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■ 地域主体の津波防災対策 ～地域津波防災計画の取り組み～（P.1）
■ 応援します！ 学生の皆さんのまちづくり活動（P.２）
■ 地域まちづくり情報②北区編 道場八多連合まちづくり協議会の活動（P.3）
■ 神戸すまいまちづくり公社をよろしくお願いいたします！ほか（P.4）
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神戸市では、東南海・南海地震の発生により津波

浸水被害が発生するおそれにある地域において、防

災福祉コミュニティを中心として、津波時の情報伝

達･収集、避難、防潮施設の閉鎖及び日頃からの備

え等を計画としてまとめる「地域津波防災計画」の

策定支援を進めてきました。

平成19年度までに、東灘・本庄、魚崎、和田岬、

明親、入江、二葉の各地区において「地域津波防災

計画」の策定を支援してきました。

東日本大震災の発生を踏まえて、当面は、兵庫県

が暫定的にこれまでの想定の2倍の高さを想定津波

高さとして、「地域津波防災計画」の見直しの取り

組みを支援しています。

■現在の取り組み状況

平成23年度から、魚崎、和田岬、明親、入江、二

葉の各地区において、「地域津波防災計画」の見直

しに取り組みました。

具体的には、避難先、避難経路、逃げ遅れた場合

に一時的に津波から待避する「津波緊急待避所」な

どを示した「津波防災マップ」について、避難先、

避難経路の見直し、津波緊急待避所の追加等の検討

です。

各地区にアドバイ

ザーを派遣し、ワー

クショップやまち歩

きなどによる「津波

防災マップ」の見直

しの取り組みについて支援をしています。

また、「地域津波防災計画」を策定した地区にお

いて、「津波防災マップ」

の印刷を支援し、対象地

区内に全戸配布するな

ど、住民への周知・啓発

についても引き続き支

援していきます。

さらに、関係部局と連

携し、「津波表示板」、「津

波緊急待避所標識」の設

置についても、支援して

いきます。

■今後の取り組み

現在、国において東南海・南海地震の被害想定見

直しが進められており、兵庫県において今後被害想

定の検討を進める予定です。

これらを基に、神戸市の地震・津波防災対策の検

討を進めるとともに、地域が主体となった「地域津

波防災計画」策定等の取り組みも引き続き支援して

いきます。 （危機管理室）

神戸市における危機管理の中枢

機能を集約し、災害発生時にも安

定的・継続的に機能を維持するた

め、「危機管理センター」を整備し、

平成24年4月に本格的に稼動を開

始しました。

危機管理センターは、「災害に強

い危機管理の拠点づくり」、「人と

環境にやさしい庁舎づくり」、「デ

ザイン都市・神戸らしいまちなみ

づくり」の整備方針のもと、本部

員会議室やオペレーションセンター

等の設置、免震構造の採用や非常

用電源の確保等を図っています。

平常時には1階部分はオープン

なスペースとして防災展示等を行

いますので皆さま是非お越しくだ

さい！

地域主体の津波防災対策 ～地域津波防災計画の取り組み～

津波防災安全マップの例

危機管理センター
（神戸市役所４号館）

オープンしました!!

津波緊急待避所標識

注意喚起板

誘導表示板

ワークショップの様子
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１．はじめに

こうべまちづくりセンターでは、まちづくりをテ

ーマとする学生の皆さんの研究や活動、イベントな

どを、企画や広報の支援、情報や会場の提供などの

点から幅広く応援しています。

こうした取り組みのなかから、2012年３月に開

催された「築いて！ひよっこ展」の様子を紹介した

いと思います。（開催概要は「あーばんとーくNo.175

2012/3」をご覧ください）

２．「築いて！ひよっこ展」とは

「築いて！ひよっこ展」は、兵庫県内の大学で建

築を学ぶ学生の皆さんによる作品展で、2010年度

に続く２回目の開催となります。神戸元町商店街に

建築模型や図面などの作品を並べ、街行く人々との

作品を通じた交流をねらいとしています。

「建築をもっと身近に感じてもらいたい」という

想いから始まったこのイベントは、「自分たちが学

校で学んだことを街

の方々に体験しても

らいたい」という想い

を込めて「元町けんち

く教室」というサブタ

イトルがつけられま

した。

３．ひよっこ展 当日の様子

展示が始まった商店街を歩いていると、足をとめ

て作品を覗き込む人、

作品について語り合

う人々の姿があちら

こちらで見られまし

た。

神戸駅方面からま

ちづくり会館にかけ

ての人通りも心なし

か多く感じられ、早く

も「ひよっこ展効果」

が現れたのかと驚き

ました。

また、まちづくり会

館で行われたワークショップ（体験ものづくり）で

は、前回の「建築塗り絵」に加え、大人も楽しめる

「折り紙建築」や「割り箸建築」が新たに加わり、

年配の方から子供まで幅広い年齢層の皆さんが熱

心に、そして楽しそうに取り組む姿が見られました。

４．ひよっこ展 参加者の声

ひよっこ展に参加した学生の皆さんに、「ひよっ

こ展を通じてどんなことをしたいか」を聞いてみる

と、「一般の人に建築のおもしろさを伝えたい」「商

店街や街行く人々とふれあいたい」「建築系学生の

活動や作品を広く社会に紹介したい」「大学間の交

流の輪を広げたい」という声が返ってきました。

一方、作品を見られた人からの反応を尋ねたとこ

ろ、「実際にこんな建物が建つとおもしろいね」「い

つも元町商店街を利用しているが新鮮でいいね」

「展示作品をまとめた冊子があればいいな」「作品

に対して自由に投票できるようにしてみては」とい

った声があったそうで、ひよっこ展をきっかけに、

建築に関心をもたれた方も多かったようです。

また、ワークショップの参加者のなかには「建築

学科を知る良いきっかけになり、今後の進路の参考

になった」という方も

おられたそうです。

学生の皆さんがひ

よっこ展に込めた想

いは、無事届いたよう

です。

５．おわりに

最後に、手前味噌になりますが、学生の皆さんに

まちづくりセンター（とまちづくり会館）に対して

感じたことを尋ねたところ、「まちづくりに関する

情報が入手でき、事前の運営会議の場も提供しても

らえ、学生にとって有意義な場所だった」という感

想をいただきました。

これに勇気を得て、これからも、学生の皆さんの

このような取り組みを応援していきたいと考えて

います。

応援します！ 学生の皆さんのまちづくり活動
『築いて！ ひよっこ展 －元町けんちく教室－』から

模型を覗き込む子供たち

大人も子供も「折り紙建築」に挑戦

子供に大人気の「割り箸建築」

ポートタワーの模型でＰＲ

学生の皆さん、

お疲れ様でした！
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１．道場八多連合まちづくり協議会

道場八多連合まちづくり協議会は、区画整理事業に

よるまちづくりを進めてきた道場八多地区において、平

成10年1月に設立され、平

成12年12月に「ゆとりと

活力のある環境共生都

市」を目標としたまちづくり

構想を神戸市長に提出し

ました。また、平成17年7月

には、良好な住環境のまち

づくりを柔軟かつ自律的に

運用するため「道場八多

地区まちづくり協定」を神

戸市長と締結しました。

２．まちづくり協定の運用と運用細則の策定

道場八多地区では、住宅建築など、まちづくり協定

の対象となる行為は、まちづくり協議会に届出があり、

定例的に協定運用委員会を開催しています。

平成17～23年度までの7年間で約280件の届出が

ありました。これは、平均すると1月に3,4件のペースで審

議案件が出されてきたことになります。

協議会では、これまでの協定の運用経過と、検討・対

応を図ってきた実績に基づき、まちづくり協定の運用シ

ステム面と、まちづくり協定の運用細則面等からの整

理を行い、「まちづくり協定運用細

則」を策定しました。これは、当地区の

まちづくり協定をより円滑に公平・公

正に運用するためのもので、“カチカ

チ”の運用細則を定めることが目的

ではなく、これまでの検討と対応経

過を記録、整理することを目的とする

ものです。

３．こうべまちづくり学校に協力

平成23年10月8日、神戸市と（財）神戸市都市整備

公社こうべまちづくりセンターが、まちづくりに関心を持

ってもらい、まちづくりに関する知識・スキルを習得して

もらうことを目的に開催している「こうべまちづくり学

校」のまち歩き実践講座が、道場八多連合まちづくり協

定地区において開催されました。まちづくり協議会も当

日、現地を案内しな

がら、まちづくり協

定や地区計画など

ルールづくりによる

住民主体のまちづ

くりについて説明を

おこないました。

４．さいごに・・・

道場八多連合まちづくり協議会では、毎月開催され

る協定運用委員会で真剣な審議を終えたあと、だいた

い（かならず？）懇親会が開かれ、わたしも参加させてい

ただくことがあります。この協議会は道場町と八多町の

二つの町の住民で組織されているのですが、委員のみ

なさんが、とても仲が良いことに感心させられています。

協議会の不老会長の言葉に、「『道場八多地区特定土

地区画整理事業』という大事業の実現には、地元の皆

が旧知であったことが大きく寄与している」、という言葉

があるのですが、なるほど団結力と地域力は比例する

んだということを勉強させられます。

今年度で「まちづくり協議会」設立15周年をむかえま

すが、これからも地域のコミュニティーをよりよく継続し、

真にすばらしい安全で住みやすいまちとして発展してい

くよう、団結して取り組んでいただきたいと思います。

地地域域ままちちづづくくりり情情報報②② 道道場場八八多多連連合合ままちちづづくくりり協協議議会会のの活活動動
北区まちづくり推進課 地域支援担当係長 田上 勝幸

道場八多地区まちづくりのあゆみ

平成5年10月 「土地区画整理事業」都市計画決定

平成8年12月 「土地区画整理事業」起工式

平成10年1月 「道場八多連合まちづくり協議会」設立

平成12年7月 「まちづくり条例」に基づく協議会認定

平成12年12月 「まちづくり構想」を神戸市長に提案

平成13年10月 「地区計画」都市計画決定

平成17年7月 「まちづくり協定」を締結

平成19年3月 「土地区画整理事業」換地処分公告

まちづくり学校の様子

まちづくり協定運用細則

まちづくり協定の概要(パンフレットより)

道
場
八
多
連
合

ま
ち
づ
く
り
協
議
会
活
動
区
域
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これまで、「こうべまちづくり会館」の管理運営や様々なまちづくり支援事業を通じて、住民主体のま

ちづくりのお手伝いをしてまいりました「財団法人神戸市都市整備公社」は、平成24年4月1日より「一般

財団法人神戸市都市整備公社」に名称を変更いたしました。さらに「すまい」から「まちづくり」までの

幅広く一貫した事業を行う公社として「神戸すまいまちづくり公社」を愛称といたします。

また、当公社で会館管理・まちづくり支援事業を担当してまいりました「すまい・まちづくり本部 こ

うべまちづくりセンター」も「住環境再生部 支援課」となりました。なお、「こうべまちづくりセンタ

ー」は、「こうべまちづくり会館」の愛称として、今後も使用してまいります。

「神戸すまいまちづくり公社」では、今後とも住民主体のまちづくりを応援してまいりますので、よろ

しくお願い申し上げます。

こうべまちづくり会館・こうべまちづくりセンター
神戸すまいまちづくり公社 住環境再生部 支援課

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

4/19(木) ～ ５/８(火) ユニバーサルデザイン都市づくり 神戸市都市計画総局

5/10(木) ～ 5/29(火) 協働と参画のまちづくりの推進/下唐櫃地域のまちづくり 神戸市市民参画推進局/下唐櫃まちづくり協議会ほか

5/31(木) ～ 6/19(火) 土砂災害防止月間パネル展 神戸市建設局

期 間 テーマ ・ 内 容 主 催 者

5/３(木) ～ 5/８(火) 元町の芸術家たち展 〈油彩・水彩等〉 神戸元町商店街連合会

5/10(木) ～ 5/15(火) 木彩会 洋画作品展 〈油彩・水彩等〉 木彩会

5/17(木) ～ 5/22(火) 新樹会 水彩画展 新樹会

5/24(木) ～ 5/29(火) 第２回 橋水会 水彩画展 橋水会

5/31(木) ～ 6/5(火) そらいろの会 絵画展 〈油彩・水彩〉 そらいろの会

6/7(木) ～ 6/12(火) 第三回 点彩クラブ発表会 〈油彩・水彩等〉 点彩クラブ

6/14(木) ～ 6/19(火) ＫＯＢＥパステル画会 第23回 ＫＰ展 ＫＯＢＥパステル画会

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

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

神戸すまいまちづくり公社をよろしくお願いいたします！


