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は�じ�め�に�

 
六甲山系の中心部で高くそびえ、古い歴史と豊かな自然、日本三大夜景にも数えられる

素晴らしい眺望を持つ摩耶山。昔から市民とのつながりの深い山でもあります。 
 

多くの市民のみなさんに摩耶山の魅力を知ってもらい、愛着をもってもらいたい。そし

て活動し、より親しみやすく美しい摩耶山をつくっていきたい。 

神戸市建設局森林整備事務所では、そんな想いから、摩耶山に関心や関わりのある方々

の参加・協力を得て、平成19年４月に「摩耶の森クラブ」を立ち上げました。 
 

このアイデア集は、４月から３回にわたり開催した「摩耶の森クラブ」の活動について

考える会に参加してくださった方々のご意見を参考にしながら、事務局がとりまとめたも

のです。 
 

これから実際の活動を進めていくにあたって、常に参加者のみなさんと目標を共有しな

がら一歩ずつ取り組み、息の長い活動としていきたいと考えています。 

今後とも活動へのご参加、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 
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１．摩耶山の目標のすがた�

摩耶山は古くから地域の人々の信仰を集め、親しまれてきた山です。市民にとって大切

なこの山で活動していくにあたり、次の目標をかかげます。 

 
 

摩耶山摩耶山摩耶山摩耶山はははは、、、、神戸市民神戸市民神戸市民神戸市民のふるさとののふるさとののふるさとののふるさとの山山山山    
    
摩耶山摩耶山摩耶山摩耶山のののの豊豊豊豊かなかなかなかな資源資源資源資源をををを、、、、市民市民市民市民がががが大切大切大切大切にににに守守守守りりりり、、、、育育育育てててて、、、、生生生生かしかしかしかし、、、、伝伝伝伝えていくえていくえていくえていく    

 
    

【【【【大切大切大切大切にしたいことはにしたいことはにしたいことはにしたいことは？】？】？】？】    

◎◎◎◎六甲山六甲山六甲山六甲山とはとはとはとは異異異異なるなるなるなる摩耶山独自摩耶山独自摩耶山独自摩耶山独自のののの特色特色特色特色をををを守守守守りりりり生生生生かすようにかすようにかすようにかすように    

・古く由緒ある歴史 

・四季折々に豊かな自然環境、摩耶山特有の動植物 

・立地や眺望、風情など摩耶山の魅力のすべて 

◎◎◎◎市民市民市民市民がががが気軽気軽気軽気軽にくりにくりにくりにくり返返返返しししし訪訪訪訪れれれれ、、、、良良良良さをさをさをさを伝伝伝伝ええええ広広広広げげげげていくようにていくようにていくようにていくように    

◎◎◎◎市民市民市民市民・・・・企業企業企業企業・・・・行政行政行政行政がががが目標目標目標目標やややや情報情報情報情報をををを共有共有共有共有しながらしながらしながらしながら、、、、みんなみんなみんなみんなでででで進進進進めめめめるようにるようにるようにるように    

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 摩摩摩摩    耶耶耶耶    六六六六    甲甲甲甲    

雰囲気 奥深く神秘的（エキゾチック？） 明るく開放的（欧風？） 

歴史 古い歴史がある（天上寺開創 646年～） 明治以降の観光開発の歴史がよく知られ

ている 

文化 天上寺参詣を主とした地元の文化 居留外国人が開発した文化 

自然 歴史ある貴重な社寺林がある 明治以降に植林された百年の森と自然林

土地所有 市有地が多い 民有地が多い 

施設 公共施設が中心 民間施設が中心 

アクセス ﾛｰﾌﾟｳｪｲ･ｹｰﾌﾞﾙ、バス、徒歩、（自家用車） 自家用車、ケーブル、バス、徒歩 

山上移動 レンタサイクル、バス、徒歩 自家用車、バス 

地元意識 灘区民をはじめ神戸市民のふるさとの山 神戸市民と観光客も来るみんなの山 

足もと スニーカーがおすすめ！ ハイヒールでも OK 

便利度 快適、便利、でもスローに不便も楽しむ 快適、便利 

キーワー

ド 

歴史、信仰、生活、日本三大夜景、観光、

自然、散策 

観光、開発、レジャー、保養･別荘地、 

夜景、自然 

 

話し合っていく中で「〝六甲山〟とひとくくりにされているが〝摩耶山〟を認識しても

らいたい」「六甲山とは違う特色を大切にしたい」という意見が多数出ました。 

では六甲山とは異なる摩耶山の特色ってなんでしょう？ 

六甲山と比較しながら、イメージを浮き上がらせてみました。 

摩耶山の特色ってなんだろう？（六甲山との比較イメージ）
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２．活動方針�

摩耶の森クラブが活動するにあたり、次のことを基本方針として、取り組んでいきます。 

    

①①①①摩耶山摩耶山摩耶山摩耶山のののの自然自然自然自然をををを守守守守りりりり、、、、育育育育てるてるてるてる    
 

・摩耶山の自然の保存・保全および利用のゾーニングについて考える 

・摩耶山特有の貴重な動植物を保存・保全する 

・四季折々の美しい自然を大切にしながら、必要な手入れをする 

    

    

②②②②摩耶山摩耶山摩耶山摩耶山のののの自然自然自然自然をををを紹介紹介紹介紹介するするするする    
 

・人と自然が共生するスポットとして育てる 

・摩耶山の自然の魅力を、来訪者に伝える 

・子どもたちにもふるさとの自然を伝え、次世代に引き継いでいく 

 

 

③③③③摩耶山摩耶山摩耶山摩耶山のののの歴史歴史歴史歴史をををを紹介紹介紹介紹介するするするする    
 

・天上寺を中心とした摩耶山の古い歴史、文化を学び、紹介する 

・数々の史跡や古道など、摩耶山の歴史が伝わる資源を学び、紹介する 

・摩耶山の風情やノスタルジックな雰囲気を大切にしながら、紹介する 

 

 

④④④④摩耶山摩耶山摩耶山摩耶山をををを景勝地景勝地景勝地景勝地としてとしてとしてとしてＰＲＰＲＰＲＰＲするするするする    
 

・関係団体、機関と連携しながら、摩耶山の PRを進めていく 
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３．活動のすすめ方  

活動方針に沿って、次のような流れで取り組みを進めていきたいと考えています。 

    

①①①①摩耶山摩耶山摩耶山摩耶山のののの自然自然自然自然をををを守守守守りりりり、、、、育育育育てるてるてるてる  

    

③③③③摩耶山摩耶山摩耶山摩耶山のののの歴史歴史歴史歴史をををを紹介紹介紹介紹介するするするする 

    

②②②②摩耶山摩耶山摩耶山摩耶山のののの自然自然自然自然をををを紹介紹介紹介紹介するするするする 

    

④④④④摩耶山摩耶山摩耶山摩耶山をををを景勝地景勝地景勝地景勝地としてとしてとしてとして PRPRPRPR    

するするするする 

●アクションプラン�

STEP STEP STEP STEP １１１１    〝〝〝〝学学学学    ぶぶぶぶ〟〟〟〟    

「「「「摩耶摩耶摩耶摩耶山山山山のことをよくのことをよくのことをよくのことをよく知知知知ろうろうろうろう」」」」  

◆◆◆◆摩耶摩耶摩耶摩耶のののの自然自然自然自然についてについてについてについて学学学学ぶぶぶぶ    

・自然学習会 

・自然観察会 

・既存研究資料の調査・学習 

摩耶山の良さを守り育て伝えていく

ために、まずその素晴らしさを学び

ます 

◆◆◆◆摩耶摩耶摩耶摩耶のののの歴史歴史歴史歴史についてについてについてについて学学学学ぶぶぶぶ    

・歴史勉強会 

・史跡、古道の見学会 

・文献資料の調査・学習 

●活動方針�
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STEP STEP STEP STEP ２２２２    〝〝〝〝考考考考えるえるえるえる〟〟〟〟    

「「「「活動活動活動活動ののののプランプランプランプランをををを立立立立てようてようてようてよう」」」」    

STEP STEP STEP STEP ３３３３    〝〝〝〝取取取取りりりり組組組組むむむむ〟〟〟〟    

「「「「プランプランプランプランにににに沿沿沿沿ってってってって実行実行実行実行しようしようしようしよう」」」」  

計画ができたら、いざ実行！ 

ひとつずつみんなで取り組んでいき

ます 

これからより良い摩耶山にしていく

ためにどうすればいいか、みんなで

考えながら活動計画を作ります 

◆◆◆◆保存保存保存保存････保全保全保全保全とととと利用利用利用利用ののののゾーニングゾーニングゾーニングゾーニング    

・自然を保存するところと手入れす

るところなどゾーニングを行い、

森林保全・整備計画図を作る 

・散策ﾙｰﾄの設定、整備方法の検討

◆◆◆◆自然紹介自然紹介自然紹介自然紹介プランプランプランプランづくりづくりづくりづくり    

・自然観察年間スケジュールの作成

・ガイドツアーの内容検討 

・自然案内サイン計画、デザイン 

・樹名板の取付計画、デザイン 

◆◆◆◆歴史歴史歴史歴史紹介紹介紹介紹介プランプランプランプランづくりづくりづくりづくり    

・歴史散策ルートの設定 

・ガイドツアーの内容検討 

・歴史案内サイン計画、デザイン 

◆◆◆◆森森森森のののの手入手入手入手入れれれれ、、、、コースコースコースコース整備整備整備整備    

・計画図に従った森の手入れ、育成

作業 

・ハイキングコースの整備、補修 

◆◆◆◆自然紹介自然紹介自然紹介自然紹介、、、、ガイドガイドガイドガイド    

・自然観察会、エコツアーの実施 

・自然観察マップづくり 

・サイン、樹名板の設置 

・案内人の育成 

◆◆◆◆歴史歴史歴史歴史紹介紹介紹介紹介、、、、ガイドガイドガイドガイド    

・歴史ガイドツアーの実施 

・歴史マップづくり 

・サインの設置 

 

関係団体、機関と連携しながら摩耶山のＰＲを進めていく 

（景観、自然、歴史など） 
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４．活動の体制 

これから活動を進めていくにあたって、市民、市民団体、企業、行政などみんなが手を

取りあって協働で進めていくことが大切です。 

 

【体制についての考え方】 

・常にみんなで目標を共有し、話し合いながら進めていく 

・市民、市民団体、企業、行政が手を取りあって協働で進めていく 

・摩耶山で活動する団体間の情報の共有、連携を図る 

・摩耶山の今・昔・将来を見つめ、継続して取り組んでいく 

 

 

【体制のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民団体

情報の共有･連携しながら進める 

摩耶摩耶摩耶摩耶のののの森森森森クラブクラブクラブクラブ    

企業の支援・参加

＜事務局＞ 

神戸市森林整備事務所

 

関連行政 

事業者

テーマ毎の活動

 

市 民 
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５．活動アイデア集�

摩耶の森クラブの意見交換会やアンケートで出された意見を書き出したものが、このア

イデア集です。どこから何から取り組んでいくかはこれからですが、今後活動するさいの

〝引き出し〟としてお使いください。 （注：ここに出ている全てを「摩耶の森クラブ」で実施すると決め

たわけではありません） 
    

◎摩耶山全体で…�

大切大切大切大切にしたいことにしたいことにしたいことにしたいこと    整備整備整備整備するするするする取取取取りりりり組組組組みみみみ    伝伝伝伝えるえるえるえる取取取取りりりり組組組組みみみみ    

◆◆◆◆歴史歴史歴史歴史をををを学学学学びびびび伝伝伝伝えるえるえるえる    ◆◆◆◆サインサインサインサインのののの設置設置設置設置    

・史跡や古道など説明サインを

設置する 

◆◆◆◆ガイドツアーガイドツアーガイドツアーガイドツアーのののの実施実施実施実施    

・歴史散策コースの設定とガイ

ドツアーの実施 

◆◆◆◆豊豊豊豊かなかなかなかな自然自然自然自然をををを守守守守りりりり育育育育てるてるてるてる    ◆◆◆◆森森森森のののの手入手入手入手入れれれれ    

・保全と利用のゾーニング 

・手入れ体験ができる適切なフ

ィールドを設定する 

・森の手入れをする 

・草花や鳥、昆虫を育てる 

◆◆◆◆摩耶摩耶摩耶摩耶特有特有特有特有のののの動植物動植物動植物動植物のののの保全育成保全育成保全育成保全育成  

・マヤランの復活 

 

◆◆◆◆自然観察会自然観察会自然観察会自然観察会のののの開催開催開催開催    

・自然観察コースの設定 

・定期的な自然観察会の開催 

・アジサイ鑑賞ルートづくり 

◆◆◆◆自然自然自然自然についてについてについてについて学学学学ぶぶぶぶ    

・既存研究資料の調査、学習 

・専門家による学習会の開催    

◆◆◆◆摩耶特有摩耶特有摩耶特有摩耶特有のののの自然自然自然自然のののの紹介紹介紹介紹介    

・マヤランの紹介 

・四季折々の見どころを紹介 

◆◆◆◆安心安心安心安心してしてしてして来来来来てもらうてもらうてもらうてもらう    

◆◆◆◆歩歩歩歩いていていていて体験体験体験体験するするするする    

    

◆◆◆◆ハイキングハイキングハイキングハイキング道道道道のののの整備整備整備整備    

・ハイキング道や階段の整備 

・森林浴のできる散策路づくり

・土の道を残したい 

・チップ道にしたい 

 

◆◆◆◆案内板案内板案内板案内板、、、、木木木木のののの名札名札名札名札などのなどのなどのなどの設置設置設置設置  

・ハイキングコースの標識や案

内板 

・散策コースや距離を記した案

内板 

・木の名札つけ 

・サインや名札のデザイン 

 

◆◆◆◆そのそのそのその他施設他施設他施設他施設のののの整備整備整備整備    

・くつろげるベンチづくり 

・きれいなトイレがほしい 

 

 

◆◆◆◆エコツアーエコツアーエコツアーエコツアー、、、、ガイドツアーガイドツアーガイドツアーガイドツアー    

・エコツアーの定例化 

・昼は自然体験、夜は夜景体験

の滞在型ツアー 

・まちと連携した体験学習ﾂｱｰ 

◆◆◆◆ハイキングハイキングハイキングハイキングのののの開催開催開催開催    

・少人数ハイキング 

・観察＆お掃除ハイキング 

・トワイライトハイキング 

◆◆◆◆ガイドガイドガイドガイドのののの養成養成養成養成    

・摩耶山案内人を育てる 

◆◆◆◆マップマップマップマップづくりづくりづくりづくり    

・まちから摩耶山までのハイキ

ングマップﾟ 

・摩耶山の見どころマップ 

・探検マップ・花鳥風月マップ

・生き物マップ・きのこマップ

・マップとケーブル割引券とセ

ットで配布する 
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大切大切大切大切にしたいことにしたいことにしたいことにしたいこと    整備整備整備整備するするするする取取取取りりりり組組組組みみみみ    伝伝伝伝えるえるえるえる取取取取りりりり組組組組みみみみ    

◆◆◆◆摩耶山摩耶山摩耶山摩耶山ををををＰＲＰＲＰＲＰＲするするするする    

    

◆◆◆◆案内板案内板案内板案内板のののの設置設置設置設置    

・タイムリーな情報を記入でき

る情報案内板を設置する 

・遠くから見ても「ここ、摩耶」

と一目でわかる目印の設置 

 

 

◆◆◆◆六甲山六甲山六甲山六甲山とはとはとはとは違違違違うううう摩耶山摩耶山摩耶山摩耶山ののののＰＲＰＲＰＲＰＲ  

・摩耶山ブランドづくり（タム

シバやクロモジの香水など） 

・これまではひとくくりに「六

甲山」⇒これからは「六甲山」

「摩耶山」と使い分けて呼ぶ 

◆◆◆◆イベントイベントイベントイベントのののの開催開催開催開催    

・眺望や環境を生かしたイベン

ト 

・健康づくりイベント 

・市街地での摩耶ＰＲイベント

◆◆◆◆子子子子どもたちどもたちどもたちどもたちににににふるさとのふるさとのふるさとのふるさとの山山山山とととと

してしてしてして伝伝伝伝ええええるるるる    

◆◆◆◆小中学校小中学校小中学校小中学校とととと連携連携連携連携するするするする    

 ◆◆◆◆小中学校小中学校小中学校小中学校のののの学習学習学習学習・・・・体験体験体験体験    

・小学校の総合学習や遠足の場

にする（歴史学習、自然観察

など） 

・子どもが元気に遊べるイベン

ト（子どもマラソン大会など）

・まちとセットで体験学習がで

きるツアー（震災学習など） 

・摩耶山小学校をつくる？！ 

・天上寺寺子屋をつくる？！ 

◆◆◆◆スムーズスムーズスムーズスムーズでででで便利便利便利便利ななななアクセスアクセスアクセスアクセス    

    

 ◆◆◆◆ケーブルケーブルケーブルケーブル・・・・ロープロープロープロープのののの活用活用活用活用    

・イベント開催日などケーブ

ル・ロープの運行時間のフレ

キシブルな対応をしてほしい 

◆◆◆◆ハイキングハイキングハイキングハイキング道道道道からからからからののののアクセスアクセスアクセスアクセス  

・市街地ターミナルからハイキ

ングルートへの道案内がいる 

◆◆◆◆車車車車へのへのへのへの対応対応対応対応    

・集客を想定した駐車場整備が

必要？ 

⇔車禁制のスローな山がいい 

◆◆◆◆山上山上山上山上をををを手軽手軽手軽手軽にににに移動移動移動移動するするするする    

    

 ◆◆◆◆自転車自転車自転車自転車のののの活用活用活用活用    

・スポット移動手段としての電

動自転車の活用 

・山上交通をわかりやすく広報

する 

◆◆◆◆バスバスバスバスのののの改善改善改善改善    

・山上の交通アクセス（バス）

の改善を図ってほしい 
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◎摩耶史跡公園（旧天上寺跡）で…�

大切大切大切大切にしたいことにしたいことにしたいことにしたいこと    整備整備整備整備するするするする取取取取りりりり組組組組みみみみ    伝伝伝伝えるえるえるえる取取取取りりりり組組組組みみみみ    

◆◆◆◆信仰信仰信仰信仰のののの歴史歴史歴史歴史    

・かつての面影が残り、古くか

ら地域の人々が信仰してきた

歴史と思いを感じる貴重な場

所 

◆◆◆◆歴史歴史歴史歴史のののの継承継承継承継承    

◆◆◆◆歴史遺産歴史遺産歴史遺産歴史遺産ののののＰＲＰＲＰＲＰＲ 

◆◆◆◆景観整備景観整備景観整備景観整備、、、、施設整備施設整備施設整備施設整備    

・史跡として景観整備する（草

刈り、倒れた石の片づけなど）

・くつろげるベンチ、トイレの

設置 

 

◆◆◆◆案内板案内板案内板案内板やややや木木木木のののの名札名札名札名札づくりづくりづくりづくり    

・案内板の設置 

・昔と対比した写真入り案内板 

・マザーツリーに標識を付ける 

・木の名札付け 

◆◆◆◆ガイドツアーガイドツアーガイドツアーガイドツアーのののの実施実施実施実施    

・歴史を学ぶガイドツアー 

 

旧摩耶旧摩耶旧摩耶旧摩耶のののの大杉大杉大杉大杉      

◆◆◆◆圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的なななな存在感存在感存在感存在感    

・出会えて良かった 

・天上寺の歴史を感じる 

・保存する 

◆◆◆◆名所名所名所名所としてとしてとしてとして整備整備整備整備    

・大杉までの道を片づけ、整備

する 

◆◆◆◆名所名所名所名所としてとしてとしてとしてＰＲＰＲＰＲＰＲ    

・ガイドツアーの見せ場のひと

つにする 

 

史跡公園史跡公園史跡公園史跡公園へのへのへのへの道道道道（（（（旧天上寺社寺林旧天上寺社寺林旧天上寺社寺林旧天上寺社寺林））））     

◆◆◆◆歴歴歴歴史史史史あるあるあるある貴重貴重貴重貴重なななな森森森森    

・天上寺の成り立ちと共に歩ん

できた歴史ある深い森 

・スギ、ヒノキ、アカガシ、ツ

ガなどの大径木がそびえる 

・摩耶山特有の植生がある 

・マザーツリーが複数ある 

 

◆◆◆◆史跡史跡史跡史跡、、、、祠祠祠祠がががが残残残残りりりり、、、、風情風情風情風情があるがあるがあるがある    

・巨大な天狗岩がある 

・八十八箇所巡りの祠が残る 

・足もとにはササが生い茂り、

行者の足跡を思わせる風情が

ある 

 

◆◆◆◆摩耶山頂摩耶山頂摩耶山頂摩耶山頂があるがあるがあるがある    

・摩耶山頂を記す三角点がある

（△698.6） 

◆◆◆◆道道道道のののの整備整備整備整備    

・見学コースの整備 

・階段の補修 

 

◆◆◆◆案内板案内板案内板案内板などのなどのなどのなどの設置設置設置設置    

・森についての説明板 

・子供でもわかる虫や鳥や花の

案内板 

・山頂（三角点）の説明板 

・木の名札付け 

・史跡の碑や句碑の設置 

 

◆◆◆◆森森森森のののの手入手入手入手入れれれれ、、、、育成育成育成育成    

・草刈り 

・落葉樹の植栽 

・ホオノキの林の復元 

 

◆◆◆◆ガイドツアーガイドツアーガイドツアーガイドツアーのののの実施実施実施実施    

・歴史を学ぶガイドツアー 

・貴重な自然を学ぶガイドツア

ー・残っている祠、石碑をめぐ

るラリー 

 

�
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◎摩耶自然観察園で…�

大切大切大切大切にしたいことにしたいことにしたいことにしたいこと    整備整備整備整備するするするする取取取取りりりり組組組組みみみみ    伝伝伝伝えるえるえるえる取取取取りりりり組組組組みみみみ    

◆◆◆◆四季折四季折四季折四季折々々々々のののの豊豊豊豊かなかなかなかな自然自然自然自然    

・四季折々の自然と出会える場

所 

・植生が豊か 

・落葉樹林が美しく、野鳥、昆

虫などと共生している 

・あじさい池があり水生植物、

生物の観察ができる 

・アジサイ、ベニドウダン、ク

ロソヨゴ、コウホネ、モリアオ

ガエル、水遊びする鳥など… 

 

◆◆◆◆手入手入手入手入れされているれされているれされているれされている    

・地形や生き物の視点を大切に

しながら自然の手入れがなさ

れている 

 

◆◆◆◆ガイドガイドガイドガイドによりによりによりにより発見発見発見発見があるがあるがあるがある    

・何気なく歩いている道でも、

ガイドと一緒に歩くと見え方

が変わる 

 

◆◆◆◆自然自然自然自然のののの手入手入手入手入れれれれ    

・観察園のグレードアップ作業 

・間伐、ササ刈りなど森の手入

れ 

・手入れ作業をブロック別に実

施する 

・植樹（アジサイ、モミジ、ナ

ツツバキ、ヤマザクラなど） 

・水の流れの保護 

 

◆◆◆◆樹名板樹名板樹名板樹名板づくりづくりづくりづくり    

・樹木の名札付け 

◆◆◆◆散策散策散策散策コースコースコースコースのののの設定設定設定設定    

・季節ごとの散策コースの設定 

 

◆◆◆◆自然観察会自然観察会自然観察会自然観察会のののの開催開催開催開催    

・年間計画に基づく自然観察会

の開催 

・観察会を常時開催する 

・野鳥やキノコの観察会 

 

◆◆◆◆自然自然自然自然のののの記録記録記録記録づくりづくりづくりづくり    

・定期的に自然観察し、記録を

作成する 

 

◆◆◆◆マップマップマップマップづくりづくりづくりづくり    

・解説ガイドマップ 

・年間花ごよみ 

・生き物マップ 

・キノコマップ 
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◎掬星台で… 

大切大切大切大切にしたいことにしたいことにしたいことにしたいこと    整備整備整備整備するするするする取取取取りりりり組組組組みみみみ    伝伝伝伝えるえるえるえる取取取取りりりり組組組組みみみみ    

◆◆◆◆夜景夜景夜景夜景、、、、眺望眺望眺望眺望    

・日本三大夜景の名所でもあり、

夜景、眺望の素晴らしさ 

 

◆◆◆◆摩耶山摩耶山摩耶山摩耶山のののの拠点広場拠点広場拠点広場拠点広場    

・摩耶ロープウェイ到着地であ

り、摩耶山観光の中心拠点 

・さまざまな活動やイベントの

拠点 

◆◆◆◆情報案内板情報案内板情報案内板情報案内板のののの設置設置設置設置    

・散策コースを記した案内板を

設置する 

・リアルタイムで自然情報やイ

ベント情報を伝えられる案合

ボードを設置 

 

◆◆◆◆芝生広場芝生広場芝生広場芝生広場にににに    

・掬星台の広場を芝生にする（子

供が走りまわれるように） 

 

◆◆◆◆ここここここここ、、、、摩耶摩耶摩耶摩耶！ＰＲ！ＰＲ！ＰＲ！ＰＲ    

・サン TV 塔に「ここ、摩耶」

と大きく知らせるものをつけ

たい 

 

◆◆◆◆イベントイベントイベントイベントのののの開催開催開催開催    

・子供向けのイベント（子ども

マラソン大会など） 

・星に関するイベント 

・眺望を生かしたイベント 

・健康づくりイベント（ヨガ、

太極拳など） 

 

 

◎子供の丘（岩の丘）で…�

大切大切大切大切にしたいことにしたいことにしたいことにしたいこと    整備整備整備整備するするするする取取取取りりりり組組組組みみみみ    伝伝伝伝えるえるえるえる取取取取りりりり組組組組みみみみ    

◆◆◆◆ノスタルジノスタルジノスタルジノスタルジーーーー    

・かつて奥摩耶遊園地でにぎわ

った頃をしのばせる面影が残

り、ノスタルジック 

 

◆◆◆◆子供子供子供子供のののの遊遊遊遊びびびび場場場場    

・子供が喜びそうな自然の中の

遊び場 

◆◆◆◆森森森森のののの手入手入手入手入れれれれ    

・岩の丘からの展望を確保する

ための森の手入れ 

 

◆◆◆◆遊遊遊遊びびびび場場場場づくりづくりづくりづくり    

・ツリーハウスを作る 

・木製遊具の点検、リニューア

ルを行う 

・小さな子供も歩けるよう安全

な道づくり 
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★摩耶森のクラブのこれまで（H19.4～6）�
�
�
�
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H19.4.17 準備会 

5.13 現地見学会 

6.10 意見交換会 
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摩耶の森クラブ�
活動の基本的な考え方とアイデア集�

�
【事務局】 

神戸市建設局公園砂防部森林整備事務所 担当：大西、奥田 

住所／〒651-1102 神戸市北区山田町下谷上字中一里山 再度公園内 

TEL／078-371-5937 FAX／078-371-1087 

MAIL／mori-shou @w6.dion.ne.jp 


