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~参画と協働のまちづ〈りをめざして~

とうペまちづぐの塑検、創設
安全'安I~\で、市民が主役のまちづくりをすすめるだめ、よりわかりやすく、総合的に"参画と協働のま

ちづくり"について学び、考える揚として平成 14年 4月「こうべまちづくり学絞」を創設しす。

線1マなまちづくりの情報をわかりやすく提供するため、旧市民局、都市計画局、住宅局でこれまで開催

してきたまちづくりに関する講座等を統合し、充実をはかるちのです。

-まちづくり学校の目的

この学校の目的は、次の 3点にまとめています。

1. I参画と協働のまちづくり」を進めるため必要な

知識、情報を提供し、まちづくりについて考える湯と

します。

2.各講座で

5月 21日(火〉から始まりますが、ただいま募集

申です。(基礎講座の内容は、四面をご覧ください。〉

専修講座は、防災防犯、景観、 コミュニティづく

りなど、 14年度は7コースを予定しており、それぞ

れの分野についてより詳しくまちづく

りを学びます。

基9月からコースごと習得した知識

を活かし、地 「あじさい市民大学j に順次開講し受講の受

髄I或のまちづく

りを担う人材

の育成をはか

ります。

3 震災から

の復興過程を

経験レた神戸

のまちづくり

を全国に向け

発信します。

+内容

この学校は、

「基礎講座」

と「専 修 講

座」から矯成

していますロ

基礎講座で

は、神戸のま

付は、 7月頃を予定し

ています。

.受講を希望される方

ヘ
詳しいパンフレット

は、お近くの区役所ま

ちづくり推進課などに

ありますので一度ご覧

ください。

今回の基礎講座の受

講を希望される方は、

お名前Cl.5¥りがなをお

願いします〕、ご住所、

性別、電話番号を明記

の上事務局まで、ハガ

キ又は Faxでお申し

込みください。
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ちづくりの歴史や察鶴、防災防犯などまちづくりに お問い合わぜは、こうべまちづくりセンター

関する基礎的なことを学びます。 電話078-361-4523まで
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〈隅欄こ吋民安 全 誌 づ く り 大 判 断 鵡 〉

昨年 9月に臨書した第5期「こうべ市民安全まちづくり大学」が3月5日に修了式典を迎えました。本大学の学

長・森脇儲董 氏(神戸大学都市安全研究センター長〕と、官劃麿功神戸市臨受をお迎えして、ごあいさついただ

きました。そ倒愛、証書の綬与に移りました。

「昨年 9月からの半年恩防災・防犯・まちづくりについて勉強されほとんど落伍

することな<修了されると聞きまして、本当に頭力?下がる思いです。私共(神戸大学〕と

しても‘‘

前で議寅す忍幾会というものを大切にしたいと考えています。これからはこの大学で学ん

だことを勤、して、神戸のたo1)..i也或のために貢献していただきたいと思います。JC学長・
調窃働⑤

〔↑学長から入門・まちづくり笥禽杢の修了証書を筏与〉

「この半年閤お忙しい中を、この大学にご参加いただき本当に有難うございます。最

潤幸割虻にこ、災害やテ口に関して刀トド的な苅応がよく諜重配になりますが、市民一人ひとりの

川悦撒宮里」ち大切です。也事訴を超え 21世帯広入っても不安の多い出育に苅し、

足腰倒童いまちを支えるのは人の力や知恵ですし、 I出費の力無くしてまちは成り立たちま

ぜん。これからも神戸のまちづくり・幸せづくりのだ臥ご尽力いただくようま瀬いいた

します。J(神戸市開受・漁崎切〕

(↑脳受から市民安全推進員の雪崩犬を侵与〉

今年度は、入門講座を105名が、まちづくり講座を70名力可萎了し、66名の市民安全推進員力境庁たに誕生し

ました。これで、昨年度まで倒鎚員と合わぜて、 269名の市民安全推進員法諒されたことになります。

修了式l乙楓パて、伸戸大学都市安全研究センターの沖村孝割受から、「神戸の土砂災害について」と題して、修

了dG言語禽寅をいただきました。

※ともすると難しい4担理学のま信哉力悩寝なところ、分かりゃす<j事に弓惹寅いただきました。

約 90分に亘るこ325寅全てをここに掲載するのは難しいので、レジュメの項目だけ挙げさせていただきます。

(ご興味のある方はどうぞ次年度弓蕊書においでくださし¥，)

1.近年に発生した土砂災害 2.土砂災害の種類

3.山くずれのメカニズム 4.六甲山で過去に出現した山く習す1と災害

5.山くすれなどの対策とそι波注栗 6.山く雪す1予知・予測手法とそι来襲皇帝
7.兵庫県南部I慎重と山くすれ 8.これからの防災の考え方

9.災害はいつでもやってくる

議鰍塁了後入修了者に修了証書を、市民安封量進員の蜜嘱者には費鷹l犬をお度しして全日程を終了しました。

第四郎みなさん、 罪的~\にご受講し 1ただき本当に有難うございました。

(お知らせ ・1)4月1日の rlE報こうべ」等でお知らせしておりますが、本「こうべ市民安全まちづくり大学」

は今期をもって運営を終了します。平成9年度開校より5期 .5年にわだり、多くι泊にご参加・こ愛顧いただ

きました。事務局一岡、 J~から御礼申レ上げます。新年度からは、都市計画局や住宅局と一緒に「こうべまちづ

くり明白の運曽に参画します。この旧「こうべ市民安全まちづくり大学」で泊ったノ切りあ舌かし、さらに

市民の方に対する「安全で安J~なまちづくり」の啓発に努めたいと思います。新たな学校にご覧尉寺ください!

※我が旧大学の殆どを継承したコース Cf安全で安bなまちをつくる」防犯・防災コースとコミュニティづく

りコース〉が、専修講座の中に創設されます。

募集・到寸1d:7月~です。詳しくはこうべまちづくりセンターまで。

(あ刻らせ .2)旧大学事務局自動ました「市民局市民安全推進室安全企E謀JI志 4月1日の職制改正によ

り「危機宙皇室JC部名・課名なし)となりました。道筋書先等凶以前と同じです。
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掛「コンパクトタウンづくりJ活動報告
第1回 大沢町(神戸市北区〉

-大沢町lこついて

神戸市北区の北部、吉川町に隣媛する農村地帯で、

人口約1，400人、面積は長田区とほぼ同じ約13km2

の町です。稲作を中山とした農業が基幹産業で、兼業

農家を含む農業世帝紋は全世帝の8割にのぼります。

豊歳神社や湖上家住宅などの文化財、棚田、フルー

ツ・フラワーパークなど、多くの地1或資源と豊かな自

然、歴史と文化が調和した地鼠です。

昭和26年の神戸市合併時に約2，000人だった人口

は、その後ゆるやかに減少を続け、人口の減少ととも

に少子高齢化ち進んでいます。まだ、農業の担い手や

小中学校の児童の減少などが課題となっています。

・大沢町コンパクトタウン研究会

「まちの課題を解決し、住民自身でよりよいまちに

していこう」と、平成12年7月、まちの住民と JA，

関西学院大学・行政をメンパーとした「大沢町コンパ

クトタウン研究会」が結成され、 10年・ 20年先を見

据えたまちづくりに取り組んできました。

ほぽ毎月メンパーが集まり、まちの課題の倹討を行

い、人口の減少、農業の衰退、交通の不便さの解消と

いう3つの大きな課題を解決するため、テーマごとに

部会(まちづくり、農業活性化、交通〉を設けて、そ

れぞれ具体化を目指してきました。

・発表会レポート

これまでの研究会の活動を町内のみなさんに知って

もらい、意見をいただこうと、平成14年2月26日、

大沢町内のフルーツフラワーパークで、中間発表会を

開催しました。 ・ 司句、、、げ?>;o>"司司・・・・・

平日の夜に

もか力わらず、

人口の 1割に

あたる 130

名の大沢町住

民のほか、近

くに位置する

関西学院大学の学生、コンパクトタウンづくりに取り

組んでいて昨年から交流のある野田北部地区〔長田

区〕や渦森台地区(東灘区〉などからも参加者があり、

180名が集まりました。関西学院大学の学生による

発表のあと、研究会全体の活動と、テーマごとに検討

してきだ3部会からの報告がありました。

*まちづくり部会

-大沢町のまちづくりの目標像づくり

-ひまわりの油絞りイベントで都市との交流を図り、

大沢町内ひまわり街道でイメージアップをめざす

-町内のイベントなどの情報の集約・発信体制づくり

・新しい住民との共生を目指す田園都市借想

貧農業活性化部会

-やりがいと楽しさのある農業を考えていこう

. j也場産の新鮮な野菜を販売する農産物直売所

・ピオトーブでの子供達のメダカの観察会、魚沼産コ

シヒカリの次においしい(つ)大沢米の食味会を実施

脅交通部会

-町内の企業

の従業員用

送迎パスな

ど、大沢町

の既浮の資

産を活かし

たコミュ二

ティパス計画

・お年寄など交通弱者へのきめ細かな町民の足となる

力ーボランティアと配食サービス

震後に、研究会で7フドパイザーを務める加藤男規先

生 〔関西学院大学教綬)から、「この大沢町の取り組

みは、自主性・実行力の点でたいへん評価できる。今

後ち自らの動機で、搾続性のある活動を続けていくこ

とを期待したい」との講評をいただきました。

参加者アンケートでは「このように具体化されて進

められていることを初めて知ったJr大沢住民の 人

として伺が自分にできるか考える機会ができたJrも
っと質問の時間をとれれば参加者の考え方がもっとよ

くわかったのでは」などの意見が寄ぜられました。

聞発表会で司会を務めた、稲生芳子さんのおはなし

私たちの活動は、まだス

タートラインに立ったばか

りかもしれません。大沢町

が「住みたい・住んでよか

った・住み続けたいJまち

になるように、できること

から一歩づっ進めていき、

次の世代にうまくパトンタ

ツチしていけたらと思っています。

ι 

(企画調整局総合計画課・北区まちづくり推進課〕
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内容
日程 5月 21B (火〉 5月 28日 (火) 6月 11日(火〕 6月 18日 (火〉 巴

講座名 ①創立記怠式典 すまいから始める ①神戸のまちなみ景観 NPOとまちづくり
②神戸のまちづくり まちづくり ②コンパクトタウン

(基礎編) づくり

講自市1 ②安田丑作氏 平山洋介氏
①=輸康一氏

小林郁雄氏
神戸大学 神戸大学

神戸大学
まちづくり側

工学部助教授
工学部教擾 発達科学部問教侵

②神戸市企画調整局
コー・プラン

総合計画課主幹
代表取締役

内容
神戸のまちづくりの 震災の経験 を踏ま ①神戸の都市景観やま 新たな公共 ・公益サ

歴史や震災後のまちづ え，これからのすまい ちなみの特徴、優れた ーピスの担い手として
くりの取り組み等を通 や住まい手どうしのコ 景観を形成していくた 注目されるようになっ
して，神戸のまちづく ミコ二ティによるまち めのこれまでの取り組 た市民活動団体 (NP 
りの特色をわかりやす づくりを解説します。 み等を解説します。 0)の成立過程や活動

く解説します。 ②震災後の神戸のまち 状況を概観しつつ、こ

づくりの総合的な取り れからの地域でのまち

組みとして、 DII'?ト灼 づくりに果たす役割や

Yを解説レます。 課題を解説します。

時間 午後 6時 30分~ 8時 30分 〔受付開始午後6時~)

会宣言
神p市教育会館

神戸市中央区中山手通4丁目 10-5 TEL 078-222-4111 
費用 無料

定員 200名 ※先着順で受付けて、定員cなり次第締め切ります。

下記!必要事項をご記入の上、事務局までお申し込みください・

申込み 事務局 こうべまちづくりセンター

干650-0022 中央区元町通4丁目 2-14
Fax 078 -3 61 -4 5 4 6 . E-mail : m a t i @ k 0 b e -t 0 s h i -s e i b i. 0 r. i p 

ハガキ ・Fax'E -mai1でお申し込みください

脳裏事項ト お名前 (，忌りがな〕、ご住所、性別、電話番号

締切 平成 14年4月 30日 (火〕

その他 -各講座の内容、日程cついては都合により変更になる」とがあります。

-この講座は3回以上の出席で修了となります。

まちづ<~会舗がちのお知ら控
こうべまちづくり会館 1階オーブンギャラリーの展示

4月 1 日(月)~30 日(火) |垂水区舞子地区でのまちづくり 垂水区まちづくり推進課

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 主 催 者

4月 4日(木)~ 9日(火)
五恵シルヲ? ト 松岡 1申江〔げ3?;ん恵3R〕
~あいかわらずあい かわらず~(染)

4月 11 日{木)~1 6臼(火) 第16回火彩会作品展〔水彩〕 火彩会

4月 18 日(木)~23 日(火) 聖雲会第 21回水墨南画展 聖雲会

4月 25 日(木)~30B(~) いくた 15人展 いくた 15人展

5月 2 日(木) ~ 7日(火) 木彩会洋画作昂展 木彩会
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