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づくり
第2回神戸まちなみ緑花コンクール

美しいまちなみの

発展を願って

人々に潤いと安らぎ

を与えてくれる、犯や

緑いっぱいのまちを目

指して、御戸市では、

市民の皆様とともに

「神戸まちなみ緑桔コ

ンクール」を神戸市と

(財)神戸市公園緑化

協会が協力してはじめ

ています。

コンクールの成功と

発展に向けて

「花のまち神戸」運動

を進めています。その

結果、市内各所で市民

の皆様の協力を得て、

美しく飾おされた住宅

やマンション、穏や緑

で飾られだ通りや家盤

みが男られるようにな

りました。

舎年の参加作畠の一例「まち怠み緑花部門J I . (住宅緑花部門} ↑ 

コンクールは、第1

次の写真審査と第2次

の選者委員による現地

調室により、草ffi等の

管理、育成状況やまち

づくりへの貢献度等を

総合して行われます。

そこで、個性的で崇

観に配慮した美しいま

ちなみを形成している

個人の住宅や集合住宅、

家並みなどの芯や縁の

ある震観をより一層縫

進するために昨年から

~...... ... .. 

こうぺまちづ〈り会館ギャラリー秋の企画及

小磯記念美術館協カ

...J、辺E幾 正之 T イ乍

開催期間 1 1月 2 日 〈木) ~21 

開館時間:勾ニ盲百 1 0 日寺~lFf重量 6 日寺

τ~ 
τコP耳:7 厚ミ

• 

このコンクールが、

ますます発展すること

を願い、また今後のま

ちづくりの発展にも寄

与することからこうべ

まちづくりセンターで

は、第 1回から同コ

ンクールを協賛してい

ます。

日 仁W)・水曜日休館

あーぽんとー〈 12l!'IO月号
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皇宮4l1li ζ ラベi/ïÆ安全~ts ブぐゲオ学~傷罪f.，~f.，t=

平成 12年 9月、第4期「こうべ市民安全まちづくり大学」わTスタートレました。今年leh入門講座 ・まちづくり講座¢滴講座

と急 募集定員をはる釧こ上回る司鴎をいだだき、今期d:入F講座185名、まちづくり講座71名の皆さんに彊着していただく

ことになりました。

時 首王却ま9月5日 (火〕の午後68幸30主コ1から、神戸市手厚笠謡宮にて行われ 笹山市長と学長からごあいさついただきました。

なまえ今期ι淳裳!こleh神戸大学工学部長・割問安全研究センター長¢濡脇働蓋先生にご就(壬いただいています。

市長あいさつ :

蛇足をはじぬ私たちほ詮.~山を脅かすさまざまな出来事力唱:欠いて泡こっているそ杓

らむ車置した際に結晶や儲章があるとないでは大きな遣しめ匂る。匠TLむや紡澗こ関する熔躍の

習得と人材育成のた似こ当大学を開校した。ここで正しい焔器を身につけるとともに、各1出致乃

1)ーダーとなってほu，¥，修了した方尽lま習でに各I出穿己安全マップづくりなどに;謹書されてい

る皆さんもここて学んだことを、 I世~!tち事先して生力九してし VCJさきたo\'

学長あし1さつ:

箆i1以来神戸だけでなく各地で貯災lこ対する関色ぬ甲車まっているそうした中で、神戸大学

では平成8年度から者間割問センターを設置した。ただ、貯災というのま単lこE形寄5が大学

てヨ閉している悶7切手不十分てーあって、市町コ皆さM:lGli判をああぎ、成果を完朔こ活用し

ていた泊パてこそ意味力後}ると考えている本大学でleh初三ちι湖存自力成果を皆さAAこ分かり

やすく制云えしていきたo¥，皆さMことって実り多は麹到こなるよう祈念している
・・・且a・臼』司ー~. LJlI"-II・・・・・E ¥」 ーノ

式醐塁了後、時嵩誌とレて神戸大学者間安全研究センター副センター長¢痘崎益輝総受から、「安全で安'Ijjなコミュニティつ.く

りを進めるために」という演題で弓湾寅いただきました。

'*女平成12年度こうべ市民安全まちづくり大学女女

貴女 第1回上級コース ・同窓会が開催されました貴女

平成12年8月26日、 貝庫県私学会館で、第1員ト第3期市民支釘位韻を対象にした土級コースと同窓£力開崖されまレた。

当日lお鑓員の皆さfts)うち、上級コース49名、問主主34名鳩瑚し、 上級コースでは rrrちしもの場合.あなたは伺を』

防災ボランティ7フ活動を者えるーJと題して、京劃玖さ殺到研押斤教授林審男先生に弓青演をいただきました。

議寅でleh主に、 t君主到こおけξ貯必芭動についてお話していただきましたが、特に、次の2つのこと力て印象的でした。

・服務舌勤を長続きさぜるコリd:， r:澗里をせず、
できる軍圃で」

→.~歪勤庭局長雪させる"ß倒こId:，

1 息長戸く、 2 栢手征)~めるものを中Gi己、

3 定蝿包|之、 4 自立5ij.霊を目i旨して、

.'防災おだく"では怠く、災寄こ関する暗号間目となる

~際負荷聞と|豆、
l. j出或を襲う危1皆Y攻撃Eを;策担江
2 被害軽減力を向上させるJ舌動(静止えは人と人とのつながりを大切

¥ 

¥5 綻輪選抜筋書担静生を保つこと、が必要

巳し、 l即詠境緩面焼却こ主体的lこ取り組むj謹胞のを強化すゑ

市民Z五ごと
ノ

+<>・ 林先生の講演終了後!こ行われた、推進員の活動報告と林先生の講評をいくつかご紹介します。 ・0・
-罷足後江粉i~意識倒底下情灘区溺辺さん)

私を含めて防災への時らが薄れつつあるよう巴

思u¥ます。地域の住民が実[践を深奴海がら、地jQ'Z

全体の意識向上lこ努めていますが、なかなか進み

まぜん。何力、いいアドバイスはありませんかっ

0林先生このような防災意識創氏下は行政!こも見
費7られます。震災直後、防災は花形のよう|こ言

われまし乏が、鼠丘でIct予算もつかないの閉見実
です。どうして乞防災だけを巴的こするのは、無

理がありますので、さまざまな事業の中区防災の

ヰ見布、を少しでも加えるようにして、次の世代|こ伝

えていくべきでは怠いでしょうか。

-雌EE謹江住民侶盟国涜 ・連擦恒区目翻さん〕

在VJ~主んでいるI也威では、 ニュータウンと昔ながらのコミ
ュニティと力可毘在するI也践です。 市民安全tfD隼員として、活

動を一緒にしたいが、古いコミュニティに相手にしてもらえ

ませAゐどうすれJお舌動をともにできるでしょうか?

0林先生ニュータウンて噺旧住民の認荒力堤的、な力温まない

のま、共通の草~堺躍しないためです。児童四量点として
は子どもと明妨害えられ青少年間息トライやるウィ

ークなどを遇して、防災を考えるのもし1いかと思います。ま

た、ニュータウンでは子どもや女悩塞が主な担い手になる

ので人と人とのつながりをつくるきっ力可7として防災を考え

ることか辛苦言Zではないか、と思います。

※そ(]){也O)jlil隼員の方々句協或でさまざまなj舌劉こ取り組んでいらっしゃし1ます。 また、別σ鴻会lこi3fo1fしたいと思し1ます。

あーぽんと ー< 12f1'10月呈



複櫨需とまちつ白くり (6 ) 

-インフィオラータの創発

社会派の論客でもあるボランティア団体の H氏から、

創発 (Emergence)という言葉は、英和辞典には載って

いるが、広辞苑には載っていないと教えてちらった。

多分、日米の認識の差だろう。単一民族国家では、合

意形成が「利」で行なわれ、なんでもトップダウンで

予定調和的に進められる。しかし、米国は多民族と多

様性の国であるため、ボ トムアップで進める以外の方

法が無い。日本でも高度成長が終わるとともに多係性

の時代に突入し、最近の ITの世界は猛烈な自己組織

化の中にある。昨今言われている、ボトムアップな進

め方や市民参画というのは「良い」からするのではな

く、ほかに選択肢が無いという、実は単純な状況であ

るとちいえる。

筆者は， 96に初めて複雑系を知って眼から鱗が港ち

だのであるが、かねてより胸申にあった美緑泥系のま

ちづくりを、複雑系の視点から展開できないかと者え

始めた。それが， 97のインフィオラータ三宮東である。

その頃は、復雑系について耳を傾けてくれる人がい

なかったので、こっそりゃることにした。

準備・実施については、地元など実行委員会の組織

化、 資金とチューリップの調達、 m絵発表チームの募

集、ボランティア募集など、複雑を極めるといってい

い。筆者は、人と人の情報交換を促すことに集中し、

フ才一デイズム的な(自動車の製造過程のような)トッ

プダウン、つまり役割とスケジュールを予めかっちり

決め、担当者におろしていくというアプローチはとら

なかった。

「誰かを実行委員長にたてて、きちんとした組織を作

って、それで取り組まんとあかんのちゃうかつ」

「今までのやり方はそういうやり方ゃったけど今回は

したい人だけ寄って適当にしたらええ、震災のときそ

うやったゃないか。おもろいなと思う気持ちだけが大

事なんや。」 三宮あじさい通り商后街を中山にした実

行委員会は、こんないい加減な会話から始まった。

本替の日もいいかげんである。「ワシらどういう動き

したらええねんJI回りをよう見て、臨機応変に動い

てんか」役回りは勝手にはまって行く。

昔、先強から聞いた言葉を思い出した。「仕事をまち

の人と一緒にしようと思たらな、ます組織を作らして、

そこに助成金を流し込んで仕事をしてもらうわけや。

これが協働のやり方や」これで震災前までは適用して

いた。 上司がJ~\配するので、一応、綿密な計画や進行

を書いてはいたが、 トータルで 500人を超える各種の

ボランティ?をトップダウンでコントロールする気は

なかったし、無理だろうと思っていたロ

チコーリップのmびらむしりが始まると、ボランテ

ィアの市民は思い思いにコロニー(群簿)を作って、お

しゃべりしながら(相互作用しながら)作業を進めてい

く。指示は最初に簡単にしただけで、高い所から作業

.fJ 

現場を見ていると、コミュ二ティが確かに自己組織化

し、倉l発している。しかも、現湯状況の変化により、

コロ二一の織相はダイナミ ックに変化しつづける。

m給チームも、結びらむしりコロニーからmびらを

もらい、運び、下絵の上にmびらを置いていく。桔絵

それ自体は一定の秩序だが、人閣の動きが力オスの縁

なのだ。筆者の前に本コラムを連載していた M氏(前

中央区まち推諜)も「完成したお給ちいいが制作過程

がー雷面白い」と言っていた。ということで、インフ

イオラータは創発の実証だったのである。

この後、インフィオラータは市内叡力所に伝揮して

いき、各地でU)ィ1う灯ミュニティが富w発していった。今後、

トップダウン型にならない限り面白さは失われないだ

ろう。

・コミュニティの創発条件

1)共有し易い分かりやすい目標があること。

2) 11ード的にちり卜的にも白紙領域の揚があること。

3)相亙かつ双方向のコミュニケー泊Yが確保されること。

要素還元型秀才が、難解で複雑な上位計画から出発

し、トップダウン方式で、ハード空間やソフト空間の

白紙領域をひたすら塗りつぶしていくとどうなるか?

見事に上記 3条件に反してレまう。

長さ数 kmの橋を作って数 mmの誤差しかないという

J¥ードな世界と、人闘が主役であるソフ トな世界のア

ブローチは正反対の方向を向いている。

話は変わるが、 IT 革命は広大な湯と〕ミ1ゴ-~3ïを提

供し、創発のI嘉.~~^の縁となった。 例えば今、全世

界のネットのドメイン名を管理している委員会の理事

選挙はネット上で行なわれている。ネットによる直箆

参政の時代が既に始まっているのだ・

Pこれで連載とりあえず終了です。ゃったー l

森田 拓也(市民局市民活動支援課主査)

次号からの掲載は、浜田有司氏(住宅局住環境整備課係長)

の「歴史を活かすということ」です。お楽レみに 1

あぽんと一< I 2年 10月号



事寄り倒竺ザ興

まち歩きをし、まちの「魅力地図」を作ります。日ごろ気づかぬ、まちの新しい見方を

考えまレょう。

日 時 11月 5日(日〕午後 18寺~4時 30分

集合揚所:健康ライフプラザ( J R兵庫駅前)

参加御希望の方は、往復ハガキで 70j!!J76B(当日消印有効〉までに

小学生〈学年を明記)を含む親子 (3名以内〉で

〒650-0022
神戸 市中央区元町通4丁目 2-14

こうべまちづくりセンタ ー 宛 に

返信用にも、住所・氏名をお忘れなく。30組を超えた揚合は抽選になります。

こうべまちづくり会館地階ギャラリーの予定

参
加
者

募
集
中

期 間 内 容・ァ マ 主 1崖 者

9月 28 日(木)~1O月 3 日(火)
2000年神戸芸術学林絵画展

神戸芸術学林
(油彩 ・水霊長等)

10 月 5 日(木)~10 臼(火) 第22回CPM展(油彩・水彩等) ニ菱重工・神戸造船所洋画部

10 月 12 日(木)~17 日(火) 日本画柏樹会展 在野柏樹

10 月 19 臼(木)~24 日(火) 朝日カルチャー(水彩./1. ̂TJ~) 日下部治男

10 月 26 日(木)~31 日(火) 遥洋会油絵展 遥洋会

こうべまちづくり会館 1階オーブンギャラリーの展示

10 月 1 日(臼)~31 日(火)第2回神戸まち怠み緑花コンヲールパ平ル展| 神戸市・神戸市公園緑化協会

10月 22日(臼)午後2時・4時 |ペチユニアサロンコンサート
元町 4丁目商居街・?スク音楽院

こうべまちづくりセンタ

すまい まちづくりのご蹴l己
・すまい・まちづくり人材センター

(こうべまちづくり会館 3F ) 

電話 078.361.4377FAX 078.361.4584 

受信は、月火木ー金曜の午前 10時~午後 5時

・土日・祝日は

まちづくり相殺コーナーで受け付けます

(こうべまちづくり会館4F ) 

時間は、午前 10時~午後 6時

自治会活動などのご相識は」

・コミュニティ相談センター〈まちづくり会館4F) 
会報等の印刷サービスや学習会へのインストラ

クタ一派遣など

受付ー午前 10時~午後 6時ゆく曜・年末年始は体館)

電話 078.361.4565

9月号の新着図書寮内巳、図書名の間違いがありましだ。

誤「まちづくりの経済学」→正「町おこしの経営学」

誤 121世紀へのまちづくり」→正 121世紀への道づくり」

訂正するとともに、おE宅ぴ致します。

あ一ばんと一< 1 2年 10月吉


