
こうべまちづくりセンタ一二ユース

震災復興土地区画整理事業で初

平成 14年3層号 (通巻第，55号)

発行 こうべまちづくりセンタ-
if650-0022 

神戸市中央区元町通4丁目2醤 14号
こうべまちづくり会館内

電話 078・3o1・4523・Fax078-361'-4546 
U R L: http://www.kobe-toshi-seibi..or.jp 

森南町 1丁目地区まちづくり協定、締結

森南町1丁目地区「まちづくり協定」が平成 13年 12月 19日に神戸市長と森南町1丁目まちづくり協

議会との閣で締結されましだ。森南町1丁目では森南第一地区震災復興土地区画整理事業を施行しており、

今回の協定は震災復興土地区画整理事業地区としては初めての例で、市内では8番目となります。

森南町 1丁目地区は神戸市の東部に位置し阪神・

淡路大震災で約7割の建物が会I喪又は半療という大

きな被害を受けました。

その後、「森南第 地区震災復興土地区画整理事

業」を着手し、道路、公園等の整備が進みました。

これにより建築物の建て替えが進んだことに加え、

JR甲南山手駅の開業(平成 8年 10月〕もあり、

住環境の変化や住宅と后舗の共存等への関山が高ま

ったことからまちづくり協定の締結に至りましだ。

|協定の主な項目 |

τ吾布石用途の制限

Oファミリ ー形式住戸の縫奨

O垣・柵等の形態等の配慮

。周辺環境への配慮

0生活マナーの遵守

|まちづくりの毘標 |

"良好な住宅地と活気のある街が両立

する、健全で魅力的なまち

..... 
『健全で魅力あるまち』

『安11)1して過ごせるまち』

所在地 神戸市東灘区森南町 1丁白

面積約 7.7ha 

地区位置図

まちづ〈り協定の区繊

也定イメージの一例 (Hンフレットより〕
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市民活動懇話会を開催

去る 1月 24目、こうべまちづくり会館において、

神戸市市民局市民活動支援課主催による「市民活動懇

話会」を開催レました。今回のテーマは、これまでの

使い姶て文化を見直し、環境にやさしく、環境を思い

やった循環型社会の実現に向けた市民主体の地域活動

として、今後の発展を期待されている「工コタウンま

ちづくり」に取り組んでおられる方々 6名にお集まり

いただきました。

懇談では、各地I或での取り組み状況や、今後活動を広

げていく上での計画など情報交換を行い、環境を守っ

ていくことの大切さと、易近なことから少レずつでも

取り組んでいくことの重要さを再確認して閉会しまレ

た。

|「工コタウンまちづくり」つてなあに71

「工コタウン」は、市民が主役となって、積極的に

環境にやさしい行動(できるだけ環境に負担をかけな

い行動や環境を思いやる行動〕を、選択しながら生活

していくようなまちです。

そして、ひとりでも多くの方がこのような行動を選

ぶことができるよう、「環境」をキーワードとしだコ

ミュ二ティ活動の申で、地域ぐるみで進めるまちづく

りのことを「工コタウンまちづくり」といいます。

工コタウンまちづくりは、皆が楽しみながら行動し、

行動をすれば達成感などの満足度が高められるような

活動で、 5つの活動テーマがありますが、具体的な活

動内容は、 1也1或の皆さんが工夫して決めるのが基本で

す。

神戸市では、これから取り組みを始めようとする地

域の皆さんの参考となるよう、実践活動の基本メニュ

ーを用意しました。最初は無理をせず、少人数からス

タートレ、徐々に活動の輸を広げていきましょう。

[実践活動基本メニュー]

① 参加者や回収量をi曽ゃしながらの資源集団回収

② まちのマナーアップ&クリーン作戦

③ 家計にやさレい工コチ工ツク

二ユースレターなど広報活動

(出席者〉

0東灘区・繁栄自治会 会長 佐野末夫氏

0北区・ NPOウイズユき左ごょう

理事 門趨 修氏

0北 区・有野台工コタウンクラブ

代表 中来田保氏

0長田区・工コタウン野田北サークル

代表 浅山三郎氏

役員 河合節二氏

0西 区・玉津婦人会 会長 井よ智津子 氏

組
a 

|工コタウン5つのテーマ|

O 情報の発信・共有や環境学習

O ごみ減量・省エネ

O まち美化・マナー啓発

O 自然とのふれあい

O 子どもの環境学習

|循環型の社会を目指して|

わたレたちの便利な暮らしは、環境に大きな負担を

かけ、今や地球規模の問題にちなっています。このよ

うな問題を解決していくだめには、わたしたち一人ひ

とりがちう一度、自分の生活をふりかえり、できると

ころから、環境にやさしい行動をしていくことが大切

です。

今後、限りある資源や豊かな自然を子どもだちに残

していくだめにも、これまでの「使い信て文化」を男

直し、「循環型社会」に転換していく必要があります。

工コタウンまちづくりは、循環型社会の実現に向け

ての市民主体の取り組みです。皆さんの粘り強い取り

組みにより、神戸市全体を循環型の都市にかえていき

ましょう。

[お問い合わせば]

環境局減量リサイクル推進課

T且 :(078)322-5313 
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-ペルージャでの取り組み

最終回の今回は，ペルージャの取り組みを紹介しま

す。ペルージャは日本のサッカー選手が在籍したこと

もあり，まちの名前をご存知の方は多いと思いますが.

ローマの北約 100kmに位置する山岳都市です。

ペルージャは BC8世紀

~BC2 世紀に発展した工

トルリア文明に源を発し，

また中世時代にも栄えた都

市です。チェントロ-スト

リコlcl:fI陵部分に位置し，

I也形が起伏に富んでいるだ

め，他都市の多くが旧市街
ペルージゃの遺宣言

に通過空間として使われていますが，同時にその歴史

性を保寄しながら，イベントや展覧会.定期的なマー

ケットなどを開催して，人が集まる空間となるよう工

夫されています。

ペルージャのチ工ントロ・ストリ コち他都市と同僚，

日常の買物が不便であることや，車車両進入制限が

あることから，家族の多い若い世帝には居住空間

としては向かす，全体的に高齢化が進み，また専

門庖的な后舗や事業所がi曽えつつあるという傾向

にありますロ庖舗や事業所が1普えると，夜間人口

が減少し，治安が悪くなるといった悩みがあり.

90年代後半に入ってからは.新しく市街地を広

げるより今あるまちを充実させることを目指して

I也を申 I~\としてスブロール的に新市街が広がってい つ います。ゾーン毎に用途規制をしたり，いろいろな年齢

たのとは対照的に，旧市街と新市街はある程度独立し 層が居住できる住宅をi曽やすなどして，チヱントロ-ス

ているのが特徴です。 トリコの再生に力をいれています。最近は車が士宮加し.

まちが形成されていくにあたり城塞が築かれていっ 既存の駐車場では足りなくなってきています。そこで，

たのは他都市と同じで， 郊外に大規模な駐車場を整備し，そこから「ミニメト

それが今でもあちこちで 口JIモノレールのようなもの)を整備する新たな計画を

男ることができます。こ 立て，州や固との具体的な調整に入っており，数年後に

こでは来街者は地区外に はまた新たな景観が加わることになります。歴史的まち

整備された駐車湯に車を なみ保存に近代文明をうまく利用して，まちを再びまち

置き，そこから徒歩によ らしくしようと頑張っている都市でした。

まちを巡る掘塞の内部

ってチ工ントロ・ストリ

コに入ることになってい

ますロかなり傾斜のある

地形のため，駐車場から

市街地の中山地となるイタリア広場までは約 50mの

高値差があり，そこには 6台〔総延長約 360m)の

エスカレーターが整備されています。これを利用レて

チェントロ・ストリコ内に入るようになっています。

-おわりに

3固にわたって. 3つの都市を簡単にご紹介しました

が，イタリアでは，それぞれの都市が.それぞれの地

形や規模に合わせた取り組みを行っています。その中

で共通しているのは. ~まちの歴史は自分達の文化で，

大切に守らなければいけない』という思いが多くの人

に浸透していることです。自分遠のまちを誇りに思つ

当然そのエスカレーターはまち

周囲に巡らされている城塞の中

を通過しています。 この城塞は

パオリーノ城塞と醇ばれ， 工卜

ルリア時代から城塞とレて，ま

たそれ以降ちまちの一部として

使われてきだちのですが.まち

動m民[

て大切にしようとする人々の生き方が，イタ

リ7フの魅力を生み出レていると思います。ま

た，歴史的まちなみを保惇するだけでなく，

/¥ード・ソフトの両面から新しい考え方もど

んどん導入レて，人に『使われるまち』を目

指していることです。日本でち.より多くの

人が『自分達のまちゃ歴史は文化である』と

が広がり始め，今の形に形成さ 械塞内のエスカレーヲー いう意識を持ち，また自然な形で新たなまち

れる頃に，内部を埋めてしまいました。そのため，城 の魅力を生み出ぜるようになりたいと感じた旅行でし

塞の中には.エトルリア時代からローマ時代にかけて た。

使われていたであろう道や家などの遺跡が発掘され，

そのまま残されています。 この城塞の中は.現在は主

三筒 言語(都市計画局まちづくり支援室)
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護憲望書惣/のイベ;/ト

まちの復興・地域文化のつどい
・報道カメラマンの目で見たまちの復興

東京経済大学助教綬菩長室実氏よる震災後の干申戸の定点観測写真を使ったお話 (14時頃から〉

ワ~ラ=rィoライτ7J'~フヨ二
3月 17日(日)11時、まちづくり会館1階にオープン・ 18時閉庖

・復興を支えてきた地域の人たちによる、文化のつどい

・アマチユアミュージシャンによるライブ

-屋台等で神戸の食文化の紹介

-神戸を嫡いだ絵画作品の展示

会
場
付
近
図

など

ひょうごまちづくりセンター・こうべまちづくりセンター

いきいき下町推進協議会

主催

共催 → 

会掲には駐車揚がありませんので、公共交通機関をご利用ください

新畏田密室暴いて暮らせるまちづくりシンポジウム
-1欝犠を識かしたねぎわいづくザのアイヂアと襲警襲撃~

ii申込、詳しいお問い合わせは ii 
Zこうべまちづくりセンター 主

主干650-0023 :: 

2 中央区元町通 4丁目 2-14

=:電話078-361-4523 :: 

，: FAX078-361-4546 :: 

z・e-mail
a 

:: mati@kobe-toshi-seibi.or.jp :。
=‘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・圃圃..・

新長田を「歩きたくなるようなまち」にしていくためのアイデ?を考えるシンポジウム

大阪、京都で個性的なまちづくりに取り組む方々をお招きし

まちの賑わいづくりの方策を考えます

・開催日程・ 平成 14年 3月 23B (土曜日) 13:30~16:30 
.場所φ アスタスクエア(神戸市長田区久保町6丁目〉

@募集人数・ 180名(先着順〕

・申込方法・ お名前、住所、年齢、職業、 電話番号を明記のうえ

Fax. 郵送、 e-ma でお願いレます

主催 新長田・歩いて暮らせるまちづくりシンポジウム実行委員会
(株)神戸肘芝TMO・新長固まちづくり株 l
神戸商工会務所西神戸支部・こうべまちづくりセンター J

協力 神戸市、くつのまちなが芝神戸(株)・西神戸商庖信連合会
長田区連合婦人会・長田区まちづくり協議会連絡会

-内容・

~会館からのお鍋おせまちづ〈
こうべまちづくり会館地階ギャラリーの予定

期 間 内 容・ァー マ
一【一

主 催 者

3月 7 日(木)~1 2日(火)
全日本写真連盟兵庫県本部委員展

全日本写真連盟兵庫県本部
入選作品展

3月 14 日(木)~1 9日(火) 第 5回神p墨酔会展(水墨画〕 神戸墨酔会

3月 21 日(木)~26 日(火) 第 26固兵庫倶楽部写友会写真展 兵庫倶楽部写友会

3月 28 日(木)~4月 2B(火) フフンス額装飾阪本宮予&生徒作品展 額装工屠アールデコ

1階オーブンギャラリーの展示

12002 FIFAフールド力ツプ
ホヌトシティポスター展

」つべまちづくり会館

3月 1 臼(金)~31 日(日)

こうべまちセン あーぽんとー< 1 4年 3月雪

数育委員会
フールド力ップ促進室


