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す豪いもまちづ〈りフェアNEWS 
| まちなかモデルハウス完成 l 

今年初めから市内各所で取り組んできた「まちなかモデルハウス」の第 1

号がいよいよ 8月に完成します。完成するのは、長田区腕塚町 10丁目 (J

R鷹取駅徒歩 10分)Iこ建設中のモデル/¥ウスで、今年の 2月に設計・事業

コンペにより選ばれた 5戸の住宅の内 1戸ですロ設計は遊空間工房、施工は

三洋建設の最優案作昂受賞チームです。この住宅の特徴は景観に配慮された

デザインは当然ですが、自然素材(木造、左宮仕上げ、古紙を利用した断熱

材など〕を徹底的に使用している「やわらかな住まい」であることです。

オープニングは、 8月 11日午前 10時で、当日の午後 3時からは設計者・

施工者・大工さん等と室長人でシンポジュウムを行います。是非お立ち寄り下

さい。それ以降は 9月末まで毎士、日の午前 10時から午後5時まで 般公

開しています。

また、すまい・まちづくり実行委員会事務局では「まちなかモデルハウス」

の最後のコンペち行います。今回の対象敷地の揚所は、長田区梅ケ香町 1丁

目(奇効敷地面積 170ni)で 8月初旬よりコンペの登録を受け付けますロ

沢山の方のご参加をお待ちしています。

なるほど住宅 l 

現在のやわらか怠すまいの憾予

腕塚 10丁目近隣図

すまい・まちづくりフェアの一環で建設が進む「まちなみモデルタウン」

の一角に、震災の教訓をもとに「家」の基本的な繕造が気軽に男て学べる『な

るほど住宅』が完成しました。『なるほど住宅』では壁代わりに透明のアクリ

ルパネルをはめ込み、壁裏の往がどのようになっているかや畳と床板を、剥

がして、床下の構造を眺めたリと普段男ることの出来ない部分を覗き晃て触

怠るほど住宅外観

床下

れて学べる実寸大のサンプル住宅です。

公開時間午前 10時~午後 6時

毎週水曜日休み
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8月 8 日~14巴の問、 l まちとくらしのミュ ージアムで開催します

お問合せは、すまい・まちづくリフェア実行委員会事務局(078-333-3396)まで
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-3日間で延べ 185人が参加一

7月7 ・14・21日の3日間、こうべまちづくり会館において、自治会活動に篤わる方々を対象とした研

修会を、神戸市自治会連絡協議会と神戸市及びまちづくりセンターとの共催で開催しました。今年度は自治会

役員の方々だけでなく、神戸市が実施している「こうべ市民安全まちづくり大学」の卒業生の方々にち参加し

ていただき、内容ち大変濃いものとなりました。

1日目(自律と連平替の意識啓発〉

初日は立木茂雄・同志社大学教授より、「自律した

コミュニティづくり」というテーマで講演がありました。

(主な内容〉

震災前後の市民意識を対比しながら、新しく協i動と

いう考え方(積極的に行政に関わる〉が生まれだ。そ

れを考えるにあたって

①市民が公共性を紡ぎだす

②「市民」とは「個」と「和」の共存である

③「和」・「個」共存のこころざしは復興をすすめる

「市民力」になる

とし、また「市民力」を高めるものとして、

①都市のコモンズ(皆で所有するもの〕

②濃密な近隣関係

③1白I或を支えるしくみづくり

が重要である。

そして rj也践を支えるしくみづくり」の具体例とし

てワークショップ手法(皆で集まって問題について語

り合い、解決策を男出す=知恵の工房〕を紹介し、実

際に参加者の皆様にち体験してもらいました。

フークショップの様予

ワークショップでは、 6I~Iに分かれ、各I~Iごとに参

加者が地元の自治会等で「会議をして一番困ること」、

そして「そのときどうしていますかっ」といったテー

マで、おのおの用意されだフリップに自分の意見を書

きこみ、出し合った意見について話し合いながら、た

くさん出た意見を3つに整理して発表しましたロ

最後に立木教授より、これを活用して会議をすすめ

る方法として「口パート議事規則(ロパーツ・ルール)J

の紹介と解説がありました。

コンビューターを使って講義する立木教授

2日目(地鼠コミュ二ティの実務的な研修)

ます、神戸市の市民活動支鑓課から総会開催の留意

点(議事手続きの基本 10原則〕について説明を行い

ましたロ

また、コミュニティインストラクターの松本清氏か

らは、「親しみやすい広報紙づくりJ(できる範囲でま

ずっくり、発行するなど〕

そして、コミュニティインストラクター)11口博清氏

からは、「やさしい会計実務J(領収書、出金伝票等の

管理等〕について、それぞれ分かりやすく説明してい

ただきまレたロ

3日目(ロパーツ・ルールの実践〉

最終日には、これまで紹介したロパーツ・ルールを

実際に活用する例として、議事手続きの原則に沿い、

具体的な 10揚面を設定した車uを行い、それぞれに対

して初日にご講義いただいた立木教短から揚面解説を

わかりやすく行っていだだきました。

〈主なポイント〕

・組織の権利は各構成員の権利にまさる

-すべてぬ構成員は平等でありそι滞刻ち平等である

・過半数で決める(多室長決の原則〕

.3分の2表決ルール

・1度に 1つの議題、 1度に 1人の発言者

.議論が尽くされるまで討議の継続は保証される

. 1度採択された議題は、同じ会議で再度採り上げ

ない

資料請求・お問合せは

神戸市市民局市民活動支援課 TEL: 078-322-5170 

こうべまちセン・あばんと く 13~8 月号



アメリ力(サンフランシスコ〉におけるまちづくりと地域主権 (その2)

-はじめに

第2回目の今回は、サンフランシスコ(以下SFと

いう)市の大きな経済的起爆剤となる再開発事業で、

ウォーターフロントと近隣地域の経済的可能性の活用

事例を紹介レながら、地域主権を考えてみだい。

・ミッションペイ再開発

SF湾に面したダウンタウンに隣接するミッション

ベイ地区において、総面積303エー力一(約 127

ha)に住宅 6.000戸、カリフォル二ア大学 SF校、

バイオテクノロジ一等の業務・商業施設、ホテル等の

整備が予定されている再開発事業計画(事業費約20

億ドル)がある。

1981 年にデベロッパーであるカテラス社は、怪

密度の郊外型住宅と商業施設の構成案を提案しだが

SF市に却下されだ。 83年にも、ペニスのような運

淘を造ってその周りに 42踏の超高層オフィスを建設

する計画を企画し、アーバンデザイン貨を受賞するが、

周辺住民は SF湾の眺望を遮るなどから、猛反発した。

デベロッパーは、またち計画を取り下げたロ

当時のダイアン SF市長は、 84年 10月に「超高

層建築は好ましくない。アフオーダブル住宅(怪所得

者向け住宅〕を含める必要がある。」とデベロッパー

に書簡を送り、これが新たな開発計画の策定の出発点

となった。

四国且由 工山
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ミッシ ヨンベイ地区再開発計画(中央上部がSF球場)

アメリ力は、日本に比べて地価が安く、地価決定の

方式が収益還元方式で算出されるだめ、事情が若干相

遣するちののこの開発計画については、次のような特

長がある。

①デペロッパーが、計画策定費用として、 200万

ドルを提供した。 ②基本案を策定する際に、シャレッ

トと呼ばれる会合に、コミュ二ティ活動家、デペロッ

Ji一、市関係者、コンサルタントを集め、延べ 100

回の会合を重ね決定した。 ③詳細部分については、そ

の後ち設計日質や市民願望を反映させるだめ、 CAC

(市民諮問委員会〕を設立し、合計 20に及ISi重要な

愛更を行っている。④98年からは、近隣住民 1000

人を対象に、ミッションペイの設計に参加を呼びかけ、

修正を行ったりしている。 ⑤怪所得者に対するアフオ

ーダブル住宅や雇用創出に対する配慮もなされているロ

この他デベロッパーは、開発者負担として、所有地約

7haを上記の住宅用地として市ヘ無償提供し、アフ

オーダブル住宅を建設するNPOに対して、開発資金

として 100万ドル融資している。また、 SF市の雇

用創出機会のためのファーストソース・プログラムに

300万ドルを提供したこと等があげられる。

・住民の受益と負担

市及び郡は、ミッションペイの開発に税金は使わな

いロ開発によりこれらの近隣地域はより大きな不動産

税をもたらすからである。開発蓄の負担のほか、 NP

Oが事業者となって住宅整備を行うこともある。不動

産税の追加税は、当地区の7フフオーダブル住宅供給・

近隣地域の改善(街路・下水整備〕や SF市の全市的

事業に使われる。また、ミッションペイ地区の不動産

所有者は、特別税1也区契約を通じて、すべてのオープ

ンスペース〔公園・道路等〕の維持管理費用を負担し

なければならない。

この計画では、 SF市民が主体となって策定し、ま

ちの管理ち地I或が負担することになっているが、この

独立採算性ともいうべき方式は、地威主権に値する。

地域の税収でその地協の発展を図り、開発による改善

の結果、賑わい喜ぶのは近隣住民の負担の考え方によ

るものである。

地方財源充実が叫ばれる中、国税を地方税に移譲す

ることち、ちちろん必要であるが、アメリ力の地域主

権による独自の取り組みは、日本の仕組みに対して発

怨の転換を求めているようである。

ミッションベイの北隣に SFジャイアンツ球場があ

る(下図写真〕。スーパースターのB・ボンズが、マ

クガイ?を上回るスピードでホームランを灯ちまくっ

ている。ミッションベイの眺望を遮らないよう、ライ

トスタンドは、観客席がほとんどなく、ボンズは、 SF

湾にボールを入れまくり、ファンは、ボートで競争し

拾っている。同選手は、先のCACにち参加した。

藤重敏郎 (神戸新交通働総務課総務係長)

こうべ まちセン・あばんと く， 3年 B月号
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名 称 著者名 !発行π 発行年月

現代社会学選書 若林幹夫 岩波書庖 2000年
都市の比較社会学 6月

中 I~\街元気マーユア 村上陸(編集) 高 庖建 築 2000年
jレ 宇土 5月

家族を「する」家 藤原智美 ブ レジ デ 2000年

ント社 7月

住む 片 方 信 也 つむぎ出 2000年

~& 2月

西洋館 中 柑 哲 夫 j炎交社 2000年

4月

海外の中山市街地活 日本政策役資銀行 日 本 貿 易 2000年

性化 CDB J)編 振興会 7月

最新都市計画第3版 石井一郎他 森北出版 2000年

2月

まちワーク アイリ ーン・アダ 風土社 2000年

ムス他 3月

神戸雑学 金j台勉 神戸 新聞 2000年

先崎仁 総合 出版 9月

センター

現代のまちづくり 池上 惇・小暮宣 丸善 2000年

雄・大手口 滋(編) 9月

代官山再開発物語 赤地学 大手社 2000年

8月

新・兵庫を飛ぶ (監修)田中真吾 神戸 新聞 1999年

総合 出版 1 1月

センター

当センターにふさ
こうべまちづくりセンター図書室

まちづくり会館 4階.TEL 361 -4523 
わしい図書、資料

開館時間 午前 10時~午後6時
を御紹介ください

休館日 水曜B ・年末年始

まちづく明会舘かおのお却も世
こうべまちづくり会館地階ギャラリーの予定

期間 | 内容・テーマ

8月 23 日(木)~28 日(火) ‘ 01 神戸芸術学林給画展(油彩等〉

8月 30日(月)~9月 4 日ぴ!) I油絵教室グループ展

9月 6 日(木)~1 1日(火)麓初会洋画作昂展(油彩〕

こうべまちづくり会館 1階オーブンギャラリーの展示

~新生・神戸をめざして~
震災からの復興状況

8月 2 日(木)~31 臼(金)

図書叛売のお知らせ

協働のまちづくり・すまいづくり

ー震災復興土地区画整理における共同建替の記録
￥1，500 

主 催 者

神戸芸術学林

村瀬達

麓和会

企画調整局総合計画課

別途送料を申し受けます。

申し込みは、当センターまで

こうべまちセン ・あばんと く 13年 8月号


