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■ ＫＯＢＥ･モノクロームの眺め-西田眞人 日本画下絵展-開催！！ ほか(P.1)

■ 第13回 神戸まちなみ緑花コンクール入賞作品*決定!! ほか(P.2)

■ 名取市への派遣～復興計画への支援を振り返る その2 最終回(P.3)

■ 三都市連携セミナー・参加者募集！ほか(P.4)
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来る11月10日（木）から22日（火）までの12日

間、「KOBE・モノクロームの眺め―西田 眞人 日

本画下絵展―」と題して、恒例のギャラリー企画展

を開催します。（午前9時30分から午後6時まで。

但し、11月16日（水）は休館。）

こうべまちづくり会館では、「神戸のまちなみ・

風景」を描く著名な作家の協力を得て、毎年、企画

展を開催していますが、今回は、平成20年度神戸市

文化賞を受賞された神戸市出身の日本画家 西田

眞人氏の作品を展示します。1952（昭和27）年神

戸市に生まれた西田氏は、兵庫県立兵庫高校から京

都市立芸術大学に進まれ、1978年同大学日本画科

を卒業。その後1993年に青塔社に入塾、池田道夫

氏に師事して精力的に制作活動に取り組まれまし

た。1995年には『黒いアーケード』で、1998年に

は『静まる刻』で日展特選を受賞されました。この

間、各種美術展賞や奨励賞を受

賞されたほか、2003年・2008

年に日展の審査員も務められま

した。現在も京都市立芸術大学

教授として後進の指導にあたら

れています。

今回の企画展では、日本画本

画ではなく、下絵ばかり約30点

を展示・観覧いただきます。日本画は、絹布や和紙

に岩絵の具を膠（にかわ）で溶かしたもので彩色し

ていきますが、油彩画などとは異なって途中で構図

などを変更しづらいため、スケッチ、小下絵（エス

キース）、作品と同じ寸法の大下絵といった過程を

経て本画が完成します。制作過程の下絵が観客の目

に触れることは、普段の展覧会ではありませんが、

西田氏の下絵は、精緻・細密を極め、影や闇の中に

消えてしまう部分も綿密に描いておられるなど、単

なるスケッチにとどまらず、下絵もまた作品と呼べ

るほど完成度の高いものです。

今回の企画展では、阪神・淡路大震災及びその前

後の神戸風景が描かれた作品を展示します。鉛筆の

濃淡だけで描かれたモノクロの眺めをそれぞれの

思いでご高覧ください。

ＫＯＢＥ・・モモノノククロローームムのの眺眺めめ -西田眞人 日本画下絵展- 開催！！

お
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♪パソコンから♪
下のメールアドレス宛てに「メ
ルマガ配信希望」という件名の
メールをお送りください。
mati3@kobe-toshi-seibi.or.jp

♪携帯電話から♪
右のQRコードを携帯電話で読み取
り、「メール作成」をクリックして、
そのまま、まちづくり会館にメール
してください。

au と softbank
の方はこちら▼

docomo
の方はこちら▼

＊
＊
＊
＊
＊
＊

はじめます♪ ♪初回は11月中旬配信予定♪

この度、あーばんとーく，ホームページに加え、新たな情報ツールと
して「まちセンメールマガジン(愛称：せん太ちゃん通信)」をはじめること
になりました！まちづくりの旬なネタを、メルマガならではのフットワ
ークでご提供していきます。
パソコンでも携帯電話でもご利用いただけます。誰でもいつでも簡単

に登録＆解約できますので、お気軽にお試しください♪

こ う べ
まちづくり会館
企 画 展

このまちづくり本
おススメです！

こんなまちづくりの
イベントあります！

← せん太ちゃん
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詳細は花と緑のまち推進センターホームページをご覧ください。

ホームページ：http://www.kobe-park.or.jp/hanamidori/event/07_machinamin.html

(公財)神戸市公園緑化協会が主催する「神戸まちなみ緑花コンクール」では、毎年個性的で美しいまちな

み創造に向けて、日頃から努力されている個人や団体を表彰しています。市民の皆さんの花や緑への関心

の高さを反映し、管理方法やデザインに創意工夫を凝らした作品が年々増えてきています。第13回を迎え

る今年は、住宅緑花部門(個人)125点、まちなみ緑花部門(店舗・団体)42点の計167点の応募がありました。

この中から「神戸まちなみ緑花大賞」をはじめ、「こうべまちづくりセンター賞（住宅緑花部門/まちな

み緑花部門）」などの入賞作品計52点が選ばれ、10月15日(土)神戸総合運動公園で行われた「緑と公園のつ

どい」で表彰されました。

こうべまちづくりセンターは、これからも花と緑あふれるまちなみの創造を応援していきます！

まちづくり会館では、ホームページにより新鮮なまちづくり情報をお届けしています。

これまでも、東日本大震災を契機に復興関連情報や震災復興まちづくりニュースなどを掲載するまちづ

くり情報のページを作成するなど、「協働のまちづくり」の情報発信に努めてきました。

今回、地域のまちづくり活動を紹介する

ページを追加しました。昨年度、まちづ

くり支援のため、専門家を派遣した地域

の活動の様子を紹介したまちづくり協議

会シートを新たに掲載しています。毎年、

開催されるコンサルタント派遣成果報告

会もあわせて紹介していきます。

地域のまちづくりで活動されている方、

これから参加したいと思っている方など、

地域のまちづくりを考えるときのヒント

を探すため、まちづくり会館ホームページ

をのぞいてみませんか。

こうべまちづくり会館ホームページでまちづくりのヒントを探してみよう!!

垂水区 赤理邸

神戸まちなみ緑花大賞

垂水区 保田邸

こうべまちづくり
センター賞

（住宅緑花部門）

東灘区 有限会社 芦屋ドレス

こうべまちづくり
センター賞

（まちなみ緑花部門）

第 13 回 神戸まちなみ緑花コンクール入賞作品*決定!!

ホームページ：http://www.kobe-toshi-seibi.or.jp/matisen/index.htm

まちづくり協議会シート
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前回は、宮城県名取市の被災状況や支援業務の概

要について述べました。今回は、復興計画の支援の

取り組みについて具体的に説明したいと思います。

○復興計画について

「名取市新たな未来会議」では、閖上(ゆりあげ)

地区の復興計画案についての議論が大半でした。

名取市震災復興室は、未来会議の提言の予定日(8

月12日)までに意見集約を目指すべく、地元との意

見交換会を開催しました。意見交換会では、個人が

国などの支援なしで個人で移転する方法以外に、防

災集団移転促進事業と土地区画整理事業(現地再建)

の2つの手法について説明がありました。

○復興計画案作成に関する地域の合意形成支援

閖上地区の復興計画では、スピードを重視し、個

人での移転以外に、現行法の下で実現可能な2つの

案(集団移転・現地再建)が提示され、それぞれのメ

リット・デメリットを比較し

ながら、未来会議の場に留ま

らず、個々の仮設住宅を巡り、

文字通り市民と膝を交えなが

ら意見交換を行いました。

意見交換会は、商工会、愛

島東部・箱塚屋敷・美田園第一・箱塚桜・植松入生

の各仮設住宅や雇用促進住宅の入居者の方々と行

いました。いずれの意見交換会にも、神戸市職員と

して同行し、神戸の事例等を説明しました。名取市

による復興計画案の説明の後の質疑応答では、「神

戸はどのように復興したのか?」との質問もあり、

また説明会終了後に、「個人的にこの計画について、

どう思うか?」との感想を求められることもありま

した。特に、どの仮設住宅でも「よく神戸から来て

くれた」と歓迎していただいたのが印象的でした。

○意見交換会・未来会議での反応

意見交換会では、残された数少ない財産である土

地についての質問が多く、集団移転では移転先は借

地になる点と危険区域の指定による土地の価値の

減少が重く受け止められているようでした。

一方、津波による被害が鮮明に残っている人々か

らは、どんな形でも現地再建はありえないという意

見が出され、議論は平行線が続いています。

○名取市の今後

名取市は現行法の下では現地再建+区画整理が

最良の選択と考えており、区画整理事業に向けた手

続き及び合意形成が、今後の課題になります※。

これから事業が本格化していく中で、さらなる神

戸市職員の派遣などが予想されますが、阪神大震災

の経験をうまく名取市に伝えていくことが、復興へ

の大きな支援の一つとなると思います。

※平成23年9月には、名取市は、区画整理による閖上地区の

まち再建の方針を盛り込んだ復興計画の素案を作成し、

住民の意見募集を行ないました。

名名取取市市へへのの派派遣遣～～復復興興計計画画へへのの支支援援をを振振りり返返るる
神戸市都市計画総局計画部計画課 主査 橘 孝夫

そそのの２２
((最最終終回回))

現行法(平成23年7月)の下で検討された事業手法

◆防災集団移転促進事業(集団移転・高台移転)

被災した土地を「危険区域」に指定した上で、地域

が一団となって集団で移転する場合に、事業費の3/4

を国が補助する事業。(補助金額に上限があるため、規

模が大きくなると地方自治体の負担が増加)

移転先は国や地方自治体が用意するが、基本的に借

地となる。(払い下げは可能)

◆土地区画整理事業(現地再建)

被災した土地に安全対策及び地盤のかさ上げを行

った後に、区画整理を実施して避難経路である道路や

避難施設といった公共施設の整備を実施する事業。

公共施設等の整備にあてるため、土地の減歩(げん

ぶ)が生じるが、元々の土地の権利については換地(か

んち)によって守られる。

図の出典：第6回名取市新たな未来会議 配布資料より抜粋

美田園第一仮設住宅

図 1 移転(集団)により再建する場合の例

図 2 現位置で再建を行う場合の例
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神戸市すまいの安心支援センター“すまいるネット”では、京都、大阪の各センターと建築学会と連携

した事業を行っています。

今年度は、最近頻発している自然災害に対し、地域でどのような備えができるのかをテーマに、下記の

とおりセミナー(参加費無料・事前申込要)を開催しますので、みなさん、ぜひご参加ください。

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

10/27(木) ～ 11/８(火) くらしの中の計量 神戸市市民参画推進局

11/10(木) ～ 11/22(火) 悪質商法・生活情報センターパネル展/西区魅力再発見！写真・絵画コンクール 神戸市市民参画推進局/西区

11/24(木) ～ 12/6(火) 市民花壇コンクール入賞作品展/「道場・八多・大沢町」合併60周年パネル展 (財)神戸市公園緑化協会/北区

期 間 テーマ ・ 内 容 主 催 者

10/27(木) ～ 11/１(火) 第１０回 きんもくせいの会 絵画展 〈水彩・その他〉 きんもくせいの会

11/４(金) ～ 11/８(火) 木製帆船模型作品展 神戸帆船模型の会

11/10(木) ～ 11/22(火)

※16日(水)は休館です。

こうべまちづくり会館企画展
「KOBE・モノクロームの眺め―西田眞人 日本画下絵展」

こうべまちづくり会館

11/24(木) ～ 11/29(火) 第38回 チェリーの会展 （油彩・水彩） チェリーの会

12/1(木) ～ 12/6(火) 川崎重工グループ 絵画展 （油彩・水彩等） 川崎重工グループ

12/8(木) ～ 12/13(火) 彩風会展 （水彩） 彩風会

12/16(金) ～ 12/20(火) 「キルト♡マインド」パッチワーク作品展 宮本純子

いのちをまもる・地域でまもる“減災”まちづくり
～神戸・大阪・京都、三都の市民が地域で備える知恵の交換～

■日時 平成23年12月3日(土) 13:30～17:00
第１部：パネルディスカッション 第２部：グループディスカッション

■会場 こうべまちづくり会館 ２階ホール ■定員 60名

■パネリスト 【京都】榊 一矢 氏 ［京都市上京区／春日住民福祉協議会会長代行］
【大阪】岡本 秀男 氏 ［大阪市東成区／今里連合振興町会副会長］
【神戸】加藤 正博 氏 ［神戸市灘区／新在家まちづくり委員会副会長］

■コーディネーター 髙田 光雄 氏 ［京都大学大学院工学研究科教授］

主催：(財)京都市景観･まちづくりセンター、大阪市立住まい情報センター、神戸市すまいの安心支援センター

共催：(社)日本建築学会住まいづくり支援建築会議支援事業部会

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

三都市連携セミナー・参加者募集！

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

申込・問合せ先：神戸市すまいの安心支援センター“すまいるネット”(〒651-0096 神戸市中央区雲井通5-3-1 サンパル４階)

TEL：078-222-0186 FAX：078-222-0106 ホームページ：http://www.smilenet.kobe-jk.or.jp


