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こうべまちづくりセンターニュース 平成 18 年９月号（第 10９号） 
●神戸市すまいの耐震キャンペーン(P.1～2) 
●“ユニバーサルデザイン”小学校での取り組み(P.3) 
●お知らせ(P.4) 

・まちづくり会館が“まちかど救急ステーション”に !! 

・1 階・地階ギャラリーの展示予定 

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 

阪神・淡路大震災から、今年で 1１年目を迎えました。その後も日本だけでは

なく世界各地で大地震が発生し、多くの尊い生命や財産が失われています。 

神戸市では、「市民の命を守る」という観点から「すまいの耐震化」を進め

ており、９月と 10 月に「神戸市すまいの耐震キャンペーン」を開催してい

ます。キャンペーン期間中には様々なイベントが行われますので、ぜひご参

加ください。 

あなたのすまいは、地震がきても大丈夫ですか？ 

(問１)阪神・淡路大震災で亡くなられた方の一番の死亡原因は、

窒息・圧死によるものですが、全体に占めるその割合は？

①約４０％ ②約６０％ ③約８０％ 

(問２)南海地震が２０３５年までに発生する確率は？ 

①約３０％ ②約４０％ ③約５０％ 

(問３)南海・東南海地震で想定されている神戸市域の最大震度は？

①震度５弱 ②震度５強 ③震度６弱 

（答えと解説は 2 面をご覧ください。）

なぜ、すまいの耐震化は重要なのか考えてみましょう！ ？ 
地域の集会などにもお伺いします！

―出前トーク－ 
市の職員が「すまいの耐震化」など

について説明する「出前トーク」を実

施しています。地域の集会などにお伺

いしますので、ぜひご利用ください。
 

（問い合わせ）広聴課 TEL：322-5169

今すぐにでも取り組もう！ 

まずはこれから！無料で受けられます。 
(対象となる住宅：昭和 56 年５月 31 日以前に着工された住宅)

神戸市や兵庫県の補助制度

などが活用できます。 

大地震時、家にいて命を落とさないためには、まずは「自分のすまいを知る」

ことが大事であり、その状況に応じて「すまいを丈夫にする」「すまい方を工夫

する」ことが必要です。神戸市では、この３つの言葉を「すまいの耐震化の３

原則」として、安全で安心なすまいづくりの普及啓発に努めています。 

問い合わせ・お申込み 
 

神戸市すまいの安心支援センター

 (すまいるネット)まで。 
 

営業時間：10：00～17：00 

土・日・祝日も営業(水曜日定休) 

TEL：(078)222-0186 

FAX：(078)222-0106 

・家具や家電製品を
固定しましょう！ 

・家具の配置を考え
ましょう！ 
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１ページの問題の答えと解説 
 

(問１)③約 80％ 
阪神・淡路大震災では、瞬時に住宅が倒壊し、その下敷きに

なって亡くなられた方が約８割を占めました。 
出典：『阪神・淡路大震災の経験に学ぶ』震災時における社会基盤利用のあり方について（国

土交通省 近畿地方整備局、平成 14 年１月） 

 
(問２)③約 50％（2006 年 1 月 1 日を起点とした確率） 

南海地震以外にも、東南海地震は６０％、東海地震は８７％(参考値)の確

率とされており、まさに待ったなしの状況です。これらの海洋型地震に限

らず、断層による直下型地震にも注意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典：文部科学省地震調査研究推進本部地震調査委員会資料) 

(問３)③震度６弱 
震度６弱の揺れは、以下のように解説されています。あの日の悲劇を繰り返さな

いためにも、耐震改修や家具の固定などがとても重要になってきます。 

 

 

 

 

 

すまいの耐震化キャンペーン期間中の主なイベント              ＜全て無料です＞ 

イベント名 日時・場所 問い合わせ先 

住宅施工無料相

談会 

① 9/30(土) 10～16 時(名谷駅前) 

②10/28(土) 10～16 時(兵庫区役所前) 

専門家による家具固定、耐震改修工事、 

リフォームの相談会 

○問 県建設労働組合連合会(TEL575-7662) 

神戸大学都市安

全研究セ ン タ ー オ

ープンセンター 

①10/14(土) 10～13 時(灘区役所) 

②11/11(土) 11～17 時 

(ハーバーランドスペースシアター)

①公開講座（事前申込みが必要です。） 

②講演会、実演体験コーナーなど 

○問 同センター(TEL803-6437) 

振動台実験 

見学会 

10/30(月) 13 時～(予定) 

(防災科学技術研究所[三木市])

実物大３階建て鉄筋コンクリート建物の振動実験の見学 

○問 同研究所(TEL0794-85-8211) 

神戸消費者 

フェスティバル 

10/30(月) 13～16 時(ピフレホール) 安全で安心なすまいづくりをテーマにした講演・実習 

○問 消費生活課(TEL322-5185) 

※詳しくは、広報こうべ 9 月号 1 面をご覧下さい。 

人間 立っていることが困難になる。 

屋内の状況 
固定していない重い家具の多くが移動、転倒する。 

開かなくなるドアが多い。 

屋外の状況 かなりの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。 

木造建物 
耐震性の低い住宅では倒壊するものがある。 

耐震性の高い住宅でも、壁や柱が破損するものがある。 

鉄筋コンクリート造

建物 

耐震性の低い建物では、壁や柱が破損するものがある。耐震性の高い

建物でも、壁、梁、柱などに大きな亀裂が生じるものがある。 

 (出典：気象庁震度階級関連解説表)

（資料提供：都市計画総局住宅政策課） 
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長田区ＵＤ研究会が講師となって、

みんなにわかりやすい各種教室のピク

トグラムづくり（絵文字）や、みんな 

        が行きやすいトイ 

        レづくりを考えま 

        した。 

◆コーディネーター 

相良二朗氏（神戸芸術工科大学デザイン学部教授） 

◆コメンテーター 

岡村英樹氏（１級建築士・福祉住環境コーディネーター） 

糟谷佐紀氏（神戸学院大学総合リハビリテーション学部講師）

映像撮影にご協力いただいた方々  

  ＜手話通訳・要約筆記あり＞ 

 ◆映像製作協力 神戸芸術工科大学 

         神戸学院大学 

「「「ここここここででで   ずずずっっっととと   暮暮暮らららしししたたたいいい！！！」」」  

“““ユユユニニニバババーーーサササルルルデデデザザザイイインンン”””   小小小学学学校校校でででののの取取取りりり組組組みみみ   

小学校の新校舎建設にあわせて、すべての人にやさしい「ユ

ニバーサルデザイン（以下 UD）」の考え方を子どもたちが理

解し学び、そして子どもたちのアイデア（取組み成果）を新校

舎の建設に反映させる「ＵＤ授業」プロジェクトを進めてい

ます。 

長田区池田小学校（H17 年完成）での取り組みに続き、今

年度は次の２校で実施しています。 

◆長田区 駒ケ林小学校（H19 年度完成予定） 

 新校舎完成までの２ヵ年にわたる「総合的な学習の時間」

のプログラムとして、長田区 UD 研究会（事務局・長田区まちづ

くり支援課）の「ふれあうチーム」が中心となり、４～６年生

（各２クラス・約 60～70 人）を対象に、福祉交流体験学習

等を交えた授業を行っています。 

◆灘区 高羽小学校（H1９年度完成予定） 

長田区以外では初の取り組みで、技術管理課が灘区まちづ

くり推進課と共に、地域の様々な立場の方にご協力をいただ

き、実施体制づくりから始めました。灘コミュニティアーキ

テクトや建築士会 UD 研究会を中心に、神戸婦人大学・シル

バーカレッジ、大学、高専、灘区肢体障害者福祉協会などか

ら約 20 名の方々にご参加いただき、５年生（４クラス・約

150 人）を対象に授業を行っています。 

（資料提供：都市計画総局 技術管理課）

すすすまままいいいののの   ユユユニニニバババーーーサササルルルデデデザザザイイインンン   シシシンンンポポポジジジウウウムムム   ごごご案案案内内内

年をとっても、障害があっても、安心して暮らせるすまいとは？ 

我が家で自分らしく暮らしているご家族を映像で紹介。 

これからの「すまいのあり方」を参加者の皆様と共に考えます。 

  《ユニバーサルデザインに関する展示もしています》 

～３家族の事例映像から すまいづくりを考える～ 

みんなでｱｲﾃﾞｱを出し合って（池田小学校） 

■日 時 １０月２８日（土） 13：30～16：30 

■会 場 神戸国際会館 ９階 大会議室（三宮駅より徒歩５分）

■定 員 １５０名 （無料） 

■申 込 氏名、連絡先（住所、電話、FAX）を明記のうえ、

下記にお申し込みください。 

   （10 月 20 日（金）必着、応募多数の場合は抽選） 

■申込・問合先 

   〒650–8570（住所不要） 

   神戸市 都市計画総局 技術管理課  

   TEL 078-322-5629  FAX 078-322-6118 

  E メール kenchikutogijyutsu@office.city.kobe.jp 
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     期  間      内 容 ・ テーマ   主 催 者 

９月２１日(木)～２６日(火) アルペジオ・教室合同作品展《油彩水彩等》 アルペジオ・カルチャー

９月２８日(木)～１0 月３日(火) 兵庫倶楽部写友会 写真展 兵庫倶楽部写友会 

１０月 ５日(木)～１０日(火) 第 16 回遥洋会 油彩展 遥洋会 

１０月１２日(木)～１７日(火) 葦の会展《油彩》 葦の会 

１０月１９日(木)～２４日(火) 写遊会 作品展 写遊会 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     期  間    内 容 ・ テーマ    主 催 者 

 ９月 １日(金)～３０日(土)  建築のルール 都市計画総局建築指導部安全対策課 

１０月 １日(日)～１５日(日)  防犯パネル展 危機管理室 

最寄駅 

地下鉄海岸線 みなと元町駅西口から 1 分 

高速 花隈駅東口から 3 分 

高速 西元町東口から 5 分 

ＪＲ・阪神 元町駅西口から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 

最寄駅 

地下鉄海岸線 みなと元町駅西口から 1 分 

高速 花隈駅東口から 3 分 

高速 西元町東口から 5 分 

ＪＲ・阪神 元町駅西口から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 

地階ギャラリーの予定 

１階オープンギャラリーの予定

AED の操作には特別な資格は必要なく、また、操作要領を音声で案内・指示してくれる機器なので、現

場に居合せた方など、どなたでも使用が可能です。 

まちなかでの不慮の事故や急病で、呼吸・脈が停止する重篤な状態になった場合には、119 番通報をす

るとともに、「まちかど救急ステーション」に設置されている AED を用い、速やかに電気ショックによる

除細動を行うことで一人でも多くの命を救えるよう、皆様のご協力をお願いします。 

 9 月 9 日の救急の日に開催された中

央消防署主催の「中央救急フェア」の

中で中央消防所長より「まちかど救急

ステーション標章」の交付をうけまし

た。 

こうべまちづくり会館 

 このたび、当会館 1 階インフォメーションに AED（自動体外式除細動器）、

応急セット（蘇生用マウスピース、感染防止用手袋等）を設置しました。 




