平成２０年２月号（第１２６号）

こうべまちづくりセンターニュース

●ハーバーロード景観形成市民協定（P.１） ●大日通周辺地区
まちづくりを考える会が「防災まちづくり大賞」を受賞しました
（P.２） ●旧居留地“空間像共有の系譜”①（P.３) ●まちづ
くり会館展示のお知らせほか（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
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神戸市内で９地区目

１月３０日、
「ハーバーロード景観形成市民協定」を都市景観条例に基づき認定しました。また、
この協定に基づいて景観まちづくりを進めている「もとまちハーバー懇談会（片山 泰造 座長）
」
を都市景観条例に基づく「景観形成市民団体」（神戸市内で１２団体目）として認定しました。
ハーバーロードとは、「西元町きらら広場」から
弁天町交差点を経てハーバーランドに至る道路で
す。宇治川線というとわかる方も多いでしょうか。
ハーバーロードは元町地区の西の玄関口に位置し、
元町方面からハーバーランドへの一番の近道であ
り、歩道が広々として歩きやすい道です。

海や山へ誘うゲートに生まれ変わった阪神高速
街
店

元

イ」をめざして、①すっきりした開放感ある通り②
けやき並木のうるおい通り③みなととロマンときめ
く風格ある通り④歩いて楽しい通り⑤安全・安心な
通りの目標を掲げています。
これらの実現のために、街なみ形成ルールとして、
ハーバーロード東側歩道について、①歩道を含む有
効幅員６ｍ以上の連続した歩行者空間の創出②建物
１階部分の賑わい施設の導入③建物低層部は風格あ
る通りにふさわしい外観・意匠に配慮する④新規の
屋上広告塔・突出し看板は自粛する 等のルールを定
めています。建築行為等の街なみ景観の形成に影響
を及ぼすおそれのある行為をする場合には、もとま
ちハーバー懇談会に事前に相談をお願いすることに
なっています。
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今回景観形成市民団体として認定された「もとま
ちハーバー懇談会」は、平成１２年に設立され、ハ
ーバーロード沿道の景観形成に加え、沿道の賑わい
をつくるため、ゲートサインの設置，パラソルショ
ップやインフィオラータなどのイベントを行って
きました。平成１８年より、ハーバーロード景観形
成市民協定の検討を行い、平成１９年１１月に沿道
地権者の合意を得て、締結されました。
景観形成市民協定とは、一定の区域内で、土地や
建物の所有者等が、その区域の実情に応じた都市景
観の形成を図るために、それらの者の大多数の賛同
を得て締結する協定です。
「ハーバーロード景観形成市民協定」では、「海
へまちへのハーバーロード/みなとまちゲートウェ
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認定式

協定の認定を受けて、もとまちハーバー懇談会の
片山座長は「団体・協定の認定を励みに、りっぱな
団体にしたい。」と意気込みを語られました。
本市としても、
「デザイン都市・神戸」の推進に向
けて、地元の皆さんと協働でまちなみの良好な形成
に取り組んでいきます。
（都市計画総局計画部地域支援室）
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大日通周辺地区まちづくりを考える会が

「防災まちづくり大賞」を受賞しました！
「大日通周辺地区まちづくりを考える会」は、中央区東部に位置し、商店街や住民、学校、企業とも
連携しながら、安全・安心で居心地よく、元気とにぎわいにあふれる「わがまち」に向けて、様々な取
り組みを行っています。
平成２０年１月、「大日通周辺地区まちづくりを考

また、各協力団体がそれぞれの得意分野、提供でき

える会」
（以下「考える会」）が「防災まちづくり大賞」

る施設や資機材・技術やノウハウなどを事前に登録し

を受賞しました。この表彰は、総務省消防庁等の主催

ておき、非常時などに無償で活用しあう「宝島ネット

で行われているもので、地域の防災力の向上のために

ワーク」と名付けた仕組みづくりに現在取り組んでい

は、ハード・ソフト両面から防災に配慮したまちづく

ます。これは、今後もこのようなまちづくり活動を確

りを進めることが大切であるとの考えから、防災に関

実に継続させていくためには、自給自足の自主運営体

して特に優れた取組みを行っている団体を表彰する

制を確立する必要があると考えているからです。
他にも、地域の保育園、小学校、企業と連携した津

ものです。
考える会では、未曾有の被害を受けた阪神・淡路大

波避難訓練や、子ども達に心をこめて折り鶴を折って

震災の経験から、災害時に住民が力を合わせるために

もらい、震災で学んだ命の尊さや、助け合い、ふれあ

は、日ごろの人と人とのつながりが重要であるとの思

いを語り継いでいこうとする「千羽鶴プロジェクト」

いを持ち、様々な活動に取り組んでいます。今回の受

の実施など、地域の防災力を高める多種多様な活動を

賞は、８年前から取り組んできたことが現在も継続さ

行っています。

れ、「継続」が「信頼」を生み、地域の防災力向上の
大きな力となっていることが評価されました。

津波防災訓練

今回は防災面での活動が評価されての受賞でした
防災と備えの絵本

インドネシア語版贈呈式

が、他にも、子ども見守りのための防犯ブザーのつ
いた自動販売機の設置や、小中学生が本物の音楽に

例えば、「防災と備えの絵本」の製作。これは、震

触れ、体験し、楽しむクラシックコンサートの実施

災体験からの「当時役立ったこと」などをアンケート

などの芸術面での活動、小中学生が商店街での販売

により収集し、地元のデザイナー学院の学生の協力を

を体験する体験学習の実施など、幅広い活動をして

得て、子ども達に託すメッセージとして「絵本」を作

います。考える会の城戸会長は、今回の受賞にあた

り、全国の自治体等に寄贈したものです。その後、神

り、
「阪神・淡路大震災の教訓をもとに、背伸びせず、

戸は外国人も多く居住することから、まず英語版を製

手の届くところから活動を進めてきたことが評価さ

作し、続いてインドネシアからの留学生の協力も得て

れてうれしい。この賞は、考える会だけでなく神戸

インドネシア語版も製作し、インドネシア政府に寄贈

にいただいたものだと思っている。今後も更に、地

しました。インドネシアでは、小学校の防災教育にも

域での結束力を高め、安全・安心なまちづくりに取

使用されています。現在は、４ヶ国語目となるポルト

り組んでいきたい」と語っておられました。

ガル語版の製作にも取り組んでいます。

（中央区まちづくり推進課）
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旧居留地“空間像共有の系譜”①

空間像研究会の活動

その４

山本俊貞（空間像研究会）

当シリーズの前稿では、まちづくりの現場でまち

居留地の建設は、イギリス人土木技師Ｊ.Ｗ.ハート

のあり方などを考えていく際、“まちづくりに携わ

の設計のもと、当時の西欧近代都市計画思想によっ

る人々が持つ空間像をできるだけ共有化すること”

て、格子状街路、遊歩道、公園、下水道、街灯など

の重要性が述べられています。ここでは旧居留地を

が設置され、126に整然と区画された敷地には外国

例にとって、地区の空間像はいかに共有されたか、

商館が建てられました。現在でも街路パターンはほ

またこれを街並みづくりにどのように役立てていっ

とんどそのまま残されており、標準1,000㎡の敷地

たか、などの点についてご紹介します。

割りもあまり変わっていませんし、地番は当時と同

■企業市民の集まり「旧居留地連絡協議会」

じものが使われています。

業務地である旧居留地では、まちの主役は企業で

明治32年(1899)、居留地制度が解消されると

す。まちづくりについても、地区内で事業を営む法

徐々に日本の海運会社や商社、銀行等が進出し、国

人の集まりである「旧居留地連絡協議会」が主体と

際的近代都市・神戸の中枢業務地を形成します。そ

なって活動を続けています。同協議会は第二次世界

して街並みも、居留地時代の煉瓦造や木造の低層商

大戦中に発足した組織を母体としており、全国的に

館（この時代の建物として唯一、明治13年頃に建て

も稀な企業市民により形成された地域コミュニティ

られた「15番館」が現在も残されています）に代わ

といえます。

って、近代洋風建築とよばれる石造などの中層オフ

阪神・淡路大震災ではここも大きな被害を受けま

ィスビルが数多く建てられ、独特の雰囲気を醸し出

したが、復興活動を契機に“街並みづくり”にも積

していました。そしてこの流れは第二次世界大戦時

極的に取り組まれています。

まで続きます。

■“まちの蓄積を活かす”という視点

■空間像の共有

震災直後、街の復興にあたって、目指す街並みは

震災後、協議会でのたび重ねた議論の末に得られた

どうあるべきかが協議会内で話し合われました。そ

合意は、将来の街並み形成にあたっても、このよう

して『まちの復興に、旧居留地の蓄積を活かす』と

な近代洋風建築によって形づくられていた頃の街並

いう視点にたどり着きます。震災のあった1995年

みを原点としようとするものです。つまり、ハート

の10月に協議会が策定した「神戸旧居留地／復興計

が設計した道路や宅地割りの基盤の上に形成された

画」には「旧居留地は、開港以来、神戸の都心業務

大正から昭和初期の頃の街並みを原点とする空間像

地として発展を続けてきた。将来ともこの地位を保

（これを「囲まれ型街並み」と名付けています）が

ち、震災前にまして一層洗練されたまちに変革を遂

共有されたといえます。

げるべきである／この変化は、これまでの蓄積を無

この街が持っていたかつての重厚で落ち着いた雰

視するものであってはならない。未曾有の震災を経

囲気への憧れであり、道路沿いにできるだけ広々と

験したからこそ、歴史の流れを未来に引き継ぐ努力

したオープンスペースを確保するという近年の開放

がますます必要となる／先人が培ってきた継承すべ

型街並み志向の風潮に対する疑問からの発想と合意

き要素を大切にし、活用するなかで、業務機能の拡

です。

この稿は、次号に続きます。

充、文化・交流機能の導入が求められる」とありま
す。
■イギリス人が設計した神戸旧居留地
ここで簡単に旧居留地の歴史を整理しておきます。
安政５年(1858)、欧米５ヵ国と締結された修好
通商条約は、長年にわたる江戸幕府の鎖国政策に終
止符を打ち、５つの都市の開港を義務づけました。
その一つとして兵庫は慶応３年(1868)に開港さ
れ、神戸旧居留地の歴史もここに始まります。当時
の兵庫の市街地から４㎞ほど東に離れ、ほとんどが
畑地であった神戸村内の約26haの区域に、外国人
の居住や営業活動を認める外国人居留地が造成され
たのです。

大正～昭和初期に建設された近代洋風建築物による街並み
昭和15年頃の旧居留地の様子（模型）
（神戸市立博物館蔵）

この稿は、次号に続きます。
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Ａ４版２９０ページ。背表紙厚 14 ㍉の分厚さと、手にした瞬間
にずしりと感じる重い感触に、教壇に立った会員 20 余名の執筆へ
の熱さと思いの強さが伝わってきます。今年１月１７日、市職員お
よび退職者７０名からなる「神戸防災技術者の会」（通称：Ｋ―Ｔ
ＥＣ）が実務記録集を自費出版しました。現在３００部がほぼ完売
し、３月中旬の販売再開に向けて現在増刷中です。
内容は、Ｋ－ＴＥＣが、２００６年から震災経験の伝承活動の一
環として、神戸学院大学の社会貢献ユニットにおいてリレー形式で
行った「阪神・淡路大震災研究」での講義内容をベースに、毎月開
催の定例会や支援活動を通じて学んだことなどを含め、編集したも
のです。いずれも実務に直結した資料や記録を極力盛り込んでいま
す。各章の殆どが震災当時に前線での任務を経験した人達の手によ
って綴られており、１人でも多くの方々にご一読戴きたい一冊に仕
上がっています。

販売お問い合せ先（ご予約承ります）
こうべまちづくり会館
Tel 078-361-4523
Fax 078-361-4546
価格 １，５００円（税込）
（郵送の場合、郵送料別途戴きます）
販売再開予定時期
２００８年３月中旬

神戸防災技術者の会：K-TEC：Kobe Technical Experts Co-operative Association for the Prevention against Disasters の略称。
防災や減災に関わる制度や技術に関心をもつ神戸市職員及び退職者により構成。「まちづくりセンター・研究ネットワーク」団体の一
つ。会員は、都市計画・土木・下水・水道・港湾・交通・建築・消防・造園・電気・機械・福祉・企画・経済・教育・危機管理など
の各職域にまたがる。毎月の定例会による勉強会のほかに、震災の教訓を伝える語り部活動・各地で発生した自然災害の支援活動・
ＪＩＣＡ研修支援などを展開。会員数７０名。

1 階オープンギャラリーの予定
期
間
２月２１日(金)～３月４日(火)
３月

６日(木) ～ ２５日(火)

地階ギャラリーの予定
期
間
２月２１日(木) ～ ２６日(火)
２月２８日(木)～３月４日(火)
３月 ７日(金) ～ １１日(火)
３月１３日(木) ～ １８日(火)
３月２０日(木) ～ ２５日(火)

内 容 ・ テーマ
ひょうごポストカードコンテスト
入賞作品展示会
まちづくり学校
“神戸おススメまちなみマップ”展
内 容 ・ テーマ
第５回須磨火曜スケッチの会展《水彩》
游遊会水彩画展
ぐるーぷひらの油彩展
長谷川たか子展《油彩・水彩・彫塑ほか》
兵庫倶楽部写友会写真展

展示時間：１階、地階いずれも午前 10 時～午後 6 時（水曜日休館）

主 催 者
兵庫区まちづくり推進課
都市計画総局地域支援室

主 催 者
須磨火曜スケッチの会
游遊会
ぐるーぷひらの
長谷川たか子
兵庫倶楽部写友会

※初日、最終日は展示時間が変更になる場合があります。

こうべまちづくり会館
〒650-0022
神戸市中央区元町通４丁目２番 14 号
開館時間：午前 10 時～午後 6 時（水曜日休館）
電話：078-361-4523 FAX：078-361-4546
ホームページ http://www.kobe-toshi-seibi.or.jｐ
コミュニティ相談センター（まちづくり会館４Ｆ）
自治会の会報等の印刷サービス、運営等の相談
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 西元町東口から 5 分
ＪＲ・阪神 元町駅西口から８分
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