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こうべまちづくりセンタ一二ユース

自らの手で自分たちの集会所を

くはじめに>

震災により地域がほぼ全焼。現在ちなお復興区画整

理事業の鎚音が聞こえる長田区御蔵通5・6丁目1也区。

今回はこの地区で住民自らが自分たちの集会所を作る、

それも市街地に古い民家を移築するというプロジェク

トを紹介します。

くなぜ古民家なのか?>

昨年の夏、当地区のまちづくり協議会が、建設後の

管理主体となる御蔵通5・6.7丁目白治会と合同で

集会所の建設を検討しました。その中で古民家を集会

所として利用している事例を知り、古民家のもつ「ぬ

くもり」が人尽のI~\をひきつけ、 I也1或の人の「拠り所」

となることを確信。

いろいろ探した結果、日本海に面した香住町浜安木

に建つ築 130年という古民家を所有者から譲り受け

ることになりました。

<どのようにレて作業はおこなわれているのか?>

こうなればあとは実行あるのみ。まずは今年の8月

2週間かけて古民家の解体作業をおこないました。こ

こでも「自分たちでできることは自分たちでJという

精神を貫きました。

解体作業自体は養父

郡の接原工務庖の大工

さんに指導ち受けまし

たが、各種調整から材

木の運徽・荷上下ろし

ち含めてすべて御蔵の

住民とボランティアで

おこないました。ボラ 参加し芝スタッフ一同

ンティアとして参加しだのは大阪工業妓術専門学校、

神戸工業高等専門学校の学生さんや、震災以降当地区

の支援を続けているボランティア団体「まち ・コミュ

二ケーション(※)Jのスタッフら総鎗約60名。

解体作業をおこなった皆さんは、寝袋や毛布などの

寝具を待参レ、町内にある体育館にて宿泊。また、グ

ループ交代制で食事係を決め、三度の食事やお茶の用
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意をはじめ軍手洗い、

トイレ掃除など、すべ

て自分たちの手でおこ

ないました。

こうしたみなさんの

頑張りの甲斐あって、

解体作業は無事予定ど

おり終了しました固

また、単に建物を移 瓦も一枚一枚丁寧仁

築するというだけでなく香住町の文化・生活まで御蔵

に待って帰ろうという発想から、解体作業期間中には、

ふれあい喫茶やふれあいコンサート、まち ・コミュ二

ケーション主催の「御蔵学校」を開催し、香住町住民

との交流ち盛んにおこなわれました。

<プロジ工クトのこれから>

現在、解体された木材は作業に協力レていただいた

工務后で保管していただいています。壁土、瓦は建設

予定数I也の近くに保管されていますが、 壁土は粘りを

出すため、水と績を入れて寝かレています。

今年の末頃から建設作業を開始し、約 1年後に完成

予定です。

今回のプロジェクトには御蔵の住民やボランティア、

7フドパイスをしてくれた人などさまざまな協力者ち含

めて約200名もの人々が関わっています。ボランテ

ィアの一人が白く「集会所建設の段階で既にもう立派

な集会機能をしているのではないか。」

これを読んで興味を侍った方にも是非このプロジェ

クトに参加していただけたらと思います。

※「まち コミュニケーシヨン」
震災後のまちづくりに市民の立場で燐わってきだ有志によ

り位立された。復興まちづくりの経験を活かし、 I由慢の符統
的なコミュニティづくりを目僚としている。御蔵i由区には震
災後の住宅再建に関わるなどつながりが深い。

〈ホームページ)
htt.n:llwww_bi. wHkwnk .coml向 m_t'nmi/inrlρ玄 htm

ー今回のプロジェクトの模犠ち褐蹴されています

(住宅局地域支援課〉
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連載「コンパクトタウンづ、くりJ活動報告
第7回 兵庫南部地域(神戸市兵庫区)

・兵庫南部地鼠について

兵庫南部地域(人口約 25.000人)は、人口の減

少と高齢化が進み、市湯や商庖街のにぎわいが衰えつ

つあり、地i或の産業が沈滞化傾向にあるなど、いわゆ

るインナーシティ問題を抱える地践です。その一方で、

兵庫津ゆかりの史跡など歴史的遺産や日本最大級の兵

庫運酒、神戸市の発展を支え続けてきた重厚長大産業

の拠点など、まちの資源は豊富にあります。最近では、

地下鉄湾岸線の開通や2002年FIFAワールドカップ

の開催地となっだ御崎公園神戸ウイングスタジアムの

整備など、まちは変化しつつあります。

-兵庫区民まちづくり会議

区民まちづくり会議は、まちづくりの実践活動の企

画・准進・検討や、区民活動の支援、市政への提言な

どを行う組織として、平成6年に誕生しました。まち

の課題を解決するために、兵庫区民まちづくり会議で

は、兵庫区のまちの資源を活かし、兵庫区歴史沼田道

借想の舷進、兵庫運河を活かしたまちづくり、兵庫区

民まちかどクリーン作戦などの活動を、全区をあげて

活発に行っています。

・兵庫南部コンパクトシティ僑想

平成 13年吾、兵庫南部地獄のまちづくりの指針と

レて、兵庫区民まちづくり会議がプラン「兵庫南部コ

ンパク トシティ備想」を策定しましだ。このプランを

ちとに、兵庫区民まちづくり会議の活動を発展的に継

続していくほか、おおむね小学校区単位の地I或コミコ

二ティを中山としだ住民主体の「コンパクトタウンづ

くり」を、区民・事業者・行政が連携レて展開してい

きます。こうした取り組みが、区の活性化はもちろん、

区の他の1也既にも広がっていくことを期待しています。

一見 鋼一

コンパクトタヲン
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.聞.兵庫湿布

-第2回「ペットボトルいかだレース」レポート

開削百年以上の歴史を持つ兵庫運j司に親しんでもら

い、リサイクルへの関山を高めてもらうため、兵庫区

民まちづくり会議主催による第2固「ペットボトルい

かだレース」が8月31日に開催されました。会場と

なった新川運沼キャナルプロムナードには、レース出

湯蓄を紹介するステージのほか、地元企業によるリサ

イクル啓発や行政施策のPRをする展示ブース、兵庫

運淘の夢を実現する会l三よる地元住民やNPOなどが

出庖するフリ ーマーケットや屋台が並び、リサイクル

や兵庫の歴史について学ぶ人、ひたすら食べる人、レ

ースに備えて力メラを構える人などで朝早くからにぎ

わっていました。

さまざまな色・形 大きさのペットボトルをそれぞ

れ独自の組み方で作りあげた「いかだ」ととちに、参

加したのは地元小学生を含む約200人。大努の観客

が男守り応媛するなか、男女別個人戦、小学生・中学

生・ 1也i或別の団体戦の合計7レースが行われました。

ーョー
レース開始前から手づくりの衣装や音楽・ダンス等

によるパフ才 一マンスを繰りひろげるチーム、レース

開始直後からいきなり転覆してゴールでさずにレース

を終えてしまったチームなど、速さを競うレース以外

にも男所がいっぱいです。

優勝したチームに共通しているのは、大きなペット

ボトルや水を入れたペットボトルなどを使って流線型

に組みたてた「いかだ」のようで、乗り手の善し悪し

には関係がない!っとか。必死でいかだを;奮いで富闘

した乗り手の皆さんは、レースの勝ち敗けに関わらず、

爽やかな笑顔を男せていましだ。

・兵庫運淘の夢を実現する会の事務局の小林和弘さ

んのおはなし

当会〔事務局 神戸商工会

議所兵庫支部内〕 は、兵庫運

淘とその周辺の魁力ある街づ

くりの実現に向けて実践活動

を行うことを目的に発足し、

今回、その活動の一環として

参加・協力させて頂きました。

兵庫区に運j司があることは意外と知られていません。

これを機に、多くの方々が「兵庫運淘」に関I~\を待っ

て頂ければと期待しています。

(企画調整局総合計画課 ・兵庫区まちづくり推進課)
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“カルチャー・ショック(!?)インドネシア"

ーその 1rインドネシアという固についてJ-

1 .はじめに

私は 2000年 7月から今年 7月までの 2年間、

国際協力事業団(JlCA)の専門家として(といえる程、

大しだものでもないのですが、そういう肩書きなので

他に表現のレょうがありません。悪しからす 〉、イ

ンドネシアの首都・ジャ力ルタに派遣されていました。

派遣先はインドネシア政府の居住・地域インフラ省

というところで、 日本の旧建設省に相当する組織です。

そこで、都市計画に関する「技術移転J(大そうなと

思われるかちレれませんが、これまた JICAの用語で

す〕を行っておりました。

今回からシリーズで、インドネシアという園、都市

計画や衝の僚子、インドネシア人の価値観・行動棟式

等について、思いつくままに書いてみたいと思います。

2. インドネシアという国

ます、皆様はインドネシアという園で伺を想像しま

すか。歴史ではジャワ原人。リゾート地としては、パ

リ島(が、インドネシアにあるということをご存知で

ない方ち意外と多かったと思いますが、最近のテロで

認識ちおありでレょうか 〕。ちょっと前なら、デヴ

ィ夫人(!?)。そレて、昨年秋にアメリカで起きたテ口

事件以降は「世界最大のイスラム教徒人口を抱える

園」を思い浮かべる方ち多いでしょう。

インドネシアは赤道をはさんでその南北に広がる世

界最大の群島国家です。国土は東西約 5，100kmで、

これはアメリ力合衆国の幅に相当します。総面積は

200万 km2弱で、日本の約 5.51芭です。大小合わぜ

て 16，000ほどの島々のうち、約 3.500の島に人

が住み、人口は2億人を超えています。これは世界で

4番目になります。

国民の約90%がイスラム教徒で、民族1el:30 0以上

あるとち言われ、面積では7%にすぎないジャワ島に

人口の約6割力句集中しています。

インドネシ?の国土規模 (米国との比較)

「イソドネヨ7・1\:;ト '7'~12000 年版J (ず rhJ~9 ' /rJr :;，1うnより

インドネシ?が上述のような大国であることを知ら

ない方が意外と多いかもしれませんが、これはインド

ネシアがASEAN諸国では最も南に位置しており、日

本から少し距離があることに起因するかもしれません。

しかし、第二次世界大戦申、日本がインドネシアを

軍政下においてから日イ両国の関係は緊密化し、現在

では相13:1こ貿易、経済協力等において重要な相手国と

なっています。

絡に貿易に着目すると、インドネシアにとって日本

は、稲出については第 11立の相手国であり、輸入も米

国と 1，2を争う相手国です。 方、インドネシアち

日本の輸入において重要な位置を占め、 1998年の

統計では、米国、中園、オース トラリア、韓国に次い

で、第5位の稲入相手園となっており、両国は極めて

緊密かつ重要な関係にあると言えますロ

3 インドネシアの地方自治体・地方分権

次にインドネシアの地方自治体について紹介しだい

と思います。その繕成は以下のとおりになります (数

字は自治体毅〕 。

州(Propinsi，32)

市(Kotamadya，73)県(Kabupaten，268)
第2級自治体

君日(Kecamatan) 郡(Kecamalan)

I (郡レヘ !日十 3625) 
町(Kclurahan) 村(Des a) 

I (町レピ J~計 70958 )
区(↑W) 区(↑W)

町会(RT) 町会(RT

県は英語のPrecfetureにあたる日本のそれとは遣

い、英語ではRegencyと訳す、市と同レベルのもの

で、県は村落部の、市は都市部の行政領i或に対応しま

す。

第 1，2級自治体の下には自治権を有しない郡が設け

られ、その下仁、都市部には町、農村部には村が設け

られます。それらは区(RW ，IJ~~ I-)から成り、区はさら

に町会(RT，I師一)で僑成されます。なお、 RW，RT制度

は日本軍政時に導入された隣組制度を、独立後のイン

ドネシア政府が引き続き定着させたちのです。

1999年に地方分権関連2法 (地方行政法並びに中

央地方財政均衡法〕が成立し、 2001年1月より施行

されました。この法により、地方自治体 (州 県・市〕

は、外交、防衛、司法、財政、宗教等を隙く全ての権

限を有することになりましだ。

しかし、昨年の法施行以降、地方政府の予算の絶対

的な不足、権限委譲の不十分さなどから混乱が男られ、

早くも法改正を求める動きがあります。民主化が始ま

つだばかりのインドネシアで、 真の地方分権が実現す

るにはしばらく時間が必要なようです。

若総謙一(企画調整局総合計画課i由主事政策係長)
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;由選で 10名僚に、

舞子力ルタが当る

「舞子かるた」は、遺跡などの歴史資源や海、川、緑などの自然資源

に恵まれた舞子のまちを知っていただくとともに、子供たちが力ルタ遊

びを通じて舞子のまちを学び、地域への愛着づくりにつながれればとの

願いから舞子地域住民(舞子生活文化園部会〉のまちづくりの一環とし

て、地域の小学校と協力して作られましたロ

カルタの原画は、舞子小学校、西舞子小学校、東舞子小学校の児童が

抱いています。

開催日時平成 14年 11月 16日(土 )

~ 1 2月 1日(日〉

午 前 10時~午後 6時 (水曜日休館〉

.d-
Z玉 揚 こうべまちづくり会館ギャラリ ー

主 催 こうべまちづくりセンター ・垂水区役所

協 力 舞子生活文化園部会(垂水区区民まちづくり会議〕

神戸市教育委員会(舞子小学校、西舞子小学校、東舞子小学校〕

まちづ〈明会館からのお知おせ
こうべまちづくり会館 1階オープンギャラリ ーの展示

「11月 1 8，(金)~30 日(土江|景観ポイント賞入選作昂展

こうべまちづくり会館地階ギャラリ ーの予定

都市計画局?ーパンデザイン室

矧閤 よ相 容・ァ マ 主 催 者

1 l'月 7 日町木)~1 2日{火) 2002神戸写遊会写真展 宮崎 禁

1 1.月 16日(土)
舞子かるた原画展

」つべまちづくりセンター

~12 月 1 臼(日) 垂水区役所

tl 2月 5 日(木2~1 Q 臼 (~J ぐるつぷ「華を渇く J(水彩〉 兼吉 淳一

投稿のお願い

まちづくりセンターでは、「あ一ばんとーく」が読者

の皆織の少しでもお役にたてるように、まちづくり協

議会が行う地減でのイベントなどの行事案内やまちづ

くり協議会の活動の記事を募集しています。

誌面の許す限り最大限取り上げていきたいと考えて

います。

ご希望によっては、取材にお伺いすることもできま

す。

まちづくりセンタ ー (電話 361-4523)ま

でご一報ください。
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「一一，1-'，寸111
最寄駅

地下鉄海岸線み芯と元町駅西口から 1分

高速花隈駅東口から 3分

高速西元町駅東口から 5分

JR・阪神元町駅西口から B分

こうべまちセン・あ ばんとー< 1 4年 11月号


