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平成１８年１２月号（第１１２号） 
 

●こうべまちづくり この１年(Ｐ.1～3) 
●まちづくりライブラリーからのご案内(P.4) 

まちづくり会館展示のお知らせ(P.4) 
 

あーばんとーくの感想をおよせ下さい！ 
発行：こうべまちづくりセンター 

http://www.kobe-toshi-seibi.or.jp/matisen/ 
 

こうべまちづくりセンターニュース 

こうべまちづくり会館 

はや師走。みなさんは、今年はどんな１年でしたか？ 

こうべのまちづくり情報をお伝えする「あーばんとーく」。今年最後の１２月

号では、平成１８年のこうべのまちづくりを、この１年間に掲載したニュースの

その後の最新情報をあわせて、ふりかえってみましょう。 

地下鉄海岸線「夢カモメ」は、

2001 年７月７日に開業し、

今年で５周年を迎えました。

（７月号） 

（９月号） 

しらすちゃん 

命を守るﾌｧｰｽﾄﾌﾞﾚｲｸ（５月号） 

五本松堰堤（布引ダム）は、近代化遺産として市内初の国指定重要文化財に。（６月号） 

市内各地で様々なまちづくり活動の取り組みがありました。 

みなさんの花や緑の熱心

な取り組みで、まちなみに

うるおいを与えてくれて

います。（6･10 月号） 
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○「こうべまちづくりセンター」のホームページ 

http://www.kobe-toshi-seibi.or.jp/matisen/ 

○まちづくり会館にもおいてあります！ 

今年は、横尾地区（須磨区）で、

すまい・まちの安全について考える

取り組みとして、10 月 28 日に「出

前トーク」、12 月３日に「ワーク

ショップ」が行われました。 

詳細は今後

の「あーばん

とーく」でご

紹介する予定

です。 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑬ 

塩屋まちづくり推進会では、現

在、「道路・交通部会」「景観・環境

部会」が設立され、月２回のペース

で会議を行っています。 

また、住民の方を対象にアンケート

を行うなど、まちづくり構想の策定

にむけた本格的な議論が始まって

います。 

６月に公表した「用途地域の見直

し素案」に対する市民のみなさんか

らのご意見をふまえて、都市計画案

を作成しました。 

今後、縦覧手続き等を経て、平成

18 年度末に都市計画決定する予定

です。 

防災意識を高めるためのゲーム

型教材「クロスロード」は、８月に

神戸都市問題研究所のシンポジウ

ムでも紹介され、また同じ８月に北

区星和台で、11 月には垂水区つつ

じが丘でも実施されました。高知県

や広島県呉市などでも実施されて

おり、少しずつ広がっています。 
神戸市営地下鉄では、10 月１日

からピタパが利用できるようにな

り、ますます便利に。ヴィッセル神

戸もＪ１に復帰し、神戸ウイングス

タジアムのある海岸線沿線の活性

化がますます期待されます。 

 

 

 

 

 
改札口でピタッとタッチ、パッと

電車に乗れる後払いの IC カード

『KOBE PiTaPa』 

災害図上訓練は、今年も「こうべ

まちづくり学校専修講座Ｃコース」

のなかで行われました。 

まずは、11 月 19 日に災害図上

訓練の舞台となる灘区の河原地区

を「まちあるき」。河原防災福祉コ

ミュニティのみなさんには大変ご

協力をいただきました。 

そして、12 月 19 日に災害図上

訓練（DIG）を行いました。 

第２回「みどりのまちづくり景観賞」は、

現在、南大阪エリアを対象に募集中。 

（詳しくは、（社）ランドスケープコンサル

タンツ協会関西支部のホームページをご覧

ください http://www.cla-kansai.jp/） 

飼い主のいない猫（野良猫）を、
地域住民の合意のもと、地域で適正
に管理しよう（地域猫）と始まった
「神戸市地域猫モデル地区事業」。
モデル地区３地区（呉田地区[東灘区]、
城の下通３丁目[灘区]、雲中地区[中央区]）
では、小学校と連携した啓発活動や
ニュースの発行などの取り組みが
行われています。 

また、モデル地区以外に
も、取り組みが広がってき
ています。 

布引水源地水道施設は、７月５日

に国指定重要文化財に指定されま

した。 

現地には、下のような銘板が設置

されています。 

（国指定重要文化財を示す銘板） 

申込書は 

地下鉄各駅

にあります 

⑦ ⑫ 

すまいのユニバーサルデザイン

シンポジウムには、多数の参加をい

ただきました。当日上映した事例映

像は、ご興味があれば「出前トーク」

などで紹介します。ぜひご連絡くだ

さい。 

神戸市都市計画総局技術管理課 

電話(078)322-5629 

まちづくり会館では、例年 12 月
に１階ギャラリーで「神戸まちなみ
緑花コンクール写真パネル展」を開
催しています。 

また、コンクールの作品は、例年
４月から募集しています。みなさん
ぜひご応募ください。 

花と緑のまち推進センター 
電話(078)351-6756 

(大賞受賞作品) 

最近、駅などでよく見かけます

ね、このマーク。 

まちづくり会館

でも、１Ｆインフ

ォメーションに設

置しました（９月）。 

こうべまちづくり会館 

神戸市のすまいの総合窓口「すま

いるネット（神戸市すまいの安心支援センター）」か

ら、情報誌「すまいるネット通信」

が 11 月に創刊されました。 

誌面はホーム

ページでもご

覧になれます。 

すまいのこと

なら、何でも

「すまいるネ

ット」にご相談

ください。 

（お問い合わせ） 

(078)222-0186 
http://www.smilenet.kobe-jk.or.jp/ 

 

（ワークショップの様子） 

「「「「「「「「ああああああああーーーーーーーーばばばばばばばばんんんんんんんんととととととととーーーーーーーーくくくくくくくく」」」」」」」」ののののののののババババババババッッッッッッッッククククククククナナナナナナナナンンンンンンンンババババババババーーーーーーーーのののののののの入入入入入入入入手手手手手手手手方方方方方方方方法法法法法法法法        

１２月７日の中央防災会議専門

調査会で、活断層による直下型地震

に「東南海・南海地震」「東海地震」

を加え、各地の震度の最大値を重ね

合わせた「予防対策用震度分布」が

公表されています。 

詳しくは、中央防災会議ホームページをご覧下さい。
http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/ 



- ４ -           こうべまちセン・あーばんとーく 18年 12 月号 

 

  

 

 

 

 

 

 

＜新着図書のご案内＞ 

図 書 名 著 者 発 行 元 

私の官民協働まちづくり 原田 敬美 学芸出版社 

マンション建替奮闘記 村上 佳史 岩波書店 

住まいを守る耐震性入門 山辺 豊彦 風土社 

歴史都市破壊と保全・再生 アンソニー・M・タン 海路書院 

シリーズ都市再生 １・２・３ 矢作 弘 日本経済評論社 

シリーズ都市・建築・歴史 1・3・5・6・7・10 鈴木 博之 東京大学出版会 

公共の役割は何か 奥野 信宏 岩波書店 

見えない震災 五十嵐 太郎 みすず書房 

変貌する日本のすがた 安部 和俊 古今書院 

小説区画整理 区画整理促進機構 大成出版社 

日本の近代土木遺産 土木史研究委員会 日本土木学会 

ケンブリッジ大学秘蔵明治古写真 小山 騰 平凡社 

兵庫県の難読地名がわかる本 のじぎく文庫 神戸新聞総合出版センター 

京都町家物語 人世 芙有佳 新風舎 

    

    

    

 

     期  間      内 容 ・ テーマ   主 催 者 

 １月 ５日(金) ～ ９日(火) 神戸大学写真部展 神戸大学写真部 

 １月１１日(木)～１６日(火) ０７榛の会新春書展 榛の会 

 １月１８日(木)～２３日(火) 会員による趣味の作品展 絵画・写真・書・その他 近畿税理士会神戸支部 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     期  間    内 容 ・ テーマ    主 催 者 

１月 ５日(金)～３０日(火)  震災復興航空写真展 
都市計画総局地域支援室 

      区画整理課 

 

最寄駅 

地下鉄海岸線 みなと元町駅西口から北へ 1 分 

高速 花隈駅東口から南へ 3 分 

高速 西元町東口から東へ 5 分 

ＪＲ・阪神 元町駅西口から西へ８分  

■すまい・まちづくり人材センター (まちづくり会館３Ｆ) 

    電話 078-361-4523 ・FAX 078-361-4546 

    受付は、午前 10 時～午後 5 時（水曜日休館） 

※土・日・祝日のご相談、JIBANKUN の閲覧につ

いては、事前にご連絡ください。 

■コミュニティ相談センター（まちづくり会館４Ｆ） 

自治会の運営等の相談、会報等の印刷サービス 

   

  電話・FAX 078-361-4565 

  受付:午前 10 時～午後 6 時（水曜日休館） 

       ただし印刷は、5 時まで 

自治会活動などのご相談は 

すまい・まちづくりのご相談は 

地階地階地階地階ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリーのののの予定予定予定予定    

１１１１階階階階オープンギャラリーオープンギャラリーオープンギャラリーオープンギャラリーのののの予定予定予定予定 

まちづくり会館 4 階にある、まちづくりの専門図書館「まちづくりライブラリー」では、都市計画、

都市開発、再開発、建築、住宅、景観などの図書約３,５００冊のほか、阪神・淡路大震災に関する資料、

まちづくりに関するビデオ等の閲覧・貸出し（一部のものを除く）業務を行っています。 

お気軽にご利用ください。 

 ◇受付…午前 10 時～午後 6 時（水曜日休館） 

ただし、年末年始（12 月 27 日～1 月 4 日）は会館もライブラリーもお休みです。 




