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20１0年７月号（第15５号）
■平成22年度こうべまちづくり学校<基礎講座>を終えて（P.1）

■平成22年度まちづくり功労賞を受賞しました （P.２）

■有馬温泉の景観② （P.3）

■発信！まちセン研究ネット⑪ ほか （P4）
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第１回

５月24日
（月）

歴史や文化を活かした街づくり －神戸のまちの歴史－
田辺 眞人 氏（園田学園女子大学名誉教授）

街の生い立ち(歴史・文化)を活かした街づくり・街おこしのアイデアと、地名から読
み解く阪神間の風土や歴史，地形の移り変わりなどについて、ユーモアたっぷりのお
話がありました。

第２回

５月31日
（月）

まちづくり概論 －神戸のまちづくりの歩みとルールづくり－
三輪 康一 氏（神戸大学大学院工学研究科准教授）

まちづくりの年譜により神戸のまちづくりの歩みを振り返り、まちづくりの考え方
や方法，主体の変化を辿るとともに、様々な事例を交え、そこで活用されている多様
なまちづくりのルールの特徴や効果について学びました。

第３回

６月7日
（月）

安全安心まちづくり －人と人とのつながりを考える－
渥美 公秀 氏（大阪大学大学院人間科学研究科教授）

災害ボランティア活動への参加経験に基づき、日頃の何気ない行動が防災につなが
る「イツモ防災（防災と言わない防災）」の重要性を説くとともに、地域のイベントや
マップづくりなどを活用した、実践的な仕掛けの事例紹介がありました。

第４回

６月１4日
（月）

これからの神戸の地域活動 －ソーシャルキャピタルに注目して－
立木 茂雄 氏（同志社大学社会学部教授）

「ソーシャルキャピタル(人と人とのつながりの豊かさ)」が、地域の安全・安心の向
上に及ぼす効果を、豊富なアンケートをもとに様々な分析した結果や、それを高める
うえで鍵となる5つ要素についてお話がありました。

第５回

6月21日
（月）

ワークショップ入門
松原 永季 氏（スタヂオ・カタリスト）

近年まちづくりの過程で、多様な意見を尊重した合意形成のために用いられること
が多いワークショップについて、基礎を学んだ後、「まちづくり学校を受講した動機」
をテーマに、実際にKJ法を応用したグループワークを体験しました。

こうべまちづくり会館企画展 <入場無料>

神戸のまちなみ・建築☆再発見！

平成22年7月15日（木）～20日（火）

午前9時30分～午後6時
こうべまちづくり会館 地下１階ギャラリー

まちづくり会館では、今春から神戸都心部を1/1000で再現した都市模型(2.4m×
4.8m)を展示しています。今回は、これに加えて、バーチャルリアリティ（コンピュータ上
の仮想都市空間）の展示をはじめ、神戸の眺望景観やまちなみ、建築物とその歴史、現
状、保存活用などのパネル展示を行います。
まちづくり会館で、神戸の素晴らしいまちなみ・建築を再発見してみませんか？

平平成成２２２２年年度度 ここううべべままちちづづくくりり学学校校<<基基礎礎講講座座>>をを終終ええてて
今年で 9 年目を迎える「こうべまちづくり学校」が５月 24 日に開講し、全５回の「基礎講座」が開催さ

れました。今年は、近年、住民主体のまちづくりに取り入れられることが多い「ワークショップ」に関する
講義も加わり、盛況のうちに全講義が終了、５１名の方が修了されました。
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まちづくり月間国土交通省大臣表彰（まちづくり功労賞）は、魅力あるまち

づくりの推進に特に著しい功績のあった個人や団体を表彰するもので、28 回

目となる今回は「歴史・文化を活かしたまちづくり」をテーマに、全国で４６

件が選ばれました。神戸市内では「みなと元町タウン協議会」と「中山手地区

市街地再開発組合」の２団体が受賞しました。

みなと元町タウン協議会
みなと元町タウン協議会は、東西は鯉川筋からハー

バーロード、南北は海岸通から中央幹線に囲まれた約

40ｈａを活動範囲として、地域を魅力と活力にあふ

れるまちにしていくため、地区の住民、企業、商店な

どを構成員として平成３年３月に設立されました。

阪神・淡路大震災、地下鉄海岸線の開通とマンショ

ンの建設など大きな出来事や環境の変化がある中、将

来像として「みなと元町タウンオアシス構想」を策定

し、地域一丸となり様々な取り組みを行ってきました。

まず景観まちづくりの取り組みです。地区内の３つ

の景観形成市民団体がそれぞれ景観に関するルール

を策定し、景観形成市民協定として市から認定されて

いる他、地域全体としても「みなと元町タウン憲章」

を策定し、これらのルールに基づき、新たな建築行為

等について事業者と協議し、

良好な景観を地域主体で誘

導しています。昨年度は「神

戸元町まちなみコンテス

ト」を実施し、景観に関す

る意識向上を図りました。

次に、地域の活性化のため、「乙仲通」を正式な道

路愛称として命名する活動や、西国街道のモニュメン

ト設置など、地域の魅力を掘り起こす活動を実施して

います。また、港に近い環境を活かして来街者の回遊

性を高めるため、マップづくりや外航客船の外国人を

おもてなしするウェルカムイベントなどを実施して

います。また、近年増えてきたマンション住民との交

流イベントを開催し、地域コミュニティの発展に努め

ています。さらに、クリーン作戦、不法駐輪対策など、

地域の課題解決のための活動にも取り組んでいます。

最後に広報活動です。協議会発足当初から発行して

いる広報誌「みなと元町タウンニュース」の発行は

200号を超え、活動内容のお知らせにとどまらず、

テーマを設定した座談会の開催などの企画記事、コラ

ム等、質の高い地域の広報媒体として定着しています。

今後益々の活動の発展により、地域をさらに魅力

化、活性化し「デザイン都市・神戸」をけん引する

ことが期待されます。

（都市計画総局まちのデザイン室）

中山手地区市街地再開発組合
中山手地区は、JR・阪神元町駅から北へ400ｍの

都心に位置し、非常に利便性が高い地域であるととも

に、北野・山本地区と旧居留地をつなぐトアロードに

面し、華僑の方が多く居住する国際色豊かな地域です。

神戸港開港以降賑わいのあった地区ですが、戦後は

老朽化した木造建築物が密集し、住商混在の土地利用

が展開されていました。

そこで、昭和63年に地区の住民が「中山手再開発

協議会」を設立し、市街地再開発事業により、防災性

の高い共同建築物(再開発ビル)や、安全で快適な歩道

状空地、地域住民の憩いの場となる公園などの、安全

で魅力あふれる都市空間の創出を目指してきました。

昨年完成した再開発ビルは、

ランドマークとなる超高層の北

棟と高層の南棟から成り、それ

ぞれの低層階とトアロード沿い

に商業・業務施設(81区画)、上

層階に都市型住宅(354戸)が配

置されています。

ビルの外観デザインには、こ

の地にあった神戸中華同文学校

の遺構と、国際色豊かなトアロ

ードの地区特性が活かされてい

ます。外壁やエントランス等に

中国建築のモチーフとして使わ

れる円形を取り入れるとともに、

低層部は六甲山系の緑彩と調和

する桜御影色により構成されて

います。また、エントランスや公園のモニュメントの

一部には、埋蔵文化財調査の際に発掘された神戸中華

同文学校のレンガを再利用するなど、「歴史と文化を

活かした」まちづくりが凝縮されています。

再開発事業が完成するまでの約21年間には、バブ

ル経済の崩壊によるデベロッパーの撤退や、阪神・淡

路大震災、長期の景気停滞など度重なる困難に直面し

ました。これらの荒波を、幾度となく乗り越えるなか

で培われてきた地域の絆が、今後の更なる街の発展に

活かされることが期待されます。

（都市計画総局市街地整備課）

平成22年度まちづくり功労賞を受賞しました

元町

三ノ宮

三宮中山手地区
市街地再開発組合

みなと元町タウン協議会

トアロード

山手幹線
鯉川筋

中央幹線

国道2号線

南棟

北棟
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さて、「有馬六景」の続き

で す 。 今 回 は 3 番目 の

『功地山
く む ち や ま

の秋の月』からです。

功地山は、現在の射場山のこ

とです。地元の人の話による

と、この山に射場さんという

家が１軒しかなかったから

そう言う名に変わったのだ

そうです。有馬の街からは東

南の方角にある山で朝日や

月があがってくる方角にあ

る山です。いにしえの時代は

「月」は直接みるのではなく、水面(露天風呂の湯？)

に写る反射した月をみるのが美しいとされていた(源

氏物語の月もそうだったという説が有力)ときいたこ

とがあります。正にそういう見方をしていたんだろう

なと想像できる方角です。現在、功地山の殆どは北六

甲台の住宅地に変貌しています。その方角、東の端は

かっての山頂を偲ばせる景色がわずかに残っていま

す。中秋には「名月」となって、晴れれば、まん丸に

美しく輝く月を眺めることができます。飛鳥井大納言

雅重は【鹿の音もふけ行夜半のやまのはにすみのぼる

つきのかげのさやけき】という歌を残しています。ま

た、摂津風土記によれば、孝徳天皇が有馬温泉に行幸

し、行在所を造られた際、此の山の木を伐った。功が

ある地だということで名がついたということです。

4 番目は『落葉山』です。

有馬三山(落葉山、灰形山、

湯槽谷山を総称)の一つ、有

馬の街から西の方角にある

山です。有馬温泉からみて裏

山のような山ですが、阪急バ

ス案内所の向いの参道入口

から石畳の階段を上ります。

ジグザグの階段が幾重にも続き、有馬グランドホテル

の広大な敷地を右に見ながら進むと、舗装路を更に上

るとひと際高い階段前に妙見寺の案内看板が立って

います。上ったり下ったりの健脚コースですが、標高

526m の頂上には妙見寺があり、ここからの夕陽は

絶景です。四辻大納言公亭卿は、この斜陽のさまを漢

詩に残しています。【落葉之山名故奇 斜陽風景更湛

思 懸知勝地常多賞 再在丹楓満墜時】

5 番目は『温泉寺の晩鐘』です。温泉寺はそれこそ

有馬の街中にある寺院で、奈良期の僧侶行基が 724

年(神亀元年)に建立したといわれています。鎌倉期に

仁西が荒廃していた寺を中興しましたが火災で焼失

しましたが、後に秀吉と北の

政所が再建しました。天正

18 年(1590 年)、温泉寺阿

弥陀堂で秀吉が大茶会を催し

たとも伝えられており、本尊

の薬師如来は地元で「薬師さ

ん」と呼ばれ親しまれていま

す。なお、寺宝の波夷羅大将

立像は国の重要文化財となっ

ています。ここの鐘楼からの

除夜の鐘が毎年、この温泉街

に響き渡っています。まさに

「聴こえてくる」鐘の音によ

って地区が一体化しているの

です。周囲の山間を支配する

晩鐘は容易にそのすばらしさ

が想像できます。この鐘楼も

去年、まちづくりの活動の中、完成しています。典仁

(閑院大宰帥典仁親王)は詠んでいます。【いく里の暮

おどろかす声ならん此やまでらのいりあいの鐘】

最後は、『有馬富士』です。

この風景は雪です。秋の深ま

り、晩秋の頃は雲海に浮かぶ

島のように見える山々の中央

に標高 374m の有馬富士が

望めます。北に位置するこの

山は雪を抱いています。しか

し近年、温暖化のせいか、上

記の鐘楼から望む「有馬富士」

に雪が覆っているのをみるの

は、かなり困難なようです。

尚實(九條左大臣尚實公)は詠

んでいます。【東海芙蓉元等名

三峰千載雪花清 何疑常欲温

泉者 好擬南山比寿栄】

有馬の自然はその四季と位置(東西南北)が見事に

一致しています。人が自然と対峙する空間は正に有馬

ならではのことなのです。有馬は古くは、「有間」と

書かれ、後に「有馬」と表記され、「阿利万」(『和名

抄』)と訓まれました。古代日本語で「アリ」は山、

「マ」は土地をあらわします。つまりアリマとは、「山

間の土地」なのです。『有馬六景』すなわち『有馬』

は現代が忘れかけている人の感性を呼び起こしてく

れる生きた空間ともいえるのではないかと思えます。

有有馬馬温温泉泉のの景景観観②② 空空間間像像研研究究会会のの活活動動 そそのの１１55

建築家 森崎 輝行（空間像研究会）

功地山

有馬富士

温泉寺の晩鐘

功地山

有馬富士

温泉寺の晩鐘

落葉山
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〈横のつながりを大切にしたネットワークづくりをめざして〉

ＮＰＯ法人「都市災害に備える技術者の会」（理事長 室崎益輝）は、会員数約

６０名のグループです。名称からも判るとおり、あの阪神･淡路大震災の経験と警

告を十二分に取り入れ、自治体や自主防災組織、防災・減災に関心を持つ市民な

どあらゆる人とのネットワークづくりに取り組んでいます。

まず、中核となる組織作りとして災害時ボランティア活動への参加を目的とし

て産・学・官を問わず土木、建築、都市計画などの各種専門技術者の集合を図り

ました。この先鋒となったのは（社）日本技術士会近畿支部の建設部会で、2004年4月に内閣府の認証を得

たＮＰＯ法人となり活動を始めました。神戸で開催されている「災害対策セミナーin神戸（以前は震災対策技

術展）」において市民参加型のシンポジウムを主催するなど、小中学生から土木を学ぶ高校生そして一般の人達

に対して、また専門家集団に対しての講演会や研修会、見学会、討論会などを企画し実施しております。

私達は、①幼少児から身体に障害を持つ方や高齢者までの災害時要援護者 ②ボランティア活動を行う学生

たち ③市民と行政の連携を図っている人たち等々とのネットワークづくりを柱に横の繋がりを大切にした活

動を続けていきますので、関心のある方々のご参加をお待ちしております。

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９時30分～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９時30分～午後５時30分（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

７/１(木) ～ ７/13(火) 兵庫運河を彩るイベントの数々 神戸市兵庫区役所
７/15(木) ～ ７/27(火) 守ろう！神戸の生物多様性 神戸市環境局
７/29(木) ～ ８/10(火) みちの学校・交通安全総点検 神戸市建設局
８/12(木) ～ ８/31(火) 神戸建築物語 神戸市都市計画総局

期 間 テーマ ・ 内 容 主 催 者

７/２(金) ～ ７/６(火) アルペジオ・合同教室 作品展<油彩・水彩等> アートフォーラム アルペジオ
７/９(金) ～ ７/11(日) 第５回 神戸群玉会 書展 神戸群玉書道会
７/15(木) ～ ７/20(火) 神戸のまちなみ・建築☆再発見！<パネル・映像他> こうべまちづくり会館
７/23(金) ～ ７/27(火) のむら・アート・るーむ作品展2010<油彩・水彩等> のむら・アート・るーむ
７/29(木) ～ ８/３(火) 第３０回 三滴会書道展 三滴会
８/５(木) ～ ８/10(火) 赤窓会 ９０周年展<写真> 赤窓会
８/12(木) ～ ８/17(火) スケッチクラブ サンツリー展<水彩・その他> スケッチクラブ サンツリー
８/19(木) ～ ８/24(火) 第６回 回転ドアの仲間たち 油彩展 回転ドアの仲間たち
８/26(木) ～ ８/31(火) 洋画作品 麓和会展<油彩・水彩> 麓和会

４月から、まちづくり会館の開館時間が午前９時３０分となりました！

発信！！まちセン研究ネット⑪ ＮＰＯ法人都市災害に備える技術者の会

第３回災害対策セミナーin神戸
におけるシンポジウム


