
こうべまちづくり会館ニュース

あーばんとーく
Kobe UrbanTalk

20１1年１月号（第１61号）
■震災復興モニュメントを訪ねてのぶらり歩き（P.1）

■空から見た震災復興写真展（P.２）

■連載 まちづくりのリーダーの言葉から①「リーダーの心得」（P.3）

■図書紹介「阪神･淡路大震災特集」 ほか（P.4）
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平成7年1月17日の「阪神・淡路大震災」から16

年が経ちました。神戸市は震災復興事業として、土

地区画整理事業で11地区、市街地再開発事業で2地

区を実施し、各事業とも最終段階を迎えています。

今回、『震災復興モニュメント』を訪ねて、改め

て各現地を歩き、これまで写真でしか見たことのな

いものも実際に見ました。そこではモニュメント以

外にも新たな発見も数々ありましたが、ここでは

『モニュメント』を中心に紹介します。

モニュメントには、(1)地元が設置した震災の犠

牲者の慰霊碑・メッセージ、(2)事業の完成記念碑、

(3)各地元の特徴的な道標・その他震災以前から

元々あったものなど色々ありますが、今回はその中

から代表的なものを紹介します。

(1) 慰霊碑・メッセージ

①森公園内「鎮魂」、②六甲道南公園内「鎮魂」、

③琵琶町公園内「あの刻を忘れない」、④六甲町線

「未来へ」、⑤川池公園内「いのちの碑」、⑥みくら

すいせん公園内「希望のモニュメント」、⑦すがは

らすいせん公園内「哀悼と希望と･･･(すいせんのモ

ニュメント)」、⑧菅原通４丁目「フーテンの寅さん」、

⑨御蔵北公園内「鎮魂」、⑩水笠通公園内「新長田

駅北地区震災復興の碑」、⑪水笠通公園内「水笠通

二丁目の碑」、⑫若松鷹取公園内「鎮魂」、⑬千歳公

園内「千歳復興の礎」

(2) 事業の完成記念碑

①稲荷筋「魚屋道」、②琵琶町公園内「協働のま

ちづくり」、③六甲道駅南公園内「イタリア広場

(valley：バレー)」、④若松鷹取公園内「協働のまち

づくり」

(3) その他のモニュメント

①森公園内「記念：森土地区画整理組合」、②稲

荷筋「稲荷之社」、③御蔵北公園内「御蔵遺跡」、④

御蔵南公園内「御蔵公園の楠」、⑤水笠通１丁目「神

戸高等工業学校発祥の地」、⑥細田町７丁目「高取

山本道」、⑦水笠通公園内「水笠遺跡」、⑧千歳公園

内「千歳小学校発祥の地」「二宮尊徳像」、⑨今では

有名となった若松公園内「鉄人28号」、⑩新長田駅

南地区周辺「三国志石像」など

モニュメントの他にも、公園・ポケットパークや、

歩道舗装に特徴のあるタイル（魚、琵琶、通り名称、

靴型･サイン入り等）、個性のある車止め、せせらぎ

など、地域の特徴を持たせた“復興のまちづくり”

が行われているので、みなさんも一度現地を歩いて

みてはどうですか。

最後に、現地での見落としや紙面の関係で、紹介

できなかったモニュメントもあると思いますが、お

許しを！また、設置されて年月が経過したモニュメ

ントの中には、刻まれている文字が読めない状態と

なっていたのが少し残念です。

（神戸市都市計画総局 市街地整備課）

阪神・淡路大震災から 16 年 ―

＜震災復興モニュメント＞を訪ねてのぶらり歩き

モニュメント位置図及び代表的なモニュメント写真（どのモニュメントがどこにあるかご存知ですか？正解は次のページへ）
※モニュメントの拡大写真はまちづくり会館ホームページでもご覧いただけます。 ＵＲＬ http://www.kobe-toshi-seibi.or.jp/matisen/index.htm
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神戸市では、阪神・淡路大震災からの大規模被災

地の復興を図るため、震災復興の土地区画整理事業

と市街地再開発事業を実施してきました。

震災の教訓を活かした、安全・安心で快適なまち

づくりを目指して、事業を進めてきました。都市の

基盤となる幹線道路や都市公園を整備し、併せて、

地域の中の生活道路やポケットパークなどの生活

基盤や、非常時には初期消火及び生活用水となる

「せせらぎ」等を整備しました。また、限られた土

地を有効活用するために、「共同建替」による住宅

の再建も促進してきました。

また、協働のまちづくりを推進するため、まちづ

くり協議会の組織化や、コンサルタント等のまちづ

くり専門家の派遣などにより、地域の皆さんがまち

づくりの提案をまとめることができるよう支援し

てきました。

現在、土地区画整理事業は、最も面積が大きい新

長田駅北地区（約60ha）で、平成22年度中の完了（換

地処分）を予定しています。これで、市が取組んで

きた11地区のすべての換地処分となります。

一方、市街地再開発事業は、2地区のうち、六甲

道駅南地区は完了し、施行中の新長田駅南地区にお

いても、現時点で30棟の再開発ビルが完成し、住宅

や商業施設は、従前を上回る規模が整備されていま

す。

この度、これら震災復興の事業の歩みをご紹介す

るために、1月6日（木）から2月1日（火）まで、「空

から見た震災復興写真展」を開催いたします。震災

復興事業を行った市街地を５つに区分し、それぞれ

の「震災前」、「震災直後」、「現在」の航空写真を約

100cm×70cmの大型のパネルにして展示するもの

です。航空写真では一軒一軒の家々の様子を見るこ

とができ、道路や公園の整備や建物再建の状況など、

復興の過程と現在のまちの姿がわかります。是非お

越し下さい。

（神戸市都市計画総局 市街地整備課）

阪神・淡路大震災から 16年 ―

空から見た
震災復興写真展

開催期間：

平成23 年１月6 日（木）～２月1 日（火）

午前9：30～午後6：00
※毎週水曜日は休館日です。

場所：こうべまちづくり会館１階

パネル掲載地区
森南

○区 森南第一地区・森南第二地区・森南第三地区

六甲道駅

○区 六甲道駅北地区・六甲道駅西地区

○再 六甲道駅南地区

松本

○区 松本地区

御菅

○区 御菅東地区・御菅西地区

新長田駅・鷹取東

○区 新長田駅北地区・鷹取東第一地区・鷹取東第二地区

○再 新長田駅南地区

※○区 ：土地区画整理事業、○再 ：市街地再開発事業

▲ 震災直後(上)と現在(下)の松本地区の様子

昨年の写真展の様子

◆一面の答え◆ Ａ若松鷹取公園内「鎮魂」 B六甲道駅南公園内「イタリア広場(valley：バレー) C 千歳公園内「千歳復興の礎」 D 若松
公園内「鉄人 28 号」 E 水笠通公園内「新長田駅北地区震災復興の碑」 F 琵琶町公園内「あの刻を忘れない」 G 水笠通公園内「水笠通
二丁目の碑」 H 琵琶町公園内「協働のまちづくり」 I 御蔵北公園内「鎮魂」 J 六甲駅南公園内「鎮魂」 K 菅原通４丁目「フーテンの
寅さん」 L 森公園内「鎮魂」 M 六甲町線「未来へ」 N みくらすいせん公園内「希望のモニュメント」 O 川池公園内「いのちの碑」
P 稲荷筋「魚屋道」 Q 若松鷹取公園内「協働のまちづくり」 Rすがはらすいせん公園内「哀悼と希望と･･･(すいせんのモニュメント)」
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こうべまちづくり学校は、地域でまちづくりに取り組む皆さんの学習の場として、毎年 5 月下旬から、

こうべまちづくり会館で開催しています。平成 22 年度は基礎講座約 70 名、専修講座は７コースで約 250

名（重複受講を含む）の方が受講されました。今年度の専修講座「まちづくり実践ゼミ」、「まち歩き実践

ゼミ」では「人とまちづくり」をテーマに、景観、防災、子育て、自治会、

PTA など様々な分野で活躍されている方々を講師に招き、お話をうかがいま

した。講師の皆さんの実体験からのお話は、まちづくりのヒントの宝庫。これ

から３回の連載で、「あーばんとーく」をお読みの皆さんにも、その一部をお

伝えしたいと思います。今回はリーダーとして活動する上でのヒントを集めて

みました。講師の皆さんのお気持ちを、少しでもお伝えできれば幸いです。

◆ 自分一人で頑張りすぎない

リーダーの皆さんは意識が高く、課題もたくさん

見えています。気がつけば、思わず何もかも背負い

込んでいることも。頑張れば頑張るほどその傾向は

強くなります。でも、まちづくりはみんなで進める

もの。一人で頑張りすぎると、他の人たちにとって、

まちづくりは他人事になってしまいます。人にまか

せてみるのもリーダーの役割。テーマごとに実行委

員会をつくって、できるだけ多くの人に経験を積ん

でもらう工夫をしている地域もあるようです。

◆ 支援しすぎると人は育たない

子育てサークルを運営していると、支援する人と

支援される人とに二極化されていると感じるそう

です。やればやるほどお母さんたちは受身になって、

やってもらうのが当たり前になってしまいます。

「子どもを育てる上で、必要な負担まで支援してし

まってはいけない。」お母さんたちが、自分たちの

力で支えあえる環境をつくっていくことが大切だ

と言われていました。

また、大変な思いをして活動を立ち上げた人は、

他の人の活動を見て、「今こんなことで困っている

んじゃないか？」と想像力が働くそうです。後継者

を育てるには、先回りして苦労せずに済むようにし

てあげるのではなく、あえて困難を乗り越えてもら

う、そんな視点も必要かもしれません。

◆ 文句を言う人を集めて、やり方を決めれば、

もう文句を言う人はいない

PTA の役員には、なりたくないという人が多いの

ではないでしょうか？それぞれに事情があるのは

わかりますが、それでは一部の人に大きな負担がか

かることになります。そこで講師ご自身が PTA 会

長の時、役員の決め方について文句を言いたい人に

集まってもらって、どうやって決めたらいいかを考

えてもらったそうです。その人たちが決めたことは、

役員でなくてもできることはみんなで分担し、役員

の負担を大幅に軽減することと、役員にあたったら

どんな事情があっても断らないというルールでし

た。「文句を言う人を集めて決めたから、もう文句

を言う人はいなかった。」「みんなで決めたというこ

とが最終的に納得につながった。」と話されていま

した。

◆ まちづくりは、人のためではなく、

自分のためにやる

こういうと意外に思われるかもしれません。でも

自分が人のために頑張っているのに、みんなが無関

心だと感じたとき、強い無力感を覚えることがあり

ます。「ありがとうという言葉を期待する自分」か

ら、「やりたいからやっている」「必要がなくなれば

やめればいい」と気持ちを切り替えることも、時に

は必要です。「活動することでいろいろな人に出会

うことができた」というような「自分にとってのメ

リット」も大切でしょう。また、愛するまちのため

に「自分が納得できる活動がしたい」ということも、

自分のためのまちづくりの一つなのかもしれませ

ん。

いかがでしたか？リーダーとしてまちづくりに

取り組まれている皆さんには、思い当たるところも

あったのではないでしょうか。次回は参加の輪を広

げるためのヒントについて考えたいと思います。

なお、この企画では短い言葉で文意をお伝えする

ため、発言者の異なる複数の言葉をつなぎ、私の解

釈によって意訳しています。発言者の言葉を正確に

記録するものではないことをご了承ください。

この連載について、皆さんからのご意見をお待ち

しています。

「「リリーーダダーーのの心心得得」」
連連載載 ままちちづづくくりりののリリーーダダーーのの言言葉葉かからら①① ここううべべままちちづづくくりり学学校校をを振振りり返返っってて

神戸市都市計画総局地域支援室 髙木雅章

▲ まちづくり学校講義風景
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こうべまちづくり会館４階のまちづくりライブラリー(図書コーナー)より、所蔵図書をご紹介します。

今月の17日で、阪神・淡路大震災から16年を迎えます。震災は神戸のまちづくりにおいても大きな影響

を与えました。ライブラリーでは、ここでご案内している図書以外にも、震災直後の新聞の縮刷版や行政

資料等、震災に関連した図書を多数取り揃えています。震災を経験されてない方はもちろん、経験された

方も震災の記憶を風化させないために、是非ご利用いただき、震災について考える機会とされてはいかが

でしょうか。

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。

期 間 テーマ ・ 内 容 主 催 者

1/6(木) ～ ２/1 (火) 空から見た震災復興写真展 神戸市都市計画総局

2/3(木) ～ 2/15(火) 橋梁模型コンテスト展／北区フォトコンテスト入賞作品展 神戸市建設局／北区

2/17(木) ～ 3/1 (火) ユニバーサルデザイン／容器包装プラスチック分別収集 神戸市保健福祉局／環境局

期 間 テーマ ・ 内 容 主 催 者

１/６(木) ～ １/10(月) 「元町商店街を描く」ほか <水彩・パステル〉 井場 洋一

１/13(木) ～ １/18(火) 神戸大学写真部 部展 〈写真〉 神戸大学 写真部

１/21(金) ～ １/25(火) 第22回 公募写真展 〈写真〉 ㈶ 兵庫労働者福祉基金協会

1/27(木) ～ 2/1(火) 住みよい神戸のいえなみ・まちなみ絵画作品展 〈油彩・水彩等〉 神戸市建築協定地区連絡協議会

2/3(木) ～ 2/8(火) KSC 11・12期絵画同好会 合同作品展 〈油彩・水彩等〉 ＫＳＣ １１・１２期絵画同好会

2/10(木) ～ 2/15(火) もとまちハートミュージアム2011 〈油彩・水彩等〉 もとまちハートミュージアム実行委員会

2/17(木) ～ 2/22(火) 第８回 須磨火曜スケッチの会 作品展 〈油彩・水彩〉 須磨火曜スケッチの会

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

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

まちづくりライブラリー
（図書コーナー） 図書のご案内 ～～阪阪神神・・淡淡路路大大震震災災特特集集～～

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

「神戸発―復興危機管理 60 則」
(金芳外城雄著・平成 21 年)

阪神・淡路大震災の復興の第一線を走り

続けてきた著者が、15 年に渡る自らの経

験などを「法則」としてまとめています。

「伝える 阪神淡路大震災の教訓」
(阪神・淡路大震災復興フォローアップ委員会監修・平成 21 年)

復興 10 年総括検証報告書を基に、震災

の復旧・復興からの教訓を抽出し、「いの

ち」「暮らす」「創る」「支える」の 4 つの

切り口で整理しています。

「忘れない 1.17震災モニュメントめぐり」
(震災モニュメントマップ作成委員会他編著・平成 12 年)

本紙１面で紹介した震災モニュメント

をふくめ、神戸市・西宮市・淡路島など

にある震災モニュメント120カ所を紹

介しています。

その他、報道写真等の写真集等も多数取り揃えています。


