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N 阪神 a淡路大震災の復興5年から買えるもの的
阪神・淡路大震災から 5年がたち、建築やまちづくりの専門家としての立場から復興の歩みを総話、険

証する「し1きいき下旬シンポジウムJ(いきいき下旬シンポジウム実行委員会主催〕が平成 12年 1月

23日〔白〕、こうべまちづくり会館で開催されました。

会場には、神戸芸術工科大学教浸の斎木崇人さん、

建築家の森崎輝行さん、写真家の米田定蔵さん、弁護

士の戎正晴さん、「真野っ子ガンパレ!! J編集長の清

水光久さん、御戸市住宅局の鈴木三郎さんがパネラー

として参加し、兵庫県建築士会まちづくり委員長の武

田則明さんがコーディネーターを務めました。

Z寄木教浸は長田区において震災時から定点観測を続

け空1也の状況を調べており、細1封筒に面している敷地

で空1也が多いことを報告しましだ。また、地方都市の

中山市街地においても空地の問題が生じており、持戸

での問題は地方都市の抱える問題を先取りレているこ

とを指摘しまレた。

建築家の森崎さんは、単に箱づくりではなくメンタ

ルな部分に闘ってきだとし、この 5年間で男えたこ

ととレて、 ①個から全体への流れ ②中間領l或③変化

にどう対応するかの 3点、をキーワードにレて事例を

紹介しましだ。 r中間領i或」として、「建築」と「都

市」の聞の「地区」を担当する織業の必要性を指摘し、

また、『行政の都市計画とは、変化に対応しにくい仕

組みになっている。一方住民の「まちづくり」とは言

葉からもわかるように動くものであり変化していくも

のである。住民が行政に参加するのではなく、「住民

主体のまちづくり」に行政が参加する仕組みにしてい

く必要がある』と話しまし疋。

写真家の米田さんは、被災当日に長田から三宮にか

けて写真を撮り、また同じ揚所から写真をj最ることに

よって復興状況を紹介レました。また、中央区の北野

に米田さんの写真が展示され、修学旅行生や観光客に

神戸の震災を語る鋸所として多くの人に男てもらって

いることを話しました。

ー.

弁護士の戎さんは、被災しだマンションの復興に携

わった経験から「公と私」の関係について述べ、特に

区分所有i去は解釈問題が多く、合意形成の過程でトラ

ブルが生じ、合意形成を困難にしている。このような

紛争を未然に防ぐためにち、法律の条文を明確に書く

必要があるロまた「事業」という条文がないことから

事業を進めていくレールが引かれておらず、事業の法

的安定性に欠けており、今後これらを整理していく必

要があると指摘しました。

「真野っ子がんばれ!!J編集長の清水さんは、コミ

ュニティの重要さについて触れ、市は分権を進め各区

がまちづくりの団体を支援していく体制が必要だと指

摘しました。

続いて、神戸市の鈴木さんは、まだ再開発事業は真

つ最中であり総活する段階にはないとしながらも、復

興計画における目標年次の設定や民間住宅とのバラン

ス、高齢者居住をどうするかといった課題に対しての

当時の考え方を娠り返り話しましたロ
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(第4固まちづくり講座「まちづくりのなかで安全を考えるJ1 

今年度のこうべ市民安全まちづくり大学も、いよいよ中問地点を折り返し、後半に突入しました。今

回は、 12月 16日(木〕に開催した第 4固まちづくり講座「まちづくりのなかで安全を警える」をご

紹介レます。

あなたにとって

の安全なまち?

O この日の講座全体の講師は、大阪大学問教慢の小浦久子先生に

お願いしました。 IJ¥;甫先生は都市計画、

l景涜デザインをご専門とされ、生活環境

や地域計画を研究されています。

今回の講座では、まちの安全を自然、

まちなみといった視点も取り入れて考えてみます。

『危険なととろ』

『好きなとζろ』

みん怠で『安全なま

ち』を共有化する

小浦先生の講演写真風景

O ます、 j司川、学校、道路、道路境界の写真を例に、どのような点

が危E実力、、または好きか、受講生に問いかけをされました。

受講生の多くは防災、防犯、事故防比の視点から判断されましたが、

中には自然、景観、まちなみといった基準で選ばれた方もいまレた。

O 次に、 I也I或特性に応じて、求める生活環境のあり方は多様で

あることについて事例をあげて紹介していただきました。

-車を使わない選択〔ドイツの例〕

-川を自然にもどす選択

-小学校などの公共施設の多目的利用

O 地域で安全・安l山なまちの姿を共有化していくプロセスが大切なことを教えていただきました。

自然災害のような広域で考える安全から、身近な生活環境の安Ie，¥までいろいろあり、さらに、

その身近な生活環境は、そこに住む人々、コミュ二ティでつくっていくことを学びましだ。

また最後に、まちづくりにおける地域の選択を支援するしくみについてご紹介いただきました。

くまちづくり協定>

住みよい(ハードな)まちづく

りを推進するだめに必要な事I買

を定める協定

(新在家地区の例)

-建築物の用途の制限

-荷さばき等駐車用地の設置

.ファミリー形式住戸の奨励

.酒蔵のまちにふさわしい意

匠のまちなみへの配慮

-周辺環境への配慮

<地区計画>

身近な生活環債を整備し、保

全することにねらいを置いたも

ので、まちをより住みよく潤い

のあるものにするためのきめ細

かなまちづくりの制度

{例)道路、公園等の配置規模、

建物の用途容積率建ぺい

率高さ色彩等の制限、嬰

の位置形態、意匠の制限ま

たは、垣、柵の構造の制限

<近隣住環境計画>

地域の特性をふまえ、向こう

三軒両隣等、小さな範囲でのす

まいまちづくりを行う制度

(例)うるおいのある路地づくり

タイプ 4m未満の道路の

j!1;申書についての取り組み

の中で、セットパック部

分にもある一定の条件の

もとに沼11や芝生、笠i亘

等の緑化を唯進する。

講座の中では、受講生の方々から、いろいろな意見を聞くことができました。今回、受講生の皆さん

にとって、防災、防犯だけにとらわれず、幅広い視点でまちの安全を考えることができ、修了後に地域

で実践をしていく上で良い機会になったと思います。
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「まちづくり」って何? NO.8 ーま5ブぐりにあ'/プ3ム、宇佐と$AJ号E

まちづくりをより皇近な問題として住民が主体的に

取組んでいくためには、まち全体のビジョンをつくっ

て計画的に事業を進めていくより、むしろ部分的に実

践活動~ビジョンづくり~ルールづくりを繰返しなが

ら、点→線→面へと段階的に整備していく方が、より

効果的な揚合もあることを前回述べたロその際、都市

計画事業をはじめとする地減整備の基本である地域間

バランスと住民負担の公平性の確保との整合性が第一

の課題である。

最も典型的な例である区画整理事業と前述の広場整

備を比較してみたい。区画整理事業をある地区で実施

するかどうかは、その地区における道路・公園等の公

共用地率などの客観的なデーターに基づき公共として

税金を投入して事業を実施すべき課題が集中レている

かどうかの判定による。また、住民は専ら1也I或住民の

みが利用する区画道路(生活道路〕の整備による1更益

に見合う負担として減歩という形で私有地を提供する。

このように、明確に地i或聞及び個人間の負担の公平性

が図られるとともに、その担保とレて、都市計画決定、

事業計画の決定という手続きの中で詳細な地区全体の

整備計画ち定められる。その際、まちかど広場は、公

園とレての基準面積以下の揚合、原則的には補問苅象

外で市単狙又は地元負担で整備すべき区画道路と周等

に見なされる。そのため、市街地では、駅前広場を隊

くと、まちかど広場は散男されるに過ぎない。主主少な

い事例として、 部市有1也をきめた形で地元負担ち得

てき謹備された「南京町広場」、市立1専物館との土地交換

によって生み出された「東京銀行前広場」、市内で唯

のロータリーである「沼隈ロータリー」、水の壁のモ二

ユメントがユニークな「元町西広場」などが保々な工

夫によって整備されているが、管山市長をはじめ当時

の担当者の苦労話をよく耳にしだちのである。余談で

はあるが、これらの広場に我がちの顔に迷惑駐輪等が

なされているとほんとうに残怠な気持ちで 杯になる。

現在では、先に述べたように震災復興区画整理事業

では大幅に補鈎基準が緩和され、立派なまちかど広場

が整備されるようになっだほか、市単独事業でも「ま

ちづくりスポット創生事業」の制度が創設されだだめ、

空地を活用して「あづままちかど広場」のような広場

を整備することができるようになっだ。

このように他に事例のない特色あるまちづくりは大

変住民に喜ばれるものではあるが、補助制度の枠内で

特色を出せるよう固に白参したり、シピルミニマム的

な積並びに慣れてきた行政マンにとっては、全市レベ

ルでの公平性が気になることち事実である。「他に波及

したらどうしよう。バランスを欠いていると言われな

いだろうか。」という山配がIe，¥をよぎることも少なくな

し¥.

基幹的な基盤整備や基本的なシビルミニマムがほぼ

達成されてきた今日、多少泊象的な表現であるが、「頑

張っている地鼠や住民を行政とレて支援する。」という

しくみづくりが求められていると考えられる。そのI里

白としては、ます、初期役資よりむしろ維時管理が多

大な行政負担となっているという現実があり、;青帰や

ffillの手入れなど住民の自主的な管理にまかせる方が

より刻率的で、かつリスク回避のだめの無粋な柵や立

礼の類も省くことができることが一つである。このよ

うな考え方は、突き詰めれば、住民団体が行政の補助

を受けて公置などを整備・管理する「グランド・ワー

ク」につながっていく。第二に、整備にあたっては当

然、整備計画や管理協定などの住民コンセンサスの形

成を担保とする必要があるが、その過程において住民

コミュ二ティの際成が期待できるという点である。住

民コミュ二ティの重要性は、このたびの震災でち証明

されたが、「コンパクトシティ」をめざす本市にとって

は、「持続可能なコミュ二ティ」の意義はますます重要

なものとレて認識されていくだろう。「コンパクトシ

ティ」とは平たく言えば、「より身近なところでより質

の高い生活環涜を享受できるまち」と言えるが、シビ

ルミニマム的に行政主導によって実現することは不可

能である。「コミュ二ティパス」、「地I或スポーツクラ

ブ」、「まちかど広場」、など住民が発意し、コンセンサ

スづくりを得て、行政が3互援していく、言わば「市民

が支えるシステム」づくりが今後ますます重要となっ

てくると思われる。

(前中央区まちづくり推進課長 ・i見数育委員会社会教育部

停育保健課長見通 孝)
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うフラリ-J54ス
こうべまちづくりセンター図書蒙

まちづくり会館 4階 TEL361.4523 

開館時間 午前 10時~午後6時

休館日 毎水曜日・年末年始

新着図書のご案内

図書名 著 書 編 者 発行π 発行年月

1 まちづくりと防災 都市防災美化協会 1999年 5月

2 都市史図集 都市史図集編集委員会 彰国社 1999年 9月

3 f申p居留地 旧居留地連絡協議会 旧居留地連絡協議会 1999年 7月

4 いきいき「わがまち」みんなの手で まちづくり七人委員会 ぎょうぜい 1991年 7月

5 まちと水辺に豊かな自然を E
リパーフロント整備セ

山海堂 1992年 2月
ンター

6 人まち・トンボ
第 9回トンボ市民サ

1999年 3月
ミット実行委員会

7 専門情報機関要覧 兵庫県立図書館 1999年 l月

8 アメリ力の住宅開発 戸 谷 英 世 1也 学芸出版社 1999年 8月

9 
イギリスc学151成熟社会のまちづく

高男j尺実 学芸出版社 1999年 10月
り

10 
Q&Aマンション建替えの上手なす

j青文社 1994年 4月
すめ方

当センターにふさわしい図書資料をご紹介ください。担当、橋本まで

議哲:多くり
こうべまちづくり会館地階ギャラリーの予定

期 間 内 容 . T マ 主 1量 者

2月 3 日(木)~8 日(火) 兵庫の美第 11回公募写真展 兵庫労働者共済福祉基金協会

2月 10 日(木)~15 日(火) AU-KYY5展c;自給〕 烏頭尾寧朗

2月 17 日(木)~22 日(火) グループ展(油彩水彩等〕 島 篤史

2月 24 日(木)~29 日(火) ぐるーぷひらの展c;由絵〕 平野小学校開放美術教室

3月 2 日(木)~7 日(火) 第3回干申p墨自平会展(水墨画) 墨酔会劉素真

」つべまちづくり会館 1階オープンギャラリーの展部

l 2月 1 臼(火)~28 臼(月)第 1 回中央区こどもきらめき造形展!中央区まちづくり推進課

すまいまちづくり叩談口

・すまい・まちづくり人材センター

(こうべまちづくり怠館 3F ) 

電話 078.361.4377FAX 078.361.4584 

受げは、月火木金曜の午前 10時~午後 5時

圃土日祝日は

まちづくり相殺コナ 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 58苦

自治会活動などのご相談は」

・コミュ二ティ相談センター(まちづくり会館4F) 

会報等の印刷サ ビスや学習会へのインストラ

クター派遣など

受付午前 10時~午後6時(水曜・年末年始は休館)

電話 078.361.4565

干650・0022

神戸市中央区元町通4丁目 2.14

電話 078.361.4523

FAX 078.361.4546 
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