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■ 「デザイン・クリエイティブセンター神戸」がグランドオープン！(P.1)
■ 西神ニュータウンの歩みと西神ニュータウン研究会の活動(P.２)
■ 地域まちづくり情報⑦東灘区編 青木地区まちづくり協議会の取り組み(P.3)
■ こうべまちづくり会館企画展 『鈴木 清一展―昭和の神戸風景画―』 ほか(P.4)
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１．「デザイン都市・神戸」

デザインは、目に見える「色や形」だけでなく、それらを生み出す「計

画や仕組み」、そのベースとなる「意図や考え方」なども含めた広い意味

を持っています。また、優れたデザインは、人をひきつけ、人を動かす力

を持っています。このため、神戸市ではデザインを「美しさや楽しさ、や

さしさや快適さなど、さまざまな要素との調和を重視し、新たな魅力を創

り出すこと」と考え、デザインを活かしたまちづくりを進めています。

2008年 10 月 16 日には、異なる文化の相互理解をめざすユネスコ（国

際連合教育科学文化機関）が創設した「創造都市ネットワーク」のデザイ

ン分野において、神戸市はアジアで初めて認定されました。

２．デザイン・クリエイティブセンター神戸

このような取り組みの一環として、神戸市中央区の新港地区にある旧神

戸生糸検査所を改修し、「デザイン都市・神戸」のシンボルとなる創造と

交流の拠点「デザイン・クリエイティブセンター神戸」を平成 24年 8月

8日に開設しました。愛称は「KIITO（きいと）」です。

このセンターは、地上 4階建、延床面積 13,779 ㎡の広大な施設であり、

様々な用途での利用が可能な約 1,000 ㎡の多目的ホールをはじめ、ギャラ

リー、セミナー・ワークショップスペース、さらには、クリエイターがオ

フィス・アトリエなどとして長期利用が可能なクリエイティブラボスペー

スがあります。

施設のコンセプトである「デザインを通じて、市民・事業者とクリエイ

ターがつながり、新たな価値を生み出すための創造の場：KOBE DESIGN

HUB」として、今後、どなたでも参加できるようなゼミやワークショップ、

セミナーなどを展開していきます。

３．オープニングイベント

特に、センターを身近に感じていただくため、10 月 6 日（土）11:00

からのオープニングセレモニーを皮切りに、さまざまなイベントを展開し

ていきます。

まず、10月７日（日）、８日（月・祝）、13日（土）、14日（日）には

夢のまち「ちびっこうべ」がオープン。シェフ､建築家､デザイナーといっ

たクリエイターの協力のもと、子どもたちが「夢のお店」を作りあげます。

また、10月 16日（火）にはトークセッション「KIITO の未来を紡ぎだす」

を開催します。

さらに、10 月以降も「こうべガーデンカフェ」、「ユネスコ・デザイン

都市フォーラム」、「キッズデザイン神戸展」、「文化庁メディア芸術祭」な

ど、楽しいイベントが盛りだくさん。ぜひ、この機会に、デザイン・クリ

エイティブセンター神戸まで足を運んでみてください。

(企画調整局デザイン都市推進室)

「デザイン・クリエイティブセンター神戸」がグランドオープン！
～さまざまなオープニングイベントを開催します～

住所：神戸市中央区小野浜町 1-4
電話：325-2201
開館：11 時～19 時
休館：月曜日（祝日・振替休日の

場合は翌日）、年末年始
ｱｸｾｽ：各線三宮駅から徒歩 20分、

ポートライナー貿易センター駅
から徒歩 10 分

ＨＰ：http://kiito.jp
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１．西神ニュータウンとは

西神ニュータウンは神戸市西部の丘陵地にあり、

「住み」「働き」「憩い」「学ぶ」という複合的機能を

備えたニュータウンの総称で、次の6つ(ないし7つ)

のエリアから構成されています。「西神住宅団地」「西

神南ニュータウン」「神戸研究学園都市」「西神イン

ダストリアルパーク」「神戸ハイテクパーク」「神戸流

通センター」そして「神戸総合運動公園」。これらが

互いにつながりを持ちながら、良好な居住空間の提

供、産業基盤の強化と活性化、大学等の知的文化の

集積、スポーツ・レクリエーション拠点の整備など、

まさしく複合都市づくりそのものです。

西神住宅団地(西神中央)に人が住み始めたのが、

1982年春。いまから30年前のことでした。それから

阪神大震災の時期を経て、いまだ開発(分譲)途上の

若いニュータウンです。

２．根付き始めた住民たちの地域活動

ニュータウンの宿命ですが、先住者のいないとこ

ろに人々が住み始めるわけですから、一からコミュ

ニティをつくっていかなければなりません。ニュー

タウンのコミュニティは希薄だといわれるのはやむ

を得ません。それでも10年、20年と経過してくると、

地縁ができ、住民たちによる様々な活動が生まれ、

独自の文化も形成されてきます。

そのひとつの例が、「西神ニュータウン研究会」で

す。ニュータウン住民有志の会ですが、学園都市に

ある大学共同利用施設「ユニティ」を拠点に、ほぼ

毎月1回の例会を開き、ニュータウンおよび周辺地域

の暮らし、文化などについて学び、意見交換を行っ

ています。活動の成果は、

「西神ニュータウン 路上

探検！おもしろマップ(1、

2)」などにも表れています。

高齢化の進行や施設の遊

休化などの現象もありま

すが、決して悲観するば

かりではありません。ニ

ュータウンの文化が花開

くのは、いよいよこれか

らです。企業戦士だった

おじさんたちも、一線を

退き、結果として地域に

戻ってきました。人もま

ちも熟成が期待されます。

ニュータウンからヴィン

テージタウン(個性的な味

わい深い街)へ！！

(西神ニュータウン研究会 大塚 映二)

西神ニュータウンの歩みと西神ニュータウン研究会の活動

2012年は、西神ニュータウン(西神中央・西神南・
研究学園都市)のまち開きからちょうど30年です。
また、西区誕生30周年です。これを記念し、全国
のニュータウン人が集う「ニュータウン人・縁卓会
議」を10月27日に西神中央で開催します。
縁卓会議は、2006年に多摩ニュータウン(以下

「NT」)において第1回が開かれ、その後、第２回
＝千里NT、第3回＝高蔵寺NT、第4回＝つくばNT、
第5回＝泉北NTと開催されてきました。
高度経済成長とともに全国で花開いたニュータウ

ンの中には、千里NTのように入居開始から半世紀
が経過したところもあり、住民の高齢化や人口減
少、施設の遊休化などの課題に直面し、ニュータウ
ンはいま大きな転機を迎えています。一方、ニュー
タウンを第二のふるさとと思う人々や、ニュータウ
ンで生まれ育った新しい世代の活躍で、地域に根ざ
した生活や文化も各地で芽生えつつあります。

今回の縁卓会議は、〈ニュータウンからヴィンテ
ージタウンへ〉というテーマを掲げ、人々がまちを
住み熟(こな)し、いよいよ熟成・進化していくニュ
ータウンの夢と展望を語り合います。詳細はHP
（http://park.geocities.jp/seishin_newtown/）をご覧下さい。

♪日 時♪ 平成24年10月27日(土) 9:45～19:00
♪会 場♪ プレンティホール(西神中央駅前プレンティ1番館4F)

♪主 催♪ ニュータウン人・縁卓会議 西神実行委員会
♪参加費♪ イベントごとに設定あり(無料～3,000円)

♪開催イベント♪
①ニュータウン見学バスツアー 9:45～12:00

学園都市～西神南～ワイン城～西神中央 参加費 2,000円
②魅力アップ団体発表会 10:00～12:00

西区魅力アップ活動助成団体の活動発表。無料
③ユースフォーラム 13:30～14:50

ニュータウン育ちの若者たちがニュータウンのおもしろいと
ころやまちへの提案などを自由闊達に語る。(コーディネータ
ー：梶木典子さん)

④メインフォーラム 15:10～17:10
第1回から第6回までの縁卓会議開催地のニュータウンにおけ
るまちの熟成をめざす活動を紹介し、今後の展望を語り合う。
(コーディネーター：樋野公宏氏、総括講演：齊木崇人氏) 参
加費 ③＋④で500円

⑤文化の夕べ(交流会) 17:30～19:00
参加者の懇親を深めると共に、ニュータウンに根ざした音楽活
動を披露。(ゲスト：Robin Eve & Ron Mason) 参加費 3,000
円(神戸のローカルグルメと銘酒あり)

⑥ニュータウン展 10:00～19:00
西区＆ニュータウンの歩みを模型や写真で紹介。

「ニュータウン人・縁卓会議2012 in 西神ニュータウン」開催！！

ニュータウンからヴィンテージタウンへ ～まちを住み熟（こな）す～

ニュータウンがこれから
おもしろくなる！！

▲ニュータウン見学会

▲(上)西神ニュータウンおもしろ
マップ (下)マップの編集作業
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１．青木地区まちづくり協議会
青木地区まちづくり協議会は、安全で安心できる住

みよいまちづくりを目指して平成17年2月に設立さ

れ、阪神連続立体交差事業を契機とするまちの将来像

について検討を行っています。
また、青木地区を含む神戸市東部の浜手地域におい

ては、偽装ラブホテルといわれるホテルの進出が相次
いでおり、そうした施設の建設を制限し、住環境を守
るためのルール（地区計画やまちづくり協定）づくり
に取り組んでいます。

青木地区/まちづくり協議会区域図/青木地区地区計画実施区域図

２．第１次実施区域の地区計画の決定

平成 22年から、住民の意見をもとに、確実な偽装

ラブホテル排除と、望ましい建物への規制・誘導を目

的とする地区計画案づくりに取り組み、平成 23 年 6

月に第1次実施区域（国道43号以北～阪神電鉄以南）

の協議会案を提案し、同年 12 月に決定されました。

建物用途規制

は次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

１．ホテル、旅館 ２．倉庫業倉庫 ３．準住居地域に建築してはな

らない自動車修理工場、工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの

は次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

１．ホテル、旅館

２．マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車

券発売売り場その他これらに類するもの

は次に掲げる建築物は建築してはならない。

１．ホテル、旅館

３．取り組みの紹介

＜青木地域将来像“ワイがや会議”＞

平成 24年 1月から、地域と区役所が協働で、青木

地域の将来あるべきすがた（将来像）について検討を

重ねています。

まちの“タカラさがし”と“アラさがし”からスタ

ートし、まちの課題解決方法や将来像実現に向けて取

組むべき方法などについて、小学生から高齢者までの

様々な世代の意見を取り入れて、みんなで「ワイワイ」

「がやがや」と話し合いながら進めています。来年３

月には冊子にして、地域の方にお配りする予定です。

ワイがや会議風景 青木ふれあいフェスタ

＜青木ふれあいフェスタ＞

まちづくり協議会設立当初から福井池公園で毎年

開催している青木ふれあいフェスタは、今年度で 7

回目を迎えます。毎年 3 千人以上の住民が参加し、

大規模な地域住民交流会として定着しています。

＜北青木遺跡＞

阪神連続立体交差事業関連で行われた文化財調査

で、縄文～弥生時代にかけての遺跡が発掘されました。

まちづくり協議会では、地域の方にまちの歴史をも

っと知ってもらおうと、今年度のまちづくり協議会総

会後に、教育委員会事務局文化財課から講師を迎え、

北青木遺跡をテーマに歴史講演会を開催しました。

４．今後の取り組みについて

青木地区まちづくり協議会設立当初のスローガンであ

る、「人に優しく環境に優しい、ふれあい豊かな住み

よいまち～HOT するまち青木～」を目指して下記の

項目を中心に、引続きまちづくり活動に取り組んでい

きます。

◎地区計画：まちづくり協定等ルール案の検討

地区計画の第１次実施区域に続き、第２次実施区域

として阪神電鉄以北の区域について、建築物等に関わ

るルール案の検討を行い、住民意向調査を実施します。

◎交通体系、駅前整備構想の検討

駅前スロースピードタウン構想の具体化のため、地

区の交通体系を検討し、駅周辺及び阪神電鉄南北側道

等の道路形態のあり方等について検討を行います。あ

わせて、駅前の整備構想について検討していきます。

東灘区まちづくり課 担当係長 久保 和司

地地域域ままちちづづくくりり情情報報⑦⑦ 青青木木地地区区ままちちづづくくりり協協議議会会のの取取りり組組みみ

駅前地区

国道43 号沿道地区

一般市街地地区
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来る10月 25日(木)から 11月 6日(火)まで、『鈴木 清一展―昭和の神戸風景画』

と題して、まちづくり会館企画展を開催します。（午前 9 時 30 分から午後 6 時。

10月 31日(水)は休館。）

今回は、神戸で約 50年に亘り、創作活動を続けた洋画家・鈴木 清一の作品を

取りあげます。明治 28年、水戸市に生まれた鈴木は、黒田清輝や藤島武二に師事。

東京美術学校（現在の東京芸術大学）を卒業後、26歳の若さで帝展に初入選。以

後 12回連続帝展入選を果たすなど、目覚しい活動を続けました。

昭和 6 年、神戸市に定住した後は、小磯良平、林 重義、川西 英らとともに兵

庫県画壇の発展に尽力しましたが、戦時下、県新美術聯盟の常任委員長であった

ことから、戦後公職追放となり、これを機に鈴木は画壇活動から身を引きました。

鈴木は、私立学校の美術講師や同好会の指導などに携わる傍ら創作活動を続け、

昭和 53年神戸市文化賞を受賞（翌 54年逝去）しています。今回の企画展では、三男の耕三氏が所蔵している

作品を中心に、1931～1979 年の神戸風景 40点余を展示します。

また、10月 27 日(土)午後 2時から、『昭和の神戸に生きた一人の洋画家―鈴木清一の作品と生涯』と題して、

鈴木耕三氏による記念講演会を会館 2階ホールで行います。（入場無料、定員 50名、当日先着順受付）

戦争に職業画家としての運命を狂わされながらも、絵筆を置くことのなかった「孤高の画家」鈴木清一の作

品と生涯を見つめなおす機会となれば幸いです。

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

9/13(木) ～ 10/2(火) 東南海・南海地震に備えて／防犯啓発パネル展 神戸市危機管理室

10/4(木) ～ 10/23(火) 神戸建築物語／悪質商法・生活情報センターパネル展 神戸市都市計画総局／市民参画推進局

10/25(木) ～ 11/13(火) 緑のカーテンコンテスト優秀事例発表／くらしの中の計量 神戸市環境局／市民参画推進局

期 間 テーマ ・ 内 容 主 催 者

9/27(木) ～ 10/2(火) 森の会展 〈油彩・水彩等〉 森の会

10/4(木) ～ 10/9(火) 第12回 きんもくせいの会 絵画展 〈水彩他〉 きんもくせいの会

10/12(金) ～ 10/16(火) みなと銀行福友会 会員展 〈油彩・水彩等〉 みなと銀行福友会

10/18(木) ～ 10/23(火) 葦の会展 〈油彩〉 葦の会

10/25(木) ～ 11/6(火)
※31日(水)は休館です。

企画展～『鈴木 清一展 ―昭和の神戸風景画―』
〈油彩・水彩等〉

こうべまちづくり会館

11/8(木) ～ 11/13(火) 真率会展 〈日本画〉 真率会

11/16(金) ～ 11/20(火) アルペジオ・合同作品展 〈油彩・水彩等〉 アートフォーラル アルペジオ

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/matisen/

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

こうべまちづくり会館企画展 『鈴木 清一展 ―昭和の神戸風景画―』

舞子の松 1979 年


