘導導

歴史ある高砂の祭りの保全と観光資源としての活用

高砂神社秋祭り船渡御風景
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2. 高砂みなとまちづくり構想図

～輝く高砂みなとまちミュージアム構想～
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参考 ３つの基本方針の連携の考え方

～高砂みなとまちづくり構想 シンボルの木～

ヤマモモは潮風に強い常緑の高木であり、近隣に雄株がないと結実しないという特徴を有する。つまり雌

雄揃うことによって果実を実らせる木であり、ブライダル都市高砂を象徴する木といえる。常緑で潮風に

強く、生命力みなぎるその様と真っ赤な果実は今後の高砂みなとまちづくりのめざす高砂市の活力向上の

イメージにもつながるものであることから、高砂みなとまちづくり構想のシンボルとして位置づける。

高砂中央公民館のヤマモモの木 

※高砂みなとまちづくりの推進に当たっては、3 つの基本方針（ミュージアム）ごとに進めていくだ

けでなく、いくつかのミュージアムづくりとの連携を考慮して検討する必要があり、基本方針の展

開方向の連携関係を「高砂みなとまちづくり構想シンボルの木＜ヤマモモ＞」になぞらえて示す。

高砂歴史ミュージアムづくり

高砂産業ミュージアムづくり

高砂ウォーターフロントミュージアムづくり

～輝く高砂みなとまちミュージアム～
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