
まちづくり情報満載！

あーばんとーく
こうべまちづくり会館ニュース Kobe UrbanTalk

20１2年８月号（第１80号）
■ 神戸ハーバーランド煉瓦倉庫がリニューアルしました！

～ハーバーランドもまちびらき20周年を迎えます～（P.1）
■ 平成24年度 まちづくり学校基礎講座を終えて（P.２）
■ 地域まちづくり情報④垂水区編 東垂水区まちづくり推進会の取り組み（P.3）
■ 「デザイン・クリエイティブセンター神戸」を開設します！ ほか（P.4）

発行：神戸市立

バックナンバーはこちら http://www.kobe-toshi-seibi.or.jp/matisen/
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海沿いに広がるプロムナード

１．煉瓦倉庫の歴史

神戸ハーバーランド煉瓦倉庫は、明治３０年頃に建

築された現存する希少な煉瓦倉庫です。イギリス製の

煉瓦を使用し、イギリス積みで造られた外壁は、神戸

港の発展を支えた建物として当時の姿を今に伝えて

います。

煉瓦倉庫は昭和６２年に倉庫としての機能を停止

しましたが、平成２年に外壁等を現地保存し、屋根及

び内部を改修し、レストランとして再生を果たしまし

た。

平成１９年には景観

形成重要建築物に指定

され、ハーバーランドを

象徴するランドマーク

として市民・観光客に広

く親しまれています。

２．煉瓦倉庫のリニューアル

平成２４年のハーバーランドまちびらき２０周年

に向けてまちの新たな魅力づくりの一環として、煉瓦

倉庫及びその周辺地のリニューアル整備を行ってい

ます。

昨年のリニューアル

整備では、神戸ガス燈通

りから海への見通しを

良くし、ハーバーウォー

クにつながる通路や広

場を整備しました。

そして、今年は煉瓦倉

庫・ハーバーウォーク周

辺において、LED照明等

の設置による夜間景観

の演出を行っていきま

す。

３．南棟テナントのオープン

ハーバーランドは今年まちびらき２０周年を迎え、

ホテルクラウンパレスの開業や、来春にはイオンモー

ル、神戸アンパンマンこどもミュージアム(仮称）が

オープンするなど、様々なところでまちに変化が現れ

てきています。

南棟テナントの誘致についても、まちの変化に合わ

せ、飲食・物販・文化施設など幅広い観点からハーバ

ーランドにふさわしいテナントを検討しているとこ

ろですので、ご期待下さい。

また、まちびらき２０

周年記念イベントを煉

瓦倉庫でも行って、さら

なる回遊性の向上・まち

の魅力向上に努めてま

いります。

４．まちびらき２０周年記念事業

今年の夏から来年の春にかけて、ハーバーランドで

は、ハーバーランド運営協議会が中心となり、まちび

らき２０周年記念事業を実施します。

ハーバーランドに来られた方に、おもてなしの気持

ちを伝えるために、２０周年記念のロゴマークを制作

しました。また、毎年開催してきたイベントに加え、

平清盛関連イベントや、各事業者が飾花を競い合うフ

ラワーコンテストなど、さ

まざまな２０周年記念イ

ベントを予定しています。

より多くの方にハーバ

ーランドに訪れていただ

き、楽しんでいただけるよ

うに、まちのさらなる活性

化に努めてまいります。
(都市計画総局経営管理課・まちのデザイン室)

神 戸 ハーバーランド煉 瓦 倉 庫 がリニューアルしました！
～ハーバーランドもまちびらき２０周 年 を迎 えます～

特徴的な煉瓦倉庫の外観

ガス燈通りからハーバーウォークに
つながる開放的空間

煉瓦倉庫からの夜景

20 周年記念ロゴマーク
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平成14年に創設し、今年で11年目を迎える「こうべまちづくり学校 基礎講座」を5月31日から6月28

日まで開催しました。今年は座学に加え、住民主体のまちづくりに取り組む地域を訪れ、実際の取り組み

や工夫について地域の方から現地で直接話を聞く講義を組み込むなど、新たな企画も加わり、盛況のうち

に全講義が終了し、38名の方が修了されました。

1
5月31日(木)
18:30～20:30

「平清盛」を活かしたまちづくり ―神戸の街の歴史から―
田辺 眞人 氏 (園田学園女子大学名誉教授)

「非日常のまちづくり：観光」の昨今の傾向や、近年の大河ドラマが
もたらす経済効果から、“歴史的なストーリーで呼びかける”まちおこ
しの取り組みの重要性についてお話がありました。また、今年の大河ド
ラマで取り上げられている平清盛が神戸のまちにもたらした影響につ
いて学びました。

2
6月8日(金)
18:30～20:30

これからの神戸の地域活動 ―ソーシャルキャピタルに注目して―
立木 茂雄 氏 (同志社大学社会学部教授)

アンケートや犯罪件数などの統計データを基に、ソーシャルキャピタ
ル(人と人とのつながりの豊かさ)を高めることが、客観的にも・主観的
にも地域の安全・安心を高めるという説明がありました。また、質疑応
答では「あいさつなど人と人との緩やかなつながりこそが重要」とのア
ドバイスがありました。

３
6月14日(木)
18:30～20:30

安全安心まちづくり
渥美 公秀 氏 (大阪大学大学院人間科学研究科教授)

阪神・淡路大震災や新潟中越地震、東日本大震災などでの災害ボラン
ティア経験に基づき、日頃の何気ない行動を防災につなげる「イツモ防
災（防災を言わない防災）」の重要性について学びました。また、地域
のイベントやマップづくりなどを活用した参加の仕掛けの実例が紹介
されました。

４
6月23日(土)
13:30～16:30

住民主体のまちづくり
真野地区まちづくり推進会の皆さん

前半は真野地域福祉センターで真野まちづくり推進会の方から、住民
主体のまちづくり運動がどのように進められてきたか、そしてそのテー
マがどのように変わってきたかについてお話を聞きました。後半は班に
分かれて実際にまちを歩き、説明を受けながらまちづくり運動の成果を
見学しました。

５
6月28日(木)
18:30～20:30

ワークショップ入門
浅見 雅之 氏 (神戸まちづくりワークショップ研究会)

まちづくりにおける話合いの重要性や難しさについての説明と、話合
いの技術「ワークショップ」の有効性について講義を受け、実際に旗上
げアンケートやテーブルワークを体験しました。テーブルワークでは
「よい話合い」とはどのようなものか、受講生の皆さんが実際に話し合
い、班ごとに発表し、皆で共有しました。

平成24年度 まちづくり学校 基礎講座 を終えて
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東垂水地区／城が山北エリア／泉が丘北エリア区域図

泉が丘北公園

泉が丘北エリア安全安心まちづくり構想（まちづくりの目標）

１．東垂水地区まちづくり推進会

東垂水地区まちづくり推進会は、平成 5 年 6 月の

発足以来、安心して住み続けられるまちづくりを目標

に活動を続けてこられ、今年で20年目を迎えました。

これまでに「見晴らし階段（滝の茶屋駅前）」「山手

ふれあい階段」の整備、旧泉が丘幼稚園施設の地元活

用、歩道のバリアフリー化、滝の茶屋駅のバリアフリ

ー化など、地域の環境改善に対する提案や計画づくり

を行ってきました。

２．安全安心まちづくり構想策定へ

平成 19年度からは、東垂水地区のなかでも特に防

災上の課題が大きい地域を取り上げ、自治会と連携し、

まちの防災や耐震化に関するアンケート調査や課題

整理を行ってきました。平成 22年 2月からは、各自

治会での活動結果をもとに泉が丘北公園を中心とし

た７つの自治会と合同でまちづくり構想策定に取り

組み、検討会や構想案アンケートの実施を経て、平成

23 年 2 月に「泉が丘北エリア安全安心まちづくり構

想」を策定、垂水区役所に提出しました。

現在、隣接する城が山北エリアについても同様の取

り組みを行っています。

３．取り組みの紹介

＜避難誘導看板の設置＞

現在、泉が丘北エリアで

は比較的すぐにできること

から取り組んでいます。ま

ずはエリア内の避難誘導看

板の試験的な設置に取り組

み、表示内容や設置場所に

ついて各自治会が連携し検

討を進め、十数か所に設置しています。これは、一時

的な避難場所としての広い道への誘導や、行き止まり

への迷い込みを防ぐことに加え、日常的に目に触れる

ことで防災意識を高める効果も期待しています。

＜防災備蓄倉庫の設置＞

また、まちづくり構想の目標の一つである「泉が丘

北公園を身近な防災拠点に」の具体策として、構想策

定から 1 年後の今年 1 月、防災備蓄倉庫が泉が丘北

公園に設置されました。まちづくり構想策定に関わっ

た７つの自治会で構成する「泉が丘北エリア安全・安

心まちづくり委員会」が管理運営を担うとともに、東

垂水防災福祉コミュニテ

ィと連携を図ることによ

り、同コミュニティの防災

備蓄倉庫の分室として実

現したものです。このこと

を契機として、「まちづく

り委員会」の方々がまちづ

くり構想の具体化や推進

会活動に、より積極的に取

り組まれるなど、大きな役

割を果たしています。

４．今後の取り組みについて

平成 23 年 3 月に密集市街地再生方針が策定され、

東垂水地区はその再生優先地区の一つに位置づけら

れています。地形的特徴として斜面や起伏が多く、自

然発生的な狭い路地・階段が入り組んでおり、全体的

に道路や公園が不足していることなどから、建て替え

が進まず空き家化が進んでいます。そのなかで当面は、

老朽家屋の除却や空き地の整備・活用、行き止まりの

解消や安全な二方向避難の確保などについて、地域住

民、まちづくり推進会、コンサルタント、行政が連携

して、手探りながら“できるところから、一歩ずつ”

を合言葉に、まちづくり構想の具体化に向けた取り組

みを進めています。

地地域域ままちちづづくくりり情情報報④④ 東東垂垂水水地地区区ままちちづづくくりり推推進進会会のの取取りり組組みみ

避難誘導看板の設置状況

垂水区まちづくり課 担当係長 日高 洋介

上：防災備蓄倉庫の設置状況

下：設置記念セレモニー



あーばんとーく No.180 2012/8

- 4 -

地図

神戸市では、神戸のすばらしい資源や魅力をデザインの視点で

見つめなおし、磨きをかけることにより、新たな魅力と活力を創り

出し、くらしの豊かさを創造する都市戦略「デザイン都市･神戸」を

推進しています。

この取り組みの一環として、新港地区にある旧神戸生糸検査所

を改修し、デザインを通して市民・事業者・クリエイターがつながり、

新たな価値を生み出す拠点となる「デザイン・クリエイティブセンタ

ー神戸」を８月８日に開設します。

施設の主なスペースとしては、市民や団体、企業がオフイス・スタジオ･アトリエとして２４

時間利用可能な「クリエイティブラボスペース」、デザインやアートに関するイベントやシン

ポジウムが開催できる「多目的ホール・ギャラリー」、セミナーやワークショップ等、様々な

用途で利用可能な「セミナー・ワークショップスペース」、市民やクリエイターのネットワーク

づくりなど自由に活用できる「コミュニケーションスペース」などがあります。

今後、１０月～１１月をオープニングイベント月間とし、様々なイベントを開催します。詳しく

はホームページをご覧ください。

http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/design/center/index.html

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

8/2(木) ～ 8/21(火)
日本で最も安全なすまいのまち“神戸”をめざして／
わたしの神戸～リハビリ通所者作品展

神戸市都市計画総局／
神戸市保健福祉局

8/23(木) ～ 9/11(火)
兵庫運河へでかけよう！！／
下水道の適正利用・こうべバイオガス

神戸市兵庫区／
神戸市建設局

期 間 テーマ ・ 内 容 主 催 者

8/3(金) ～ 8/7(火) のむら・アート・るーむ 作品展 〈油彩・水彩等〉 のむら・アート・るーむ
8/9(木) ～ 8/14(火) 第10回スケッチクラブ「サンツリー」展 〈油彩・水彩〉 スケッチクラブ「サンツリー」

8/16(木) ～ 8/21(火) 第13回 洋画作品 麓和会展 〈油彩・水彩〉 麓和会

8/24(金) ～ 8/28(火) 増井油絵教室 作品展 〈油彩〉 増井油絵教室

8/30(木) ～ 9/4(火) 第32回 三滴会書道展 〈書道〉 三滴会

9/7(金) ～ 9/11(火) 劉 素真と神戸墨酔会 水墨画展 〈水墨画〉 神戸墨酔会

9/14(金) ～ 9/18(火) 第30回 木製帆船模型作品展 〈帆船模型〉 神戸帆船模型の会

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/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


