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■こうべまちづくり会館この１年（P.1、２）

■新長田南地区の空間形成について（P.3）

■お知らせ ほか（P4）
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まちづくり会館は、平成５年１１月１５日にオープンして以来、住民主体のまちづくりを進める拠点施設と

してご利用をいただいています。また、「まちづくり協議会」などへの専門家派遣や、まちづくりについて気軽

に学べる「まちづくり学校」を開催するなど、「住民主体のまちづくり」をサポートする事業を展開しており、

今後とも、市民のみなさんの主体的なまちづくりを応援していきます。

■開館1５周年記念事業

２０年度は、まちづくり会館をさらに多くの方に知

っていただき、親しみ、活用していただくため、開館

１５周年を記念して各種イベントを開催しました。

◆講演会・シンポジウム等
・講演会「川西英の神戸百景と百人の随想」
・都市景観シンポジウム
・トークイベント

アーキテクツサロン「わたしの仕事」
建築夜話「建築素材の重さと軽さ」

・防災講演会
・近代建築をめぐるタウンウォッチング神戸元町編
・フォーラム「まちづくりの若き担い手、おおいに語る」
・講演会とワークショップ「マンションと地域の共生～PartⅡ」
・K-TEC×JICA研修生意見交換会
・まちづくり学校＜特別講座＞公開フォーラム

「ひろがる×ひろげるまちづくり」
・まちセン研究ネット交流会

◆展示等
・川西英「神戸百景」展
・景観まちづくりパネル展／神戸建築物語パネル展
・建築作品展・兵庫の町並み2005+2／建築空間における

ユニバーサルデザイン／兵庫県ヘリテージマネージャー
の取り組み（パネル展）

・建築家の卵による設計展
・すまいの耐震化パネル展
・地震体験車「ゆれるん」での地震体験
・建築士による無料建築相談会
・震災復興航空写真パネル・模型展
・QTVRで見る震災復興の今
・1000枚の写真で振り返る阪神・淡路大震災

■こうべまちづくり学校

「こうべまちづくり学校」は、安全・安心で、市民

が主役のまちづくりを進め

るために“協働と参画のまち

づくり”について、学び考え

る場を目指しています。これ

からの地域のまちづくりを

担えるよう、まちづくりに対

する関心を高め、幅広い関心に対応できる総合的でわ

かりやすい内容としています。

◆基礎講座 専修講座を受講する前に、神戸の歴史や

まちづくりのルールづくり、景観、防災･防犯などま

ちづくりに関する基礎的な内容について学ぶもので、

全5回の講義形式で実施しました。

◆専修講座 各コースに分かれて、まちづくりについ

てより深く学ぶもので、２０年度は、まち歩き、ワー

クショップなど７コースを実施しました。

Aコース：まちづくり活動のヒントをつかもう！～「地域活動ちえぶくろ」を活用して～
Bコース：「安全で安心なまちをつくる」防災コミュニティづくりコース
Cコース：「安全で安心なまちをつくる」防犯コミュニティづくりコース
Ｄコース：まちなみゼミ
Ｅコース：まちづくり実践ゼミ
Ｆコース：まち歩き実践ゼミ
Ｇコース：まちに刻(きざ)まれた土木を訪ねる

◆特別講座 まちづくり学校の卒業生を対象とした

講座です。２０年度は、公開フォーラム「ひろがる×

ひろげるまちづくり」で、

「今の私たちにできるこ

と」をテーマに、若手コン

サルタントとの意見交換

を通じて、新たなまちづく

りの輪をいかにして拡げるかを探りました。

◇卒業 「基礎講座」の修了と「専修講座」のうち２

コースの修了で卒業となります。一度卒業した方も再

度受講することができます。

２０年度は、延べ355人が受講、うち２４１人が

修了、卒業生は14人でした。

ここううべべままちちづづくくりり会会館館 ここのの１１年年
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■小学校の総合学習

１８年度から、小学校

3・４年生を対象とした総

合学習の中で、”まち発見”

をテーマに「スライド学習」

と「まち歩き」の授業を行

っています。

この取り組みは、神戸市建設局が進めている「道の

学校」の一環として、子供達が「まち」への理解をよ

り多角的に深めることを目的とし、学校毎に地域固有

のテーマを掘り下げて紹介し、まちの魅力を子ども達

に伝えています。２０年度は１１校で実施しました。
※実施校 東灘小、本庄小、西郷小、美野丘小、

浜山小、大池小、鈴蘭台小、
丸山小、長田南小、板宿小、西落合小

■専門家派遣等

住民主体のまちづくりや、震災からの復興を支援す

るために、「専門家の派遣」や「まちづくり協議会へ

の活動助成」を行ってきました。20年度は、派遣51

件、活動助成22地区となっています。

一連の活動内容は年に１度のまちづくりコンサル

タント派遣成果報告会で発表されます。派遣した２０

社近いコンサルタントが前年の活動報告を行い、各地

区における様々な事例を知ることができます。

２０年度の「コンサルタント派遣成果報告会」は、

５月14日（木）に開催します。詳しくは、４ページ

をご覧ください。

■まちセン研究ネットワーク

「こうべまちづくりセンター研究ネットワーク」は、

こうべまちづくり会館の調査研究機能の一環として、

多分野にまたがる研究グループの参加により、１５年

に発足しました。

現在は、12グループが、

まちづくり会館等を拠点

に、独自の活動を行ってお

り、この３月には、全体交

流会を開催し、意見交換を行いました。

今後も、当会館では、各グループとの共同研究や研

究成果の発信などを行っていきたいと考えています。

現在、いきいき下町推進協議会、空間像研究会が、

あーばんとーくに連載記事を執筆中です。また、近日

中に月替わりで、各研究グループの活動内容をご紹介

していきます。
※研究ネットワーク参加グループ

水谷ゼミナール／神戸防災技術者の会(K-TEC)／いきいき
下町推進協議会／プランナーズネットワーク神戸／阪神白地まち
づくり支援ネットワーク／こうべまちづくりワークショップ研究会

／西神ニュータウン研究会／空間像研究会／こうべまちづくり
アーカイブプロジェクト／ＮＰＯ法人都市災害に備える技術者の会
／技術者のための国際関係研究塾／東アジアまちづくり研究会

■神戸の地盤データベース

神戸市内の地盤データベース「神戸JIBANKUN」

の運営委員会事務局として、システムの運用を行って

おり、当館でボーリングデータ７０００本分の情報を

公開しています。

■会館施設のご利用ありがとうございます

20年度は、約１２万人の来館者がありました。

◆6F 会議室

定員２２名と18名の2室、間仕切りを外すと４０

名までご利用になれます。

◆４F・３F まちづくり情報センター

4Fのライブラリーでは、

図書や行政資料の閲覧がで

きます。

3Fは、まちづくりの研

修・交流行事などにご利用い

ただいています。４月からは、

「多目的室」としてご利用いただけます。詳しくは、

４ページをご覧ください。

◆４F コミュニティ相談センター

市民参画推進局が運営しており、自治会など地域コ

ミュニティの会報印刷サービスや、運営などについて

の相談業務を行っています。

◆2F ホール

９０名収容のホールは、シンポジウムや講演会など

様々な催しにご利用いただいています。また、「こう

べまちづくり学校」の主会場となっています。

◆1F インフォメーション・オープンギャラリー

インフォメーションでは、会館の案内や市関連のリ

ーフレットの配布、広報ビデオ放映をしています。

オープンギャラリーでは、市まちづくり関連事業な

どの紹介を行っています。

◆B1F ギャラリー

178㎡のギャラリーでは、絵画、書、写真などの

展覧会にご利用いただくほか、定期的に企画展も開催

しており、２０年度は7～8

月に「木村重夫・土井稔二

人展」を、11月に開館１５

周年記念・川西英「神戸百

景」展を開催し、多数のご

来場をいただきました。

※各貸室は、ご利用の３ヶ月前（ギャラリーは１年前）から
予約できます。まちづくり関係のご利用は、それ以前でも受
付できる場合がありますので、ご相談ください。
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新長田南地区の再開発事業

震災により甚大な被害を受けた市街地の復興と防

災公園等を中心とした防災拠点の構築、良質な住宅の

供給、地域の活性化や副都心にふさわしい都市機能の

整備を図るため、平成７年３月１７日、市街地再開発

事業の都市計画が決定されました。

20.1haある事業区域は、大正筋を軸とした面的な

大規模整備の第１地区、中央部街区に若松公園

（1.6ha）の豊かな緑を有する第２地区、間口が小さ

い小規模敷地が多く残存建物等もある第３地区、で構

成され、「災害に強く安心して暮らせるまち」「にぎわ

いと活力のある副都心」「うるおいのある人にやさし

い新下町」の三つを目標に、各地区の特徴を生かした

個性化のまちづくりが進められてきました。

景観調整会議の設置

再開発基本計画策定過程において、景観部会でイメ

ージテーマや景観整備基本方針、景観誘導基準等の検

討が行われました。それを踏まえて、各プロジェクト

の設計担当者が決定した段階で、相互の連携やデザイ

ン調整のための会議が設置されました。第１地区のプ

ロジェクトが先行することから、まず、大正筋を挟ん

だ街区で、相互のデザイン調整の議論がなされ、その

合意内容をまとめるかたちでデザインルールが決め

られていきました。

景観形成ガイドライン

その後、民間のノウハウを活かした事業を推進する

ため、施行者以外で再開発ビル（健康・福祉関係）を

建設・取得・運営する事業者（特定建築者）の募集に

当たり、新プロジェクトの設計担当者にも、景観調整

会議でのデザインルールが容易に伝わるよう、地区の

景観形成の考え方、配慮事項をまとめた指針が平成

17年11月に発行されました。

指針では、景観を「都市」「街」「人」の三つの景の

段階構成としてとらえています。

「都市の景」では、

地区全体の形態的まとまり感を与えるために、

・ファサードは低層部、高層部、頂部からなる３層構成

・屋根はリズミカルで変化に富んだ相互に呼応したデザイン

・壁面は分節化や縦型ラインにより圧迫感や単調さを和らげる

デザイン

「街の景」では、

・まちかど広場の形成、隣接街区への沿道景観としての配慮

・街区ファサ－ドの壁面的デザイン演出

・カジュアル調、エレガント調などカラーイメージを利用した

アクセントカラーの限定的な使用による景観演出

「人の景」では、

・土やボードウォーク等やさしい感触の素材の導入

・低層部の屋上や中高層セットバック部の立体的な緑空間の

形成と多様な緑化演出

・建物間でのフットパス（路地空間）の形成

・屋外サインのまちなみへの配慮

・囲み型建物配置による中庭の形成

・ひだのある沿道空間（ピロティ、ニッチ、シェルター、

庇・パーゴラ等の回廊的な界隈空間）の形成

等としています。

新新長長田田南南地地区区のの空空間間形形成成ににつついいてて 空空間間像像研研究究会会のの活活動動 そそのの９９

白井 治（空間像研究会）
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ままちちづづくくりり会会館館 展展示示ののおお知知ららせせ
1階オープンギャラリーの予定

※展示期間が変更になる場合があります。

地階ギャラリーの予定

※初日、最終日は展示時間が変更になる場合があります。

開館時間：午前10時～午後6時（水曜日休館）
場 所：元町商店街４丁目西端の南側角

地下鉄海岸線「みなと元町駅」西1出口から北へ1分
神戸高速「花隈駅」東口から南へ3分

「西元町」東口から東へ5分
ＪＲ・阪神「元町駅」西口から西へ８分

〒650-0022 神戸市中央区元町通４丁目２-14
電話：078-361-4523 FAX：078-361-4546
ホームページ http://www.kobe-toshi-seibi.or.jp

コミュニティ相談センター（まちづくり会館４Ｆ）
自治会の会報等の印刷サービス、運営等の相談

受付：午前10時～午後6時（水曜日休館）
ただし、印刷は5時まで

電話・FAX：078-361-4565

期 間 テーマ ・ 内 容 主 催 者

（～14日）神戸まちなみ緑花コンクール 神戸市公園緑化協会
４月

（15日～）神戸ビエンナーレ2009開催ＰＲ～過去のビエンナーレ 2007アーカイブ～ 神戸市国際文化観光局
５月 日本で最も安全なすまいのまち“神戸”をめざして 神戸市都市計画総局
６月 土砂災害防止月間パネル展 国土交通省六甲砂防事務所

期 間 テーマ ・ 内 容 主 催 者

4月2日(木) ～ 4月7日(火) 第54回 木曜会 作品展<油彩・水彩> 木曜会
4月9日(木) ～ 4月14日(火) 木彩会 洋画作品展<油彩・水彩他> 木彩会
4月16日(木) ～ 4月21日(火) 旅の水彩画－東山良彦・三浦雄次 ２人展－ 東山良彦・三浦雄次
4月23日(木) ～ 4月28日(火) いくた１５人展<油彩> いくた１５人会
5月1日(金) ～ 5月3日(日) 神戸群玉書道会展 神戸群玉書道会
5月7日(木) ～ 5月12日(火) 第16回 丹水会展<水彩> 丹水会
5月14日(木) ～ 5月19日(火) 新樹会 水彩画展 新樹会
5月21日(木) ～ 5月26日(火) 元町の芸術家たち展<油彩等> 神戸元町商店街連合会
5月28日(木) ～ 6月2日(火) 第20回 ＫＰ展<パステル> 神戸パステル画会

５月１４日（木）
午後１時から
こうべまちづくり会館２階ホール

まちづくり会館では、まちづくり活動を行う「ま

ちづくり協議会」等に対して、「まちづくり専門家

派遣制度」により専門家を派遣し、技術的・専門

的な支援を行っています。

この制度により、平成２０年度に派遣された専

門家(まちづくりコンサルタント)が、各地区の活動状況

や自身の果たした役割などについて発表します。

各地のまちづくりの状況を知るまたとない機会

ですので、奮ってご参加ください。

お申込・お問い合わせは、会館（078-361-4523）

まで

コンサルタント派遣報告会のご案内 ３階多目的室のご案内
４月から、会館３階の「多

目的室」がご利用いただけま

す。135㎡のスペースを、

会議や研修、展示などにご利

用ください。

一般の利用は、利用日の3ヶ月前から申し込みを

受付します。まちづくり関係のご利用は、それ以前

でも受付できる場合があります。詳しくは、会館

（078-361-4523）までお問い合わせください。

区 分 使用料
午 前 (10:00～12:00) 3,000 円
午 後 (13:00～17:00) 5,900 円
夜 間 (17:30～21:00) 5,200 円
午前・午後 (10:00～17:00) 8,000 円
午後・夜間 (13:00～21:00) 10,000 円
終日１ (10:00～19:00) 9,500 円
終日２ (10:00～21:00) 12,000 円


