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■ 子供たちのまち探検 企画してみませんか! (P.1)

■ 青木地区 地区計画案の提案・「大石南町まちづくり協定」更新

地域活動啓発パンフレット「あいさつしたら安全・安心なまちになる!?」を活用しよう！(P.2)

■ 和歌山市への派遣業務を振り返って①(P.3)
■ 市民のグラフこうべ 販売しています！(P.4)
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まちづくりセンターでは、子供向けのまち歩きの企画のヒントを紹介した小冊子『まちの歩き方Vol.１ まち

歩きの視点・着眼点の紹介』を作成しました。この冊子は、小学校の先生方が校区探検を企画される際の参考

になればと考え作成したものですが、地域で行う「子供向けまち歩き(まち探検)」にもご活用いただける内容

です。まちづくりセンターのマスコットキャラクター“せん太ちゃん”と“まっちー”が紹介します。

せん太ちゃん まっちー

生まれ 2000年９月 生まれ 2011年５月
性別 不明 お仕事 妖精 性別 不明 お仕事 妖精見習い
なぜか生後間もなく、ベトナムで２ヶ月間、 生まれて間もないため、その能力は？？
海外のまちづくりを学ぶ。 小学校デビューをひかえ、希望に燃えている。
現在は小学校のまち歩き授業にも参加、人気者になる。 目標はワケト…じゃなくて、せん太ちゃん。

子供たちのまち探検 企画してみませんか！

まちの今と昔を知ろう

子供たちがまちを見るとき
に、もってほしい視点や抱いて
ほしい疑問などが、事例付きで
載ってるよ。

その一部を紹介すると･･･

どんなことが
書いてあるの？

まちの特徴を知ろう

まちや人の暮らしを支えているものを知ろう

小冊子は、こうべまちづくり会館の
ホームページからダウンロードできま
す。ＣＤ版をご希望の方は会館までお
問い合わせください。

また、会館のホームページには、素
材集も掲載しておりますので、資料づ
くりにご利用ください。
〈ホームページならびにお問合せ先〉

http://www.kobe-toshi-seibi.or.jp/matisen/
3jinzai/tanken.htm

TEL 078-361-4523 FAX 078-361-4546

どうして作ろうと思ったの？

これまで僕たちが「まち歩きの
授業」を通して子ども達に伝えて
きたまち探検の楽しさや大切さ
を、地域のことをよく知る方々の
手で子ども達に伝えてもらえれ
ばと考えたからだよ。
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青木地区は、東灘区の阪神電鉄青木駅の南に位置し、

阪神電鉄と国道43号に挟まれた住宅・商業施設等が共

存する市街地です。

当地区は、平成17年に設立さ

れた｢青木地区まちづくり協議

会｣区域の一部で、「住商が調和

したふれあい豊かなまちづく

り」を推進しており、より良好

な環境とするため、パチンコ店

やホテル等、建物の用途を制限する地区計画を検討し、

平成23年６月27日に地区計画の協議会案を神戸市へ提

案しました。これを受けて、今後、市では、都市計画

決定手続きを進めていきます。

現在、当協議会では、阪神電鉄以北においても、地区計画による建物の用途制限についての検討を始め

ています。 （都市計画総局まち再生推進課）

大石南町地区(灘区)では、「伝統を生かし、住工商が共生する下町づくり」を目指し、

平成13年に建物の用途や壁面等の位置の制限等を定めたまちづくり協定を締結しま

した。今年度、協定の有効期限を迎えたため、地域でアンケートを実施するなど、検

討を重ね、６月19日に、本協定の更新を行いました。（都市計画総局まち再生推進課）

最近、少子高齢化や家族形態の多様化などの時代の潮流の影響を受けて、地域では近所づきあいなど、

人と人とのつながりが希薄化しています。一方、様々な日常生活を巡る課題を解決するためには、個人や

家庭による「自助」に加えて、人と人とのつながりをベースとした、地域の自立的な支えあい、「共助」が

不可欠です。また、阪神淡路大震災では、人と人とのつながりが豊かで地域活動が活発であった地域ほど、

被災直後の行政機能が麻痺する中、住民による救出・救援活動、その後の復旧・復興も円滑に進み、この

度の東日本大震災でも同様のことが確認されています。

そこで震災の教訓として、あらためて地域での助け合いの大切さを再認識した

神戸市では、人と人とのつながりを豊かにする要因を計量社会学の手法により分

析しました。この結果を踏まえ、若い世代や団塊の世代などで、これまで地域活

動に関わることが少なかった市民のみなさんに関心を持ってもらおうと、人と人

とのつながりを通じた安全・安心なまちづくりという切り口から、地域活動の重

要性を５つのキーワードを用いてわかりやすく「見える化」した『地域活動啓発

パンフレット』を作成しました。少しでも多くの市民のみなさんが、自発的に地

域活動に取り組んでいただくきっかけとなれければと思っています。「イベント」

とまちづくりの密接な関係など、まちづくりのヒントが満載です。地域活動はち

ょっと･･･と思っているみなさん、まずは誰でも気軽にできる「あいさつ」から始めてみませんか?

■問合せ・入手先：市民参画推進局地域力強化推進課（電話：078-322-5189）

※パンフレットは、各区役所まちづくり課等でも配布しています。神戸市ホームページからもダウンロードできま

す（検索のところで「地域活動啓発パンフレット」と入力してください）。（市民参画推進局地域力強化推進課）

青木地区 地区計画案の提案

地地域域活活動動啓啓発発パパンンフフレレッットト「「ああいいささつつししたたらら安安全全・・安安心心なな
ままちちににななるる！！？？」」をを活活用用ししよようう！！

まちづくり協議会から
の地区計画案の提出

青木地区地区計画（案）策定区域

阪神電鉄青木駅

青木地区まちづくり協議会区域

「大石南町まちづくり協定」更新

国道 43 号
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神戸市都市計画総局市街地整備部都市整備課 熊渕淳司

○技術・技能の継承と発信

土地区画整理事業を実施する中で住民、行政とも

に困難を極める時期は、事業の立ち上げ段階と収束

段階（事業が長期化すればするほど権利関係が煩雑

になるため、収束段階の大変さは増していく）とい

われています。

和歌山市では、市が事業者となって実施した土地

区画整理事業は、昭和42年に事業を開始した2地区

（東和歌山第一地区及び第二地区）のみですが、こ

れまで収束（換地処分）には至っていませんでした。

平成17年度から21年度までの延べ5年間（私が派

遣されたのは19年度から21年度の3年間）、和歌山

市からの要請を受け神戸市の職員を和歌山市へ派

遣しましたが、こういった地方公共団体間での人事

交流は珍しいものです。我々、神戸市職員に与えら

れたミッションは、簡単に言うと、技術支援で、戦

災や震災復興事業などを経験した神戸市のもつ土

地区画整理事業推進のノウハウを和歌山市に伝え、

和歌山市の力で、事業を収束させるというものでし

た。

和歌山市は、紀州五十五万石の主城和歌山城をま

ちのシンボルとし、神戸と同じ関西でありながら、

方言、文化、風土などは、全く違う土地柄です。

私の勤務先となった和歌山市役所は、和歌山城の

眼下に位置し、春は桜、秋は紅葉など四季折々を楽

しめる最高のシチュエーションで仕事をすること

ができました。

○ 東和歌山第一地区の概要

私が担当した東和歌山第一地区周辺は、昭和３0

年代の和歌山駅周辺の発展に伴い、スプロール的に

市街化が進んでいった地域です。無秩序で狭隘とな

った公共施設の整備を図ることを目的として、昭和

41年に当地区を含む連担する2地区の土地区画整

理事業を都市計画決定し、昭和42年度に事業化しま

した。

当事業ではJR阪和線及び猫の「たま駅長」で有名

になった南海電鉄貴志川線（現在の和歌山電気鉄

道）の和歌山駅東口駅前広場（6,000㎡）や阪和自

動車道和歌山ICと和歌山市内を結ぶ都市計画道路

などを整備しました。

昭和43年の第1回の仮換地指定にはじまり、平成

2年には工事もほ

ぼ完了していまし

た。

その後、事業収

束(換地処分)に向

けて、換地計画の

策定に取り掛かり

ましたが、区画整

理事業の最後には

清算金の徴収・交

付があるため、事

業当初からの権利

者との交渉経緯や

市がこれまで行っ

てきた法定手続き

の処理状況などを

把握しなければ、

円滑な収束業務を

遂行できません。

神戸市から職員

が派遣された平成17年度段階では、これまでの事業

進捗の経緯等が把握できていない状況でした。

○我々がまず取り組んだこと

まず、我々はこれまでの事業進捗の経緯などを全

て把握、懸案を抽出し、それらの処理方針を検討す

ることとしました。

しかし、和歌山市の職員は土地区画整理事業に携

わった経験者が少なく、勿論、事業収束業務の経験

者は皆無であったため、当地区の課題の抽出及び処

理方針の検討作業に並行して、業務担当者の土地区

画整理事業についての一般的な知識の習得とスキ

ルアップを目的とする研修を実施しました。また、

必要に応じて、懸案事項の処理に係る必要な知識等

についても研修を行いました。

多種多様な懸案が明らかになり、収束に向けて通

常以上の種々の知識、判断力を要求される状況であ

ったため、和歌山市と神戸市が互いの知識を持ち寄

り、活発な意見交換をすることにより、懸案に対す

る処理を丁寧に行っていきました。

次号、「課題への具体的な取組みについて」

和和歌歌山山市市へへのの派派遣遣業業務務をを振振りり返返っってて①①
～～神神戸戸市市ののももつつ技技術術・・技技能能のの発発信信～～

東和歌山第一地区

事業実施前(S41)

現在の状況
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「市民のグラフこうべ」は、神戸市が昭和45年に創刊したグラフ誌です。（現在休

刊中）神戸の自然、文化、歴史、暮らし、まちなみ、市民のみなさんの活動など、

さまざまな観点からこうべの魅力に光を当てるとともに、毎号、特集を組み、多彩

なテーマが取り上げられています。

こうべまちづくり会館ではこの「市民のグラフこうべ」の絶版になったものを除く

バックナンバーを販売しています。また、4階のライブラリー(図書コーナー)で閲覧

していただくこともできます。(貸出はしておりませんのでご了承ください。)

なお、取り扱っているバックナンバーと価格はまちづくり会館の下記ホームペー

ジでご確認下さい。

ホームページ： http://www.kobe-toshi-seibi.or.jp/matisen/1jouhou/books/graphkobe/graphkobe.htm

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。

あーばんとーく 7 月号(No.167)第 4 面「この夏は兵庫運河にでかけよう！！／兵庫運河らしい景観づくり」の
日付に誤りがありました。正しくは上記の通りです。お詫びして訂正いたします。

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

7/28(木) ～ 8/16(火) この夏は兵庫運河にでかけよう！！・兵庫運河らしい景観づくり 兵庫区・神戸市都市計画総局

8/18(木) ～ 8/30(火) 安全なすまいのまち“神戸”をめざして・摩耶ビューライン写真展 神戸市都市計画総局・㈶ 神戸市都市整備公社

９/１(木) ～ 9/13(火) 下水道の適正利用・こうべバイオガス 神戸市建設局

期 間 テーマ ・ 内 容 主 催 者

7/28(木) ～ ８/２(火) 第31回 三滴会書道展 三滴会

８/４(木) ～ ８/９(火) 明石アートクラブ展 〈油彩・水彩〉 明石アートクラブ

8/11(木) ～ 8/16(火) コラージュって、知ってる？ 〈コラージュ〉 橋本 操

8/19(金) ～ 8/23(火) 劉 素真と神戸墨酔会 水墨画展 神戸墨酔会

8/26(金) ～ 8/30(火) 増井油絵教室 作品展 増井油絵教室

９/１(木) ～ ９/６(火) 第１２回洋画作品 麓和会展 〈油彩・水彩〉 麓和会

９/８(木) ～ 9/13(火) 第７回 回転ドアの仲間たち 油彩展 回転ドアの仲間たち

神戸市立
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

市民のグラフこうべ
販売しています！

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

お詫び
と訂正


