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摘しい郵'11の住まいを作る

• rまちなか住宅」とは

「まちなか住宅」という言葉はあまり聞

きなれない言葉ですが、今回はこの「まち

なか住宅」について少し紹介したいと思い

ます。

「まちなか住宅Jとは一般的に、密集し

た市街地の中で、ある程度の連担した宅地

に建てられた住宅で、当該地区のまちづく

りに沿って崇観に配慮されたものを指して

います。

神戸市では、震災後5年以上経過した現

在でも、既成市街地内で更地のまま放置さ

れている掲所が見受けられます。このよう

な再建の見込のない更地に「まちなか住

宅」を建設することにより、地I或の安全面・

衛生面の向上がはかられると考えられますロ

また、そのi也i或の人口の昭び戻しゃ良好な

民間住宅の供給を誘導することも併ぜて期

待できます。

園長楽町2丁目「まちなか住宅』事業

長田区長楽町2丁目は、野田北部地区の中にありま

す。この地区は、震災により甚大な被害を受けました

が、その後、住宅市街地整備総合支援事業や街なみ環

境整備事業などにより着実に復興が進んでいる地区で

す。

この地区内で再建の目途なく放置されている連但し

た更地を神戸市住宅供給公社が取得し、新だに「まち

なか住宅」を供給する事業が進められていますロ

供給される住宅は4戸で、全て鉄骨造3階建です。

敷地面積は約 80rrf~1 00 所、延床面積は約 140

rrfとなっています。建物の外観は周囲の街並みと調和

するよう配慮されており、統 された景観を創り出し

吋;

長楽町2丁目「まちなか住宅」

ています(写真上〕。この住宅は 10月末現在でほぼ

完成しており、来年2月に入居予定となっています。

-まちなかモデル住宅

来年4月より開催される「すまい-まちづくりフェ

アー」においてち前述の「まちなか住宅」のコンセブ

トを踏襲した「まちなかモデル住宅」を展示すること

が計画されています。これは「まちなか住宅」をモデ

ル住宅として建築中から展示を行い、 一般の方々にこ

れからの市街地住宅のあるべき姿・方向性を提案する

ことを目的としています。

現在、長田区内の2ヶ所で「まちなかモデル住宅」

の事業に着手しています。それぞれコンペ及びコーポ

ラティブにより事業を進めていくことになっています。

この2ヶ所以外にも叡ヶ所で事業化に向けて協議申の

敷地があり、条件が整い次第事業に着手する予定です。
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住民主体のまちづくりを進める!こは、住民の皆さんが、 住んでいる地域の魁力 課題等を 緒巳考えることが大切です。

舎回は青少年の立場で地鴎を蓄える事例と し て 「青少年i車i章力 J~テ J を紹介します。

「青少年環 境力ルテ」の作成

地域で守ろう育成環境

神戸市では、神戸市青少年問題協議会(以下、青少協という〕と共に、池I耳ぐるみでの青少年の健全育成

と非行防止をめざしています。その一環として、地域環債を守るため、危験箇所のチェックや有害広告物・

自販機の監視・調査などを内容とする「青少年環境力ルテ」を、青少協の各支部(市内 160支部、原則と

して小学校区単位〉で、青少年育成委員〔全市約6300人〕が中山となって作成しています。

青少年は、地1或環境から様々な影響を受けながら成

長していきます。従って、青少年をとりまく環震がや

さしさや思いやりの感じられるものであり、また安山

して生き生きと過ごせることが大切です。そのために

「子どもの回線」で地鼠の状況を見つめ直し、育成環

境を守っていくことは、大人に課せられた責務とも言

えるでしょう。

・「青少年環境力ルテ」とは

「青少年環境力ルテ」 は、子どものj似を育む環演を

を1也I或ぐるみでつくりあげるための環境評価のチェッ

クリストであり、また地1或での健全育成や環境浄化活

動を進めるうえでの重点ポイン 卜を知って、普段の活

動に生かしていくことを目的としています。

争調査項目とし

ては、

(1) I通学路・

公園等の安

全度」

(2) I非行が行

われるおそ

講義
戸 エ

れのある湯所」 青少年環境力ルテ

(3) r青少年が夜間に出入りしている庖」

(4) I有害な広告物・自動販売機のある湯所」

などを調べます。また、

(5) r地域が子どもたちにとってωのやすらぐ揚にな

っているか」

を考えるため、地I或のなかに自然とふれあえる鑓所

や集団で遊べる場所などがあるか、などち見ていきま

す。

@調査の結果内容

平成 10年度力 ら3年続けて、夏の青少年育成市民

運動強調期間に合わせて、青少協の支部単位で全市一

斉調査をしまレた。

(1)については、交差点等での交通事故が最も多く 1[1，1

配されており、

(2);では、公園を中山に叡多くの指摘がなされ

(3)では、 コンビニエンスストアが多くありましだ。

(4)では、電話ボックスの中のテレクラビラが繁華街

を中山に発見され

ています(写真)。

(5)については地

域ごとに自然的・

物理的条件で遣い

がありますが、コ

ミュ二ティの力で 宮本交部(中央区)のみはさん

「子どちたちの居場所づくり」を考えるきっかけとな

りましたロ

・「青少年環買力ルテ」の活用

普段の育成

活動に生かす

と共に、気づ

いたことは警

察等関係機関

に報告してい

ます。作成を 西神中央支部(西区)のみなさん

契機に、地域の公園の遊具を建設事務所と地域の人々

や子どちたちが一緒になって美しく塗りかえだ例ちあ

ります(写真)。

φ 「こども 11 0番

ネットワークづくり

青少年を守る后・守る家」との

「青少年i量廃力ルテ」には

「青少年を守る庖・家を訪ね

て」というコーナーがありま

す。 こども 110醤のステツ力

「守る庖・家」の方々には、良好な地域環境づくりと

子どもが被害者となる事件の未然防止に緊急避難場所

として協力していただいています(全市約 1万軒)0I 

守る庖・家」と青少年育成委員とのネットワークを強

め、 1自I或ぐるみの青少年の健全育成活動の輸を広げて

行きたいと者えています。ご協力をよろしくお願いし

ます。

お問い合わせは

市民局生活文化部青少年諜まで

電話 078-322-5182 
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歴史を活かすということ 1 

-はじめに

市民主体のまちづくりが進むにつれ、あるいは近年

のコンパクトシティ構想においても、自然やl章i売など

1也I或固有の資源への気配りが彊われるようになってき

た。なかでも、歴史的なものに関しては、それが身近

でわかりやすいことも手伝って、「歴史を活かしたま

ちづくり」が各地域で進められている。

私は昭和58年の入庁以来8年間、教育委員会にお

いて文化財保寄に縫わり、その後ちアーパンデザイン

室に配属されるなど、歴史的資源に触れる機会の多い

仕事に控室わってきた。その中で経験してきたことを申

山に、「まちづくりに歴史を活かすということ」はど

のようなことなのかを考えてみたいロ

-北野異人館の1呆惇

北野の異人館街は、そのエキゾチックな雰囲気と神

戸の待つイメージとが重なって、いまや年間2~30

O万人が訪れる神戸観光の目玉である。

北野の異人館の歴史は、明治期、居留地で働く外国

人たちが山手に住宅を求め、段々畑があるくらいで人

家ちまばらだった北野に洋風住宅を次々に建てていっ

たのが始まりである。霞盛期には200棟を超えてい

た異人館も、第二次大戦の戦火や戦後の都市開発など

により次第に姿を消していつだ。

異人館の保容活用が本格化したのは昭和50年代に

入ってからである。風見鶏のE宮や萌黄の館(当時は白

い異人館)を神戸市が借り上げて公開レたり、伝統的

建造物群保浮地区の指定を受けて保存修理に取り組ん

だりしていった。同時に遊歩道や公園の警備、サイン

設置やシテイループの運行なども進め、建物の保存だ

けでなく街全体の観光地化を図っていった。

・歴史を見る目

これを読んでいる方の中にも異人館をご覧になった

人は多いと思うが、ペンキ塗り板張りの外壁や張り

出し窓、レンガ煙突などの特徴ある外観あるいは住宅

としての規模の大きさに驚かれることはあってち、居

間や寝室など個室の杏在、ベッド・褐子武の生活に違

和!惑を覚えることはないだろう。

しかし文明開化の時代、当時の日本人たちには随分

珍奇なちのに思えだだろう。便利で住みI~\j也のよい平

地より坂道だらけの山手高台を好む理由、部屋ごとに

名前をつけて鍵までかけようとする感覚など、理解に

きしむことが多かった。

じつはこの時に外国人たちが持ち込んだ考え方が、

その後の日本の住宅の近代化に結びつき、現代へと繋

がっているのである。つまり、ベッドや褐子のある暮

らし、プライパシーを重視した部屋づくり、 山手二高

級という感覚など、今ではまあ当たり前となっている

家づくりの考え方のルーツは明治の異人館にあると言

ってよい。

いっぽう、台所が主屋になく女中の住む付属震にあ

るという造りなど、受け入れられなかったものも多々

ある。

北野の異人館を訪れたとき、その中の伺が現代にと

けこみ、伺がとけこまなかったのかを者えながら見て

歩くのも興味深いちのである。

.伺を残すのか

こうして異人館の歴史をたどっていくと、現在公開

されて裁々の自に触れるいわゆる「公開異人館」は、

どれくらい歴史の証人として音のことを語ってくれて

いるのかが気になってくる。

00館、ムム館と名付けられた公開異人館は、しか

し残念ながら、本当の歴史とはあまり関わりのないも

のになっているようである。中には、明治の外国人た

ちがまるで王侯寅族の生活をしていたかのように、 t皇

びやかな家具と衣装で飾り立てているものちある。

異人館に限らず、観光に歴史的建物を活かそうとす

ると、どうしても rl¥デに目を引くしかけ」を競うの

は避けられないようだ。なぜなら、本当のちのは実は

地味であまり面白くないことが多いからである。北野

の湯合でも、明治や大正の生活をそのまま見せてち観

光客は「なんだ」と思ってしまうかちしれない。

ただし、歴史とはまったく無関係に伺でもやればよ

いかというと、それはそれで飽きられるのも早い。「伺

を残して、今にどう活かすのか」なかなか難しい誌だ

が、歴史を活かすときにいつも考えなければいけない

課題である。

浜田有司(住宅局住環涜整備課係長〕
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??衣叱信 リ一竺ース
新着図書のご紹介

名称 著者名 発行元 発行年月

ちきゅつのペンギン なかざわ そっ さいたまマイ 00年5月

た ブックサーピ

ス
ぼくたちのまちづく 信川 裕一(文〉 岩波書庖 99年9月

り①ぼくたちのまち 山 邦彦〔給〕

世界のまち

図説 歴史で読み解 j司合敦 東尽書籍 00年1月

く日本地理 (株〕

前例への挑戦 清 水 聖 義 (株〉学陽書 00年1月

房

魅力のまちづくり 福留強 (財)全日本社 99年5月

会教育連合会

現代日本の都市計画 北原鉄也 (株)成文堂 99年5月

社会実験 市民協(動 山崎一真 東洋経済新報 99年9月

のまちづくり手法 ネ土

まちづくりと科学 {主脈 ;話(編〕 鹿島出版会 99年9月

先住民と都市 青柳 j青孝 (株〉青木 99年8月

松山利夫 書后

」れが小さな街づく 吉野 1申 住宅新報社 99年9月

り

日本の都市問題を考 中島克己 ミネルヴ?書 00年3月

える 大田 修j台 房

公共政策と住民参加 宮本窓ー 公人の友社 99年7月

最寄駅
当センタ 巴ふさわしい図

こうべまちづくりセンタ 図書室

神戸高速花隈・西元町

JR・阪神元町

市営地下鉄海岸線 みおと元町

(平成 13年 7月開業予定)

密資料をご紹介ください。

担当、橋本まで

まちづくり会館 4階・IEL361-4523 

開館時間 午前 10時~午後6時

休館日 水曜日・年末年始

謀容二事ぐ研調書iJ惑の説家組53金
こうべまちづくり会館地階ギャラリーの予定

期 間 内 容・ァ マ

11 月 2 日(木)~21 日(火) 小磯記念美術館協力

(水曜日は休館です〉 リ、 E幾良平展

11 月 23 日(木)~28 日 (火) 燦の会洋画展(j由彩〉

L!!月旦里旦I不)~12 月 5 臼(火) いろいろ展 (写真・絵画等)

」つべまちづくり会館 1階オープンギャラリーの展示

11 月 7 日(火)~30 日(木) 景観ポイント賀入選作品パネル展

11月 128(白)午後2時 4時 |ペチユ二アサロンコンサート

主 催 者

こっべまちづくりセンタ
秋の企画展

出 口 文 雄

綴江 久美子

都市計画局?ーパンデザイン寒
元町 4T目商后街 ・7ユク音楽院

こうべまちづくりセンター

「あ ばんとーく」では、これからも皆穣に親しまれる二ユ スを提供しだいと考えております。

読者の皆様からのご窓見、まちづくりlこ関する耳寄りな情報、まちの話題等の没摘をお待ちしていま寸。
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