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■「密集市街地再生方針」に基づき、防災まちづくりを進めます！(P.1-2)

■ ～誰もが快適に暮らせるように～ 用途地域などを見直します!! 意見募集中（Ｐ.2）

■ 和歌山市への派遣業務を振り返って その2 最終回(P.3)

■ こうべまちづくり会館企画展レポートほか(P.4)
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「密集市街地」は、一般に、近くに駅や店舗があるなど暮らしやすいまちである一方、古い木造住宅が

密集し、道路が狭く、公園等が不足し、防災面や住環境など、様々な課題をかかえています。

子どもや高齢者など誰もが安全・安心で快適に暮らせる住みよいまちとして再生していくためには、ま

ちの整備改善を一歩ずつ着実に進めていくことが必要です。

神戸市では、平成23年3月に「都市計画マスタープラン」を策定し、その実現に向けた重点的な取組みと

して、「密集市街地再生方針」を同時に策定しました。この方針は、密集市街地の再生に向けて対象地域の

考え方や整備目標、施策展開の方向性を定めており、市民・事業者・行政による協働と参画の取組みの指

針となるものです。

神戸市都市計画総局では、平成23年度に「まち再生推進課」を組織し、密集市街地再生方針の具体化に

向け、防災まちづくりに重点的に取り組んでいます。 (都市計画総局まち再生推進課)

■密集市街地再生方針の概要

(1) 対象地域の考え方
密集市街地における防災まちづくりの優先度を決め、優先度に応じた取り組みを進めます。各地区の優先度は①木造建物

が多いことによる「延焼危険性」と、②狭い道路が多いことによる「避難・消火の困難性」により評価します。

中でも、大火の恐れがある町丁目(優先度１及び２)が連続し、広範囲に延焼が拡大する恐れがある市街地を「密集市街地

再生優先地区」とし、４地区(灘北西部、兵庫北部、長田南部、東垂水)を候補地として位置づけており、特に優先的に防災

まちづくりに取組んでいきます。

(2) 整備目標や施策展開の方向性

①防災面の向上

密集市街地を安全・安心なまちとして再生していくためには、

「燃え広がりにくいまちづくり」が基本となります。老朽木造

建物の除却(解体撤去)や空地の有効活用、建物の不燃化などを

促進します。

道路が狭く避難や消火が困難な地域では、「建物が倒壊せず、

避難が可能なまちづくり」が重要となります。幅員４ｍ未満の

身近な生活道路の確実な拡幅整備や建物の耐震化などを促進

します。

「密集市街地再生方針」に基づき、防災まちづくりを進めます！

大火の恐れがある町丁目が連続し、広範囲に延焼が拡大する恐れがある市街地
【【密集市街地再生優先地区密集市街地再生優先地区】】
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大火の恐れがあり、避難や消火が困難な町丁目 【優先度１】

大火の恐れがある町丁目 【優先度２】

一部で延焼の恐れがあり、避難や消火が困難な町丁目【優先度３】
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図６ 密集市街地の対象地域

（模式図）

密集市街地の対象地域
(模式図)

密集市街地の整備目標(イメージ)
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老朽木造住宅の除却の促進
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②暮らしやすさや地域の魅力の向上

防災面の向上とあわせて、地域の魅力を高める取

組みにより、住民の皆様のまちづくりへの参画や民

間事業者の参入を促し、建替等を促進することが重

要です。水や緑を取り込み、うるおいのある路地を

つくるなど、地域の特色やコミュニティを活かし、

誰もが「住みたいまち」、「住み続けたいまち」とし

て再生していくことを目指しています。

(3) 協働と参画による密集市街地再生の進め方

①地域の特性に応じた密集市街地再生の進め方

「密集市街地再生優先地区」においては、まず、地域の皆様にまちの課題や魅力を共有していただくため、まちの現状や

課題解消に向けた具体化方策などを神戸市が情報提供します。あわせて、個別に行うことができる耐震改修・建物除却・建

替や沿道の地権者等の皆様が合意すれば実施可能な細街路の拡幅整備など、すぐにできる取組みを支援します。

また、密集市街地再生優先地区以外の地域においても、地域の自発的な取組みを支援していきます。

②密集市街地のまちづくりの支援体制

市のまちづくり関係部局が連携してまちづくりの各段階に応じた支援を行っていきます。こうべまちづくりセンターによ

るまちづくりを担う人材育成や、地域コミュニティと行政をつなぐ専門家の派遣を行います。

③すまいの建替・改修や土地活用の相談体制

建築、土木、法律、資産運用、不動産取引、金融など多様な分野の専門家と連携し、すまいの建替・改修や土地活用によ

る不燃化・耐震化を促進します。

まちの中には、住宅・店舗・工場など、さまざま

な建物があります。市は、これらの建物が適正に配

置された良好なまちをつくるため、「用途地域」な

どの土地利用ルールを定めています。

この度、概ね５年ごとの「用途地域」などの見直

しを行うにあたり、みなさんの意見を募集します。

◆調和のとれたまちづくり
時代の変化とともに、商店街や工場の跡地に住宅

が建設されるなど、これまでとは異なる土地の利用

が見られます。市は、このような変化に対応し、調

和のとれたまちづくりを進めるため、建物が無秩序

に建てられることを防ぎ、地域ごとに、土地の使い

みちや建物の規模などを定める「用途地域」を見直

します。

今回の見直しでは、住環境を守ることや、住宅・

店舗・工場などの建物の混在を防ぐこと、まちの活

力を向上させることなどを重点的に検討します。

◆高さ制限の見直しも
用途地域の見直しに合わせて、良好な住環境を確

保するために、建物の高さの制限を定める「高度地

区」の見直しも行います。

これは、例えば高さや規模が周辺と大きく異なる

マンションの建設を防ぐなど、地域の特徴に応じて、

きめ細やかにその高さを制限しようとするもので

す。

これまで指定していなかった地域を「高度地区」

に指定することや、高さの上限を追加で定めること

などを検討していきます。

◆意見をお寄せください
この度、用途地域と高度地区の見直しの方針に対

する意見を募集します(下記参照)。この方針をより

良いものにするため、みなさんの幅広い意見をお寄

せください。

寄せられた意見などをふまえ、今年中に用途地域

などの見直し素案をつくります。そして、素案に対

する意見を募集した後、平成24年度末に正式に決定

する予定です。

(都市計画総局計画課 TEL 322-5480/FAX 322-6095)

～誰もが快適に暮らせるように～

用途地域などを見直します!!

緑とうるおいのある路地づくり例 空地を公園に整備した例

意見募集の概要
▼方針の閲覧場所＝都市計画総局計画課(市役所2号館4階)、

各区まちづくり課など

▼募集期間＝8月15日(月)～9月30日(金)

▼提出方法＝郵送(〒650-8570 住所不要)か、

FAX(322-6095)か、電子メール(ホームページから)か、

持参で都市計画総局計画課へ

※詳細は下記ホームページをご覧下さい。
http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/urban/y
outo_minaoshi/
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○課題への取り組みについて

前号のおさらいになりますが、昭和42年からスタ

ートした土地区画整理事業の進捗が停滞していた

和歌山市から要請を受け、戦災や震災復興事業など

を経験した神戸市では、和歌山市の土地区画整理事

業を収束させるべく技術支援を目的として職員を

平成17年度から21年度までの延べ5年間に渡って

派遣しました。

神戸市職員による具体的な取組みは、和歌山市の

職員に対して、土地区画整理事業に関する一般的な

知識の習得とスキルアップを目的とする研修と、必

要に応じて、懸案事項の処理に係る必要な知識等に

ついても研修も行いました。

土地区画整理事業ではほとんどの土地において、

土地の一部を供出(いわゆる「減歩(げんぶ)」)し、

移動(いわゆる「換地(かんち)」)するわけですが、

事業収束時には、事業の実施前の土地と実施後の土

地について、民事上の権利の変動についても移行さ

せる必要があるため、「換地計画」を作成します。

その際、事業により土地の評価額に不均衡が生じ

るものについては、事業収束後に金銭で清算(いわ

ゆる「清算金」)するため、「換地計画」では清算金

の確定が必要となります。

清算金は、土地区画整理事業の施行前の土地評価

額と施行後の土地評価額の差額となります(式１)。

清算金＝整理前評価額―整理後評価額 (式１)

また、土地評価は路線価(土地単価)に地積及び

種々係数を乗じたものとなります(式２)。

土地評価＝路線価×地積×各種係数 (式２)

東和歌山第一地区では、事業当初の土地評価にお

ける「路線価」、「地積」、「係数」の３要素すべての

設定・考え方について、これまでの経緯を整理し、

必要に応じて是正する必要がありました。

これらについて是正・検討の必要が生じていた理

由は、「施行者(市)が悪い」というわけではなく、昭

和42年の事業実施以降、土地評価についての考え方

について大きな変化があったからです。

事業実施当時は、区画整理における土地評価につ

いては研究もされ著書等にも論じられてはいたも

のの、一般化されたものがありませんでした。

しかし、昭和53年に土地区画整理事業に係る実務

が、定型化(現在の「土地区画整理事業実務標準((財)

まちづくり区画整理協会)」に明文化)されました。

このことにより、事業実施当時の土地評価の考え

方と現在の土地評価の基準(「定型化」)とを照らし

合わせながら、これまでの経緯などを丁寧に整理す

る必要が生じたというわけです。

○まとめ

このたびは土地区画整理事業の技術支援を目的

とした人事交流でしたが、土地柄などは違えど、同

じ実務をしている基礎自治体(市町村)間で、職員を

派遣することによって、派遣先の自治体の実態や諸

状況を把握できることや、その職務に対する視野も

広がり、相互に優れたところを事務的・技術的な面

から取り入れることが可能になると感じました。こ

れは公務員ばかりでなく民間企業等においてもそ

うですが、今までの固定概念の中で仕事をしている

と、その仕事に対して新たな発想をするなどの研究

心も無くなり、従来の方法で無難に仕事をこなすだ

けの人間に、誰しもがなりがちです。人事交流によ

り、職員や組織全体の職務に対する意識の高揚や活

力を養うことができ、各市町村における職員間の親

睦・融和がより一

層図られること

等が、利点と言え

ます。国や県の職

員が市町村へ派

遣されることは

よくありますが、

基礎自治体同士

での横断的な職

員派遣はまだま

だ珍しいもので

す。そういう意味

でも和歌山市は

素晴らしい英断

を下したと思い

ます。

～～神神戸戸市市のの持持つつ技技術術・・技技能能のの発発信信～～

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 そそのの２２((最最終終回回))
神戸市都市計画総局市街地整備部都市整備課 主幹 熊渕淳司

和歌山駅東口駅前広場(6,000 ㎡)

和歌山港鳴神山口線(25m)
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7月21日(木)から26日(火)までの6日間、「消えゆ

く神戸風景を追って」をテーマに『1998年～2011

年神戸ドックとその周辺―徳永 卓磨展』を開催し

ました。

戦前から戦後の高度成長期にかけて、神戸の基幹

産業として栄えた造船業も時代の進展とともに衰

退の一途をたどり、特に阪神淡路大震災の後は、『み

なとまち神戸』の原風景とも言えるまちなみが失わ

れてきています。神戸で生まれ育った徳永氏は、「震

災にも耐えて残ったこの風景が、消滅する前に描き

留めておきたい」との思いで、毎日のように中央区

東川崎町や兵庫区東出町、西出町に足を運び、「神

戸ドック」やその周辺の工場、店舗など、今失われ

つつあるまちなみを精力的に描いてこられました。

企画展期間中、会場へは1,322人もの方が来場さ

れ、「主人が神戸ドックに勤務しており、懐かしさ

から出掛けてきた」「幼い頃この付近に住んでいた。

当時を思い出し、とても懐かしかった」「目の前に

海と油と鉄サビのにおいがあるような気になった。

心に残る展覧会でした」など、大変感動したとの感

想が数多く寄せられました。

第5日目(7月25日)には、来場者が1,000人に達し、

家族で神戸に遊びに来て、たまたま会場に立ち寄っ

た滋賀県守山市在住の胡中 彩那ちゃん(9歳)に、記

念の画集が手渡されました。

今回の企画展の記念として、徳永氏の「神戸異人

館」「ラマンチャの白い町」、夫人との共作「スペイ

ン」などの画集を、当会館図書コーナーにご寄贈い

ただきました。

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

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

9/15(木) ～ 9/27(火) 神戸ビエンナーレ 2011 神戸市市民参画推進局

9/29(木) ～ 10/11(火) 防犯啓発パネル展 神戸市危機管理室

期 間 テーマ ・ 内 容 主 催 者

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

9/15(木) ～ 9/20(火) 神戸写遊会 写真展 神戸写遊会

9/22(木) ～ 9/27(火) デジタル書作家協会展 〈デジタル書道〉 デジタル書作家協会

9/29(木) ～ 10/4(火) 森の会展 〈油彩・水彩等〉 森の会

10/6(木) ～ 10/11(火) 神戸・大阪・京都レトロビルスケッチ原画展 〈水彩〉 善九郎工房

10/13(木) ～ 10/18(火) スケッチクラブ サンツリー展 〈油彩・水彩〉 スケッチクラブ サンツリー

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

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

こうべまちづくり会館企画展レポート

来場1000人目の
胡中さんご一家と


