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「下唐櫃地区まちづくり協定」が平成１６年６月３０日に神戸市長と下唐櫃まちづくり協議会との間で締結
されました。今後、建築物の新築等にあわせ、地区内道路の拡幅空間を確保するなど、地域住民主体のまちづ
くりが進められます。
下唐櫃地区は神戸市北区北部、神戸電鉄有馬口駅の
南側に位置し、六甲山の裏の玄関口として、古くから

本協定は、市内で１０番目のまちづくり協定となり
ます。

農業や林業等で栄えてきた地区であり、近くに有馬温

協定の特色として、まちを大きく変えていくのでは

泉があります。当地区では、周辺の団地開発に伴う自

なく、豊かな自然と歴史を財産として、現在の環境を

動車等の通過交通増加により、車のすれ違いが困難な

残すことを目標としていることがあげられます。

状況になるなど、交通安全上の課題意識が芽生えたこ
とをきっかけに、地域におけるまちづくりの関心が高
まりました。

豊かな自然と歴史～山王神社より六甲山を臨む

また、日常生活を支える地区内主要道路「六甲森林
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検討を重ねてきました。そ
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の結果、まちづくりの目標

地域住民が話し合って決定しました。
このように、道路空間確保を目的として建築物のセ
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用」「安全で安心な生活基盤」
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ットバック規制を設けた協定は珍しく、その中でも、
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将来の道路線形を考慮した協定は、下唐櫃地区が市内

規制を定めた「協定書」の締結に至りました。

で最初となります。

新築等の際には、道路空間を確保（六甲森林線）
協定締結式～松下助役と西田会長

北区まちづくり推進課・都市計画総局地域支援室
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まちセン研究ネット参加研究会の動き

「まちづくりアーカイブズ研究会」は、神戸のいわゆる「まちづくりの活動」に関する資料を収集・整理し、
さらには公開などについて研究するため、神戸大学建築・都市設計研究室（代表・安田丑作）、まちづくりコ
ンサルタント、こうべまちづくりセンターなどを構成員として、平成 15 年 12 月に発足しました。そしてま
ず、住民主体のまちづくりの先進事例として、全国的にも注目を集めた丸山地区(長田区)を始め、真野地区(長
田区)、北野・山本地区・旧居留地地区(中央区)、板宿地区(須磨区)の４地区を対象として取り上げています。

料を集めるだけでなく、収集した資料を整理し発信す
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現在、４地区のなかでは丸山地区が先行しており、
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資料等お持ちの方はぜひお知らせください。
参考

アーカイブズへの
アーカイブズ への思
への 思 い
多くの文献等で紹介され、研究対象にもなってきた
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丸山地区防犯協議会

昭和４０年８月

これらのまちづくりの資料等を喪失させることなく、

板宿地区都市計画検討会議

昭和 47 年 3 月

地元でしっかり保存し今後のまちづくりの取組みや研

真野地区まちづくり検討会

昭和 53 年 12 月

究に役立てていくことは、この地でまちづくりに係わ

北野･山本地区をまもり、
そだてる会

る者としての責務といえます。研究会では、単純に資

昭和 56 年 8 月
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第9回 神戸市建築文化賞 ～復興から再生へ～
推薦建物を募集します！
神戸市が全国に先駆けて昭和49年から実施している「神戸市建築文化賞」は、建物やま
ちに対する市民の関心を深め、美しいすまい・まちづくりを進めるために、市民に親しまれ
ている優れた建物を表彰する制度です。9回目となる今回は，震災10年の節目を迎えるこ

第８回神戸市建築文化賞
（平成10年実施）
受賞作品より

とから、震災復興への貢献などにも注目して表彰を行います。
その候補となる建物の推薦を，8月1日より募集します。「震災復興に貢献したもの」
「古い建物を改修して甦らせたもの」「恵まれた自然環境や立地条件をいかしたもの」など、
神戸にふさわしい優れた建物をぜひ推薦してください。
なお，選考結果は今年12月頃に発表するとともに，来年2月頃には表彰式と記念講演会
を開催する予定です。
◆対

文化賞／神戸ファッションプラザ

象◆

平成7年以降に新築又は改修された神戸市内の建物を対象とします。用途・規模は問い
ません。ただし過去に受賞したものを除きます。
◆応募方法◆
下記①②を明記して、持参・郵送・FAX・Eメールのいずれかで下記応募・問い合わ
せ先までお送りください。書式や応募件数、自薦・他薦は問いません。
①推薦する建物の名称・所在地・推薦理由
復興建築賞／大丸神戸店

②応募者の氏名・連絡先
◆募集期間◆
平成16年8月1日（日）～9月30日（木）
◆選考方法◆
応募のあった建物の中から、専門家等による選考委員会が審査・選考します。
選考においては，以下の点を主な評価項目とします。
・神戸らしさの演出

・良好なまちなみ形成への貢献

・美しいデザイン

・人や自然環境へのやさしさ

・構造、設備などの高度な技術

・震災復興への寄与

文化賞／日本イエス・
キリスト教会垂水教会

・建築ストック活用への寄与（既存建物の再生・有効活用）
◆応募・問い合わせ先（事務局）◆
神戸市都市計画総局技術管理課「建築文化賞の係」（市役所4号館3階）
〒650-8570（住所不要）
電話：078-322-5629 FAX：078-322-6118

すまいいえなみ賞／東尻池コート

E-mail：kenchiku_bunka@office.city.kobe.jp
「建築文化賞ホームページ」http://www.city.kobe.jp/city.office/33/36/bunka/
◆実施主体◆
主催：神戸市
後援：（社）兵庫県建築士会神戸支部、（社）兵庫県建築士事務所協会神戸支部、
（社）日本建築家協会兵庫会、兵庫県建築設計監理協会、神戸市建築協力会

復興建築賞／旧神戸居留地15番館

ほか
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ＷＳ隊活動中

Part１６

By

石丸知加子（環境緑地設計研究所・WS 隊）

ＷＳ隊に入ることにより自分を見直すチャンスをいただきました。
「まず、やってみる。」という字にしてみると簡単な事ができなかった私が、ほんの少しだけでも変化して
いける。そういった感触を味わせていただきました。地元のみなさんとのまちづくりに関しての話し合いや、
まち歩き、子供たちとの交流。これまでどおり後ろにひいたままの生活を送っていれば、めぐり合うこともな
かった人々との交流は、新しい気持ちを私にくれたように思います。
４期生の新しい仲間は私に色々な知恵やカをくれました。自分の考え方においての纏りのなさや、「偏屈」
な部分もつくづく思い知ることができました。一ケ月に一度の研修会での話し合いや議論は心に刷りこみ、大
事にしていきたいと思っています。
ＷＳ隊での経験が今後の私の生き方への一つの指針になっていくように自分で上手く肥やしにしていける
ように、これからもうひと頑張りしていこうと思います。
みなさまありがとうございました。

こうべまちづくり会館 １階オープンギャラリーの展示
８月

５日(木)～３１日(火)

悪質商法啓発パネル

生活文化観光局消費生活課

こうべまちづくり会館 地階ギャラリーの予定
期
間
８月２１日(土)～２２日(日)
８月 26 日(木)～３１日(火)
９月 ２日(木)～ ７日(火)

内
容 ・ テ ー マ
志学書法院アート展（書道）
朝日カルチャーグループ展（油彩）
麓和会洋画作品展（油彩）

主
催
者
志学書法院
朝日カルチャー増井教室
麓和会

すまい・まちづくりのご相談は
■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
078-361-4377
FAX
078-361-4584
受付は、月･火･木･金曜の午前 10 時～午後 5 時
■土･日・祝日は
事前にご連絡ください。

自治会活動などのご相談は
■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
自治会の相談（インストラクター派遣など）
受付:午前 10 時～午後 6 時(印刷は、5 時まで)
電話 078-361-4565
■水曜休館

最寄駅
地下鉄海岸線みなと元町駅西口から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８分
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