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題臨玄健機る麗容をま冨講して

* i由践と行政が一緒になって|これからのまちづくり|

聞き手 今日は、 21世紀における神戸のまちづく
『----------

局長また、ま

ちをつくるとい

うのは、ややも

すれば伺かをつ

りについてお伺いしたいと思います。局長が子供時代

を過ごされた神戸、あるいは震災を乗り越えてきた神

戸、神戸にはいろいろな良い所があると思いますが、

どのような点を残して、どのようにより良くしていき くるという方向

に走りがちです

が、そうではな

たいとお考えですか。

女自然を大切にするまちづくりを

くて、そこに住局長 新たに 21世紀を迎えてという気持ちはあり

んでいる市民が「本当に住んで良かった」あるいは他どこかに線をヨ|21世紀とか20世紀とか、ますが、

所から来た人が「神戸ヘ行って良かったな」と思っていて、今までのまちづくりを変えていくというつもり

これからもらえるものでないといけないと思います。人がはありません。「まち」そのものは、未来永劫、

のまちづくりという視点から言えば、それぞれの地減どこかで切そこに住み、そこで生活をしていく訳で、

ごとの歴史とか文化、風土、習慣みたいなものを上手れるものではありません。神戸には、六甲山、神戸港、

にまちづくりに取り入れていくということが大事では

ないでしょうかロ

今までは伺かを物理的につくることがまちづくりの

基盤になっていました。もちろん足りない基盤はつく

っていかなければなりませんが、それ以上に地I或の特

性を1也械の人と一緒に考えながら進め，その結果地1或

ごとに愛化もあり、特色もあって、それが神戸市全体

として良いまちになり、「住んでよかっだ」、「訪れて

よかっだ」というまちになればと思っています。

聞き手 震災で名前が売れてしまった神戸ですが、

外向きにはどのような特色をアピールしていこうと思

周辺には田園地i或もあります。それらは神戸市民の財

産です。大都市の中でそれだけのものがそろっている

ところは他にはなく、私はそういう財産を大切にして

いくまちづくりを進めていきたいと害えています。

六甲山にしてち元々自然にあるのではなく、市民の

手で少レずつ値林をレ、緑を守ってきた訳です。 j答ち、

海岸であったところに人が住み、生活していくために

われますか。

漁師のまちから港へと変えていった訳です。西北神の

田園地域ち元々、田畑がある訳ではなく、米や野菜を

作る生活の揚として作りあげてきました。このように、

人が作り上げてきたものが、神戸の自然、特徴とレて

残ってきだということです。よく「神戸の自然を活か

したまちづくり」ということが言われますが、活かす 局長 外から男れば、神戸は震災で大変だったとい

う印象があるでしょうが、そうではなく、そういうこ

とがあったけれども、夢をちってやっているんだと。

というのはあつかましい言い方です。そうではなくて、

自然を大切にするまちづくりというのが私の基本の考

えです。 5年間でここまで何とかさた訳で
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復興という点では、

すが、 ここからさらに、ダメージを受けたけれども、
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元気がある魅力的なまちだと思ってもらえるように頑

張りたいと思います。

ただ私達がああだ、こうだと言ったところでただの

夢でしかありません。市民と我々まちづくりを支援す

る者が一緒になって、「神戸ってこういうまちです

よJrこういうイメージでまちをつくっていくんです

よ」と7フピールするような仕組み、やり方をつく って

いくことが、一醤大切だと思います。

その仕組みづくりのスタートとして、昨年8月、「今

後の神戸の都市づくり」という形で市民の皆さんに提

案させていただきました。「皆さん一緒に考えていき

まレょう」と全市的に問いかけたのは初めての試みで

す。それに苅してこれから地鼠ごとにどういう形で向

かっていくのかを、話し合いながら市民の皆さんの力

で進めていただきたいと思います。

今までは市から案を出し、それに対して反対意見を

いただく、という形になりがちでした。それを逆に、

市民の方から案を出レていただくということですので、

我々はいろいろな情報を市民の皆さんに提供し、それ

を基に地域の人も「こういうことがしたしりという議

論をする。そういう揚をつくり、できそうなものは事

業化するというやり方を今回は提案しています。

これからまさに 21世紀に入って、本当の意味で地

域の人と一緒にまちづくりをしていく初年度になれば

いいなと思っています。議論して対決するのではなく

て一緒にやっていくというやり方です。もちろん、や
nんかんがくがく

っていく途中で侃侃誇誇いろいろあるかもしれません

が、一緒にものを考える揚をどんどん作っていきたい

ですね。

聞き手 市民の方々の

中にもいろいろな専門家

がいらっしゃるので、良

い案が出るかもレれない

ですね。

局長 いろいろな立湯の方がおられ、お勤めされて

いる所ち篠々で、だからこそいろいろな意見を出し合

えればいいですね。これまでは、お父さん方は会社の

仕事に一生懸命で、「まち」のことは奥さんが説明会

に出ていくというケースもありましたが、 i由I或のこと

はやはり一緒に議論してちらいだいし、そういうi暑を

作ることが大事だと思いますね。

悶き手 市民と対決するのではなく 緒にやってい

く、 I也i或特性を生かしてまちをつくっていくというこ

とですね。

肯安I~\ して住めるまちに

聞き手 それ以外に、今後の神戸のまちづくりのキー

ワード、重要な点とはどのようなことでしょう。

局長 お母さんはその地践で日常的な生活をしてい

るけれども、お父さんは他の地域の工湯で働いている

という方ちいらっしゃいます。お包さん方は、「山を

削ったりしないで、緑がいっぱいのきれいなまちを」

と思っておられでも、働く揚所ちまちには必要です。

まちは生活の揚でもあり、仕事の揚でもあります。短

い言葉で言い表すのは難しいけれども、根幹は市民の

皆さんが安I~\ して住めるということ、これが 番です

ね。

安I~\というのはいろいろな意味を含んでいます。災

害に対する安I~\、外国では外が歩きにくい所がありま

すが、そういう治安への安I~\。お年寄りになっても車

時子ですっと出ていける、ほっとする安山。安J山の中

には楽しみもありますね。のんびりできる緑いっぱい

の揚所もあれば、活力ある都会的な場所もある、いろ

いろなものがうまく揃っているというのが、いいまち

だと思うんです。

自分のまちには緑がいっぱいあって、工場は他所の

まちにあった方がいいという訳にはいきません。お互

いバランスをとってやっていかないと良いまちにはな

っていきません。

住宅をつくろうとして、山を削ったり海をi里めたり

するといろいろ批判される。しかし、さっきち申し上

げだように、そういう形で今までのまちができてきた

訳です。首のまちそのままでよかったかというとそう

ではない。まちが続く限りまちの完成ということはな

く、また次の時代に繋がっていく。だから時には、事

業の中で家を移っていただくことちあります。市は事

業が好きゃなと言われるけれども、それはやはりその

崎代に必要なことであったはすです。家だって少しす

つ改築する訳ですから、まちも大手術まではいかなく

てち、修復しながらその日幸代にー醤いい形を徐々につ

くっていく。長い間かけてち、まちづくりの議論を皆

さんとやっていけるようになればいいなと考えていま

す。

|まちづくり協議会の今後|

聞き手 神戸市にまちづくり条例ができて、来年で

20周年を迎える訳ですが、その長い歴史の中でまち

づくり協議会が育まれてきました。しかし、事業の終

了などに伴って、今後まちづくり協議会がどうなって

あーぽんと く 13年 1月号



いくかという問題があると思いますが。

局長 音は、市が案を出した時に、地域の人は反対

するしかありませんでした。そういう時代から、反対

だけしても意味がない、自分達ち伺か提案してやって

いこうというのがまちづくり協議会のスタートだった

訳です。

市の案に対する対策協議会をもっと前向きに考えた

ものがまちづくり協議会で、それが、この震災でどっ

とI宮えまレた。というのは伺とか早く元通りにしたい、

その方法を早く決めるという意昧で、まちづくり協議

会が大蛮努力されだということです。前向きに対処す

るための方法としてまちづくり協議会で、議論をして

自分達の案を出していくという協議会のあり方の一つ

の流れが、震災経験によってできたのかなと思います。

しかし、健案ができてしまえば、あとは事業の中で

の、個々の権利者などとの議論が中山になりますので、

まちづくり協議会の活動そのものは少なくなってきま

すロせっかくできた協議会ですから、提案レて終わり

じゃなく、実現し、できたちのをうまく使っていくと

いう事が大事じゃないかと患います。まちづくり協議

会が、自治会活動や婦人会活動などと調整レ合って、

今までやってきだエネルギーを次のまちづくりに繁げ

ていってほしい。そして、いろんな年齢層の方がまち

づくりに参画をして継続する。こういうことが神戸の

全部の地鼠でできればすごいことだと思いますね。た

とえばある地区では、市民の提案に基づき、公園等い

ろいろな施設ができ、今ちまちづくり協議会の活動を

継続レていますレ、今後ち続いて行くんじゃないかと

患います。そういうふうに続いていく活動にはできる

だけ助成をさせて頂きたいですね。

盟理聡 泊 三

七』七回
|まちづくりセンターに望むこと |

聞き手 まちづくりセンターに期待される事は伺で

しょうか。

局長 これは市の組織でちないし、コンサルタント

でちないレ、まあ言えば、市民の皆さんが活動するた

めの情報が得られて、議論ができて、そこへ行けばま

ちづくりについての知識も得られる所だと思いますロ

直接、市には聞きにくいことでもセンターなら聞き

やすいし、専門家の話ち聞ける。そういうことで、地

元の皆さんにとって良いセンターに、逆にいえば、地

元の皆さんに育てていただくようなセンターになって

ほしいと思います。

皆が行きやすい、相談しやすい揚所であってほしい

ですね。まちづくりというと皆さんはちょっ と堅くな

られるんですね。だから、出て行かなくてもインター

ネットでセンターの情報が得られるとか、皆さんから

来いと言われれば、センターの方から出ていくような

活動の仕方もあればいいなと期待しています。

|好きなまち、理想の歪到

聞き手 個人的な視点で、理想的なまちとは、どの

よなまちとお考えですか。

局長 ある視点では、このまちは魅力的で、ある視

点ではここだとか、それぞれの良い点はあっても、や

はりそこに住んでみないと。外から見ているだけでは

わかりにくいですが、住んでいる人の中から、自分達

のまちは理想的だという声がどれくらいの率で上がる

かということでしょうね。

時代とともにだんだん利便性が要求されて、それが

また別の要素を要求する。すべてが整つだ完壁な人聞

が居ないのと同じように、完警なまちというのはなか

なかありません。理想のまちを目指しながら絶えず努

力していくことが大切だと思います。

開き手 他都市と比べて、神戸の良いところは伺で

しょうか。

局長 どこのまちも今元気がない中で、神戸は辛い

けれども復興という一つの目標があって進んでいるの

で、元気があると言われるのでしょうね。予算にして

もすごく多いですからね。まちはお金をかければ良く

なるわけではないけれども、お金をかけないと、なか

なかそう簡単には良くなりにくい。そのかけ方をみな

さんと議論して、まちづくりをいっしょにやって良か

ったと喜んでもらえるようにしないといけないと思い

ます。

聞き手 では最後に、市民の皆さん、そしてアーパ

ントークの読者の皆さんにメッセージを。

局長 まちづくりに対しては、どのような小さいこ

とでもどんどん提案をしていただきたい。それが始ま

りです。人の提案に対して意見を述べることも大事で

すが、「こんなことがしたい」、「こうなってほしい」

という声を積極的に出してほしいですね。

聞き手 ありがとうございまレた。

あ一ばんと く 13年 1月号



歴史を活かすということ 3 

-ひょんなことから

昭和62、3年頃だったと思う。土木局(現建設局〕

の道路担当の人と雑談していてこんな話が出た。

「土木局としても道路の美装化を幅広くやっていき

たいのだが、特定の道路だけを他と区別してグレード

アップする理由がなかなか見あたらない。どんな舗装

にするかなどデザインの取っかかりち難しい。」

「景観形成地域の道路やコミュニティ道路などもあ

るのではないですか ?J

「それはそうだが、いきおい中央区に偏りがちにな

る。ちう少し各区にち手を広げたいのだが・・。」

「歴史とからめれば他へも広がると思いますが。」

酒蔵の道や旧居留地地区での明治時代のレンガ舗装

を活かした歩道整備などの先例ち既にあったので、歴

史的なちのを現在の都市整備にうまく活かす方策をあ

らためて考えてみようと思った。

・歴史の道の調査

歴史を扱うとき、どうしても「ます調査」と考えて

しまう。参考のため文化庁の「歴史の道調査事業」を

調べてみた。これは例えば「奥の細道」や「中山遵」

などの歴史的な道を踏査して、当時のルートを確定し

たり、沿道の歴史的資源を調べたりする学術的調査で

あった。ちなみに神戸に関わるものでは、平成3年に

兵庫県教委が行った「西国街道」の調査報告がある。

しかし、これらの多くは調査だけで終わり、その後

実際の整備に結びついた形跡がない。せっかくの成果

を生かすには、歴史的にはこうでしたというだけでな

く、地域整備に結びつくような提案も併せて行う必要

がある。そう考えて、歴史的な資源の多い兵庫区にし

ぼり、当時課題となっていたインナーシティ問題にか

らめて、地域の魅力資源を結15i回遊ルートを整備し、

来街者を指やして地域の活性化をはかる「歴史の道」

ネットワーク構想に向けた調査として提案した。

文化財課の提案としては違和感を覚えられ疋が、さ

いわい調査は認められ、兵庫南部を主に、神社(ム聞な

どの分布を調べるとともに、「歴史の道」としては、

西国街道などの歴史的な道すじだけににこだわらす、

歴史的なもの以外の資源や施設等ち結びつけるような

道路計画をイメージした調査を行った。また、和風の

モチーフによる道路のデザインちあわせて提案レた。

この構想はインナーシティ活性化のリーディングプ

ロジェクトに採択され、その後、土木局や都市計画局

によって実際に整備された。「兵庫津の道」である。

-旧居留地レンガ雨水管を見せる

歴史を活かす道の整備のすこし毛色の変わつだ話と

して、旧居留地に残るレンガ雨水管を道行く人に見て

ちらおうという仕掛けを考えたことがあった。

平成3年、 2年後のアーパンリゾートフェアに向け

て、ふだん人の目に触れにくい下水道事業を伺らかの

形で紹介したいという話が下水道局からあった。旧居

留地に残り、今ち1吏われているレンガ雨水管を男せる

仕掛けができないものか、という依頼である。

聞いてみると、明治時代に埋設されたレンガ管のう

ち、今ち使われているのは大丸東側の明石町筋と市立

博物館西側の浪吃町筋ということであった。大丸側は

レンガ管が歩道の中央部を走っており、そこに穴を開

けると通行の妨げになるのであきらめ、博物館側を対

象にした。好都合にもその揚所は居留地時代唯一の遺

構である 15番官官の前であり、レンガ管の位置も歩道

の端に寄っていた。

レンガ管には、大口径の円形管(本管〕とタマゴを

逆さまにしだ形の卵形管(支管〉の2種類があり、今

ち1吏われているのは円形管の方、卵形管はちう使われ

ておらず 部が市立博物館に展示されている。何とか

両方とも男せようと、歩道を掘削し、 円形管の上部を

切り欠いて水の流れも見えるようにするとともに、地

上に卵形管を設置するという形を者えた。

下水道局には受け入れてもらえたが、 15番館の所

有者にはびっくりされた。「レストラン (15番館は

当時中華料理屈だった〕の入口で、下水管を開けると

は伺事か。」というわけである。下水管といっても雨

水管であること、水量調整ちされ、あふれるようなこ

とはないこと、などを説明して了解いただいた。

この仕掛け(施設とも記念碑ともつかないが〕は、

震災で崩れた 15番館の下敷きになってしまったが、

復元され、明治のレンガ管を流れる水が今ち見える。

浜田有司(住宅局住環境整備課係長)
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麗4期之うべ市臣官金まちづくり大学二コース

まちづくり講座 まちあるさと「コミュ二ティ安全マップ」作成

9月から始まった第4期の「こうべ市民安全まちづくり大学」ち、早や4回プラスまちあるさを終えました。

今回は2回の講義にまちあるさを含めた「コミュ二ティ安全マップ」作成状況をレポートします。

111/21 (火〉 講義・第3回「コミュニティ安全マップをつくろう①JI 
この固を含めて 3回、大阪大学大学院助教慢のi屡美公秀先生をお迎

えします。渥美先生は主にボランティアに関するグループダイナミッ

クスご研究の傍ら、 NVNAD(日本災害救援ボランティアネットワー

ク〕等のNPO活動ちされておられます。先生は今回のマップづくり

の意義を rrrその地主主の方にどんなアドパイスが出来るか?~を考えつ

つ、いろんな視点からまちを見つめよう」とされ、その気さくなお人

柄による講義は、受講生にち大好評でした。その後、スタッフち含め

全体を6つにE況を編成し、次固まちあるさのための活発なグループワ

ークがなされました。各班それぞれの持i教を出すべく熱I~\な議論の後、

班ごとに発表していただきました。

11 1/26 (日〉 特別講座・まちあるき 前日まで天気予報は『くもりのち午後から雨』でしたが、当日

lま気搾ちの良い枚目青れで風も無く、絶好のまちあるき日和となり

ました。

中央区の橘(だちばな)地区(※神大{寸属病院~大倉山公園~

宇治川~JR線で固まれた地区〉を東西2つに分け、 61!庄がそれ

ぞれ担当地区をまちあるきしました。

渥美先生、受講生43名、運営スタッフ、さらに「橋地区ふれ

あいのまちづくり協議会Jから 14名ちご参加いただきました。

各班2~3名ずつ地域の方が加わって、細い路地までご案内して

いただいたり、 震災当時の状況など貴重な情報もお教えいだだき

ました。(事務局よりこの紙面を借りまレて御礼申し上げます。本

当に有難うございまレた。〉

受講生ち、 IVI毎に予め決めた視点でじっくりまちを見てまわり、

解敵後ちIvI毎にさらに話しこんでおられました。

|12/19 (火〕 講義・第4回「コミュニティ安全マップをつくろう②JI 
いよいよ実際にマップの形にまとめまし

た。(前回欠席者ち自分でまちあるきしてき

たので、この日はそれぞれ班に入って 絡

にマップづくりに参加出来ましだ。)震後に

みんなの前で発表するとあって、取り組み

は真剣そのもの。話し合いながら、写真を

整理レたり、シートに書きこんだり 。お

かげで時聞が足りなくなるほど白熱した、

楽しい発表になりました。

各班発表の後、 i屋美先生より各班の発表

についてのご講評をいただきましだ。

※次回はこのマップづくりを受けて、コミュニティ安全計画等に

ついて学びます。(講師 綜菩男・京都大学防災研究所教侵〕

あ ば ん とー< 1 3年 1月号



こうべまちづくりセンター図書室
ま

ま ち まちづくり会館 4階・TEL361-4523 

ち つ 開館時間午前 10時~午後 6持

''1 採り 休館日 水曜日・年末年始

柳 検川
コ 19p 

ナ 観 新着図書のご紹介

光 名称 著者名 発行π 発行年月
を ~ 建設省 第一法規 1999年6月t!t 、 平成 10年度版 日本の都市
lナ

ま

し ま 建設白書 2000 建設省 (株〕ぎょうせい 2000年8月
た

ち4主 通り雨 稲田 善紀 新風社 2000年6月
杭 1)' 
を わ

身近な土木の歴史 為国孝敏 側東 洋書 庖 1999年3月お れ
待
ち インターネットで政策づくり 松下啓一 (紛学芸出版社 2000年6月
し
て
、、 亀 市民のためのまちづくりガイド 山口邦雄 1也 (側学芸出版社 2000年5月
正
す 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。

まおて多〈り会調からのお知らせ
こうべまちづくり会館地階ギャラリーの予定

期 閤 内 容 'T マ
1 月 5 日(木)~9 日(火) 921台湾大地震記録パネル展

1 月 11 日(木)~16 日(火) 神戸大学写真部昔日展

1 月 18 日(木)~23 日(火)
KOBE2001ひと・まち みらいパ平ル展
照明デザインコンベ入臼作品展

1 月 25 日(木)~30 日(火) 丹下幸男水彩会

2月 1 巴(木)~6 日(火) 第 12回公募写真展

こうべまちづくり会館 T階オープンギャラリ ーの展示

1 月 5 日(金)~30 日(火)
l あれから 6年、空から見定私芝ちのまち

~復興写真展

図書販売のお知らせ

1 コンパクトシティー持続可能な都市形態を求めて

協働のまちづくり・すまいづくり

震災復興土地区画整理における共同建替の記録

すまい まちづくりのご相談己

-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{すは、月火木金曜の午前 10日幸~午後 5時

自治会活動などのご相談はコ

￥3、000

￥1、500

お詫びと訂正

主 1崖 者

林雲斌

神戸大学写真部

21位紀震災復興記念事業事務局

丹下 幸男

(財)兵庫労働者福祉基金協会

神戸市都市計画局

圃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

受惜午前 10時~午後 6時(水曜・年末年始は休館)

電話 078-361・4565

12月号 4面、こうべまちづくり会館来館者 50万

人達成の記事の中で、愛知県豊橋市を静岡県豊橋市

と間違っていました。

訂正するととも巳お詫びいだします。

あ一ばんとーく 13年1月号


