
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１１月号（第１83号）
■ 第14回 神戸まちなみ緑花コンクール入賞作品＊決定！！（P.1）
■全国まちづくり会議2012 in ＫＯＢＥが開催されました ほか（P.２）
■ 地域まちづくり情報⑧灘区編 灘区臨海部のまちづくりの取り組み（P.3）
■ 図書紹介 ～まちづくりを基礎から学ぶ～ 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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(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14回を迎え

る今年は、住宅緑花部門(個人)159点、まちなみ緑花部門(店舗・団体)31点の計190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5４点が選ばれ、10月13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。

神戸すまいまちづくり公社は、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！

詳細は花と緑のまち推進センターホームページをご覧下さい。
http://www.kobe-park.or.jp/hanamidori/event/07_machinamin.html

第 14 回 神戸まちなみ緑花コンクール入賞作品＊決定!!

神戸市長賞
(まちなみ緑花部門)

東灘区
レストラン

ブルーミンメドー

北区 藤井邸

こうべまちづくりセンター賞
(住宅緑花部門)

神戸まちなみ緑花大賞
（住宅緑花部門）

須磨区 花田邸

こうべまちづくりセンター賞
(まちなみ緑花部門)

灘区
フォルトファーレン

神戸市長賞
(住宅緑花部門)

西区 東邸
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去る９月29日・30日に「全国まちづくり会議2012 in KOBE」が、先日グランドオープンしたばかりのデ

ザイン・クリエイティブセンター神戸で開催されました。

この「全国まちづくり会議」は、各地域でまちづくりに活躍する団体やそれを支援する企業が集い、そ

れぞれの工夫や悩みを語り合いながら、交流の輪を広げていくイベントで、2005年から毎年、（ＮＰＯ）日

本都市計画家協会主催で開催されており、今年で8回目を数えます。

まちづくりイベントやおススメ

のまちづくり本など、まちづくりの

旬なネタご提供している、まちセン

メールマガジン『せん太ちゃん通

信』が、11月で配信１周年を迎えま

した。

この1年間で計25回、右のような

テーマでお届けしました。また、10

月末現在で約370名の方にご愛読い

ただくまでになりました。

ちょっと興味がわいてきません

か？これからもますます内容を充

実させてまいりますので、この機会

に是非お申込ください！！

（お申込方法は、あーばんとーく

４面下をご覧ください。）

～ せん太ちゃん通信★タイトル一覧 ～

メルマガはじめました

まちづくり条例制定30年記念イベントほか

用途地域等の変更素案 市民意見募集中ほか

神戸市都市デザイン賞決定＆記念講演会開催ほか

第5回「災害対策セミナーin神戸」開催ほか

都市計画道路「三宮駅前東地下線」の供用開始ほか

第5回防災を考える区民のつどいほか

都市計画提案の手続き意見募集ほか

まちづくり学校基礎講座・コンサルタント派遣報告会

景観条例一部改正・景観づくりの指針・スマート都市づくり計画案市民意見募集

都市計画変更案(都市計画道路)の縦覧ほか

市民意見募集(建築物等における環境配慮の推進に関する条例施行規則等)

国土交通大臣表彰受賞者発表(まちづくり功労者・まちづくり法人)ほか

まちづくり学校分野別講座・いきいき下町推進協議会フォーラム

まちづくり学校分野別講座募集開始

計画停電時のまちづくり会館の業務について

須磨海浜公園眺望景観誘導基準案市民意見・摩耶山アイデア募集

三宮東歩道橋の供用開始・神戸スマート都市づくり計画の策定

「都心夜景10選」募集ほか

ニュータウン人・縁卓会議2012in西神ニュータウン参加者募集中!

市民意見募集(高度地区変更素案の運用にかかる特例措置等)

第6回こうべUD都市づくり講座ほか

景観条例施行規則の一部改正(案)市民意見募集ほか

畑原市場で建替再開発事業始動ほか

会館ライブラリーのおススメ本～まちづくり・都市計画を学ぶ

全全国国ままちちづづくくりり会会議議22001122 iinn ＫＫＯＯＢＢＥＥ がが開開催催さされれままししたた

せん太ちゃん

まっちぃ

分科会模型・パネル展示

シンポジウム

車座交流会

「デザイン都市神戸の将来」「神戸から東北、そして東南海に備え

る」「都市の再生とデザイン」「《これから》に寄り添う住まいを考え

る」など、最新の話題の各種講演、シンポジウムが開催され、併せて

分科会、車座交流会も行なわれました。

また、会場内ではパネル、模型、ポスターも展示され、多くの方が

ご来場されていました。

次回のまちづくり会議は新潟県長岡市で開催予定です。

まちセンメールマガジン

『せん太ちゃん通信』＊ 祝・配信１周年
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１．灘区臨海部わがまち計画の策定

灘区の臨海部（国道43号以南を指します）では、区内他地区に比べまちの評価や満足度が低かったこと

から、臨海部の「魅力」や「特性」を再発見し、「より住みよい、住みたい魅力あるまち」を目指して「臨

海部わがまち計画」を平成24年３月に策定しました。

今後は、計画の中で地域のみなさんによりまとめられた提言を、

より多く実現できるように、地域住民、事業者、行政の協働と参

画による取り組みを推進していきます。

２．臨海部のまちづくり協議会

灘区臨海部には、2つのまちづくり協議会があり、臨海部わが

まち計画の推進にあたり、中心的な役割を担うことが期待されま

す。今回はこの2つの協議会の取り組みについてご紹介します。

地区の特徴
平成2年3月に発足し、灘区新在家南町1～5丁目（約
27ha）が対象地区です。まちづくり協定に基づく「清
潔で美しく住み良い街」をキャッチフレーズに、景
観整備や市民花壇の整備などを通じて、歴史と伝統
の息づいた、活気あるまちづくりを目指しつつ、安
心・安全など新しい課題にも取り組んでいます。

活動状況の紹介
●旧西国浜街道の整備

数年をかけて検討を進め、平成22年9月にバリアフ
リー化を図り歩行者の安全を重視した生活道路とし
て整備していただくよう提案書を関係部局に提出し
ました。この提案書に基づき、平成23･24年度の2ヵ
年で一部区間について整備が進められています。既
に整備された部分については、地域の方々から安全
で歩きやすいといった声が多く聞かれ大変好評です。

●色彩景観誘導指針の策定
まちづくり協定において、建物の用途や形態などに
関するルールを定めていますが、酒蔵のまち、歴史
のまちとしての風景を再生するため、さらに詳細な
ガイドラインの策定を目指し、マンセル値を用いた
「色彩景観誘導指針」を策定し運用を開始しました。

●安心・安全なまちづくりの取り組み
安心・安全部会で
は、防災・避難マ
ニュアルの策定に
向けて、現状を地
域で共有するため
のしおり「新在家
ハテナ集・防災編」
を作成しました。
現在は、今までの
取り組みをベースにして地域津波防災計画の策定に
向けて活動しています。

●環境改善の取り組み
環境部会では、エコ啓発活動(キャンドルナイト)、清
掃活動、環境講演会の開催等を行っています。

地区の特徴
平成10年6月に発足し、灘区大石南町1～3丁目(約
10.7ha)が対象地区です。酒造りや御影石の積出港と
して栄えた大石南町の歴史的特性を生かし、緑豊か
で、人と人とのつながりを大切にした、住工商が共
生する優れた下町環境をつくることを目標に掲げつ
つ、安心・安全など様々な課題に取り組んでいます。

活動状況の紹介
●旧西国浜街道の整備

まちの主要な生活道路である「旧西国浜街道」の整
備に向け、継続的な検討会を実施の上、まちづくり
協議会の整備の考え方を決定し、その内容について
住民アンケートを実施しました。今後はアンケート
の意見等を踏まえながら、整備提案書をまとめます。

●花と緑の豊かなまちづくりと世代間交流の取り組み
「大石南町の四季の花」として、春は「菜の花」、夏
は「ひまわり」、秋は「コスモス」、冬は「葉ぼたん」
を仮設住宅跡地や国道43号環境防災緑地等に植え、
花いっぱいのまちづくり活動を実践しています。ま
た、仮設住宅跡地を活用して、地域の小学校や幼稚
園の子どもたちに
イモ植え・イモ掘
りの体験をしても
らうイベントも実
施しています。

●安心・安全なまちづくりの取り組み
地域住民の地震・津波等への対策や防災意識の向上
を図るため、防災に関する講演会を開催し、住民ア
ンケートの結果や防災に関する情報をまとめた「防
災のしおり」を作成しました。現在は、これまでの
取り組みをベースにして地域津波防災計画の策定に
向けて活動しています。

地地域域ままちちづづくくりり情情報報⑧⑧ 灘灘区区臨臨海海部部ののままちちづづくくりりのの取取りり組組みみ
灘区まちづくり課 担当係長 国広 計彦

灘区臨海部
範囲

新在家まちづくり委員会

▲津波緊急一時避難建物の位置を
検討する様子

大石南町まちづくり協議会

▲仮設住宅跡地を活用したイモ掘り
体験の様子
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こうべまちづくり会館４階のまちづくりライブラリー(図書コーナー)より、所蔵図書のご紹介です。

これまで、「神戸市電」「阪神・淡路大震災」「東日本大震災」「防災」「まちづくり条例」「平清盛」など、神戸

と関連の深いテーマ別にご紹介してきましたが、今回は新着図書の中から、原点に立ち返り、「まちづくり・都

市計画」を基礎から学ぶことができるおススメ本をご紹介します。

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。

期 間 テーマ・内 容 主 催 者

10/25(火) ～ 11/13(木) 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

11/15(火) ～ 12/4(木) 市民花壇コンクール入賞作品展／学びのスペース・コミスタこうべ (公財)神戸市公園緑化協会／神戸市教育委員会

12/6(火) ～ 12/25(木) 小中学生による環境ポスター展／いきいきはつらつ自分らしく～住み慣れた地域で介護予防 神戸市環境局／保健福祉局

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

10/25(木) ～ 11/6(火)
※31日(水)は休館です。

企画展『鈴木清一展 －昭和の神戸風景画ー』
〈油彩・水彩〉

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

11/22(木) ～ 11/27(火) チェリーの会展 〈油彩・水彩等〉 チェリーの会

11/29(木) ～ 12/4(火) 那俄性 晃 個展 〈油彩・水彩〉 那俄性 晃

12/6(木) ～ 12/11(火) 川崎重工グループ 絵画展 〈油彩・水彩〉 川崎重工グループ

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(印刷は～5時)
電話・FAX：０７８-３６１-４５６５ (水曜日休館)

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

まちづくりライブラリー
（図書コーナー） 図書のご案内 ～～ままちちづづくくりりをを基基礎礎かからら学学ぶぶ～～

「都市計画とまちづくりがわかる本」
(伊藤雅春ほか編著・平成 23 年)

都市の歴史、法制度などの枠組み、テー

マ別の取り組みから訪ねてほしい都市空

間(コラム)まで、1項目が見開き2ページに

まとめられています。

「改訂版 まちづくり・都市計画なんでも質問室」
(柳沢厚・野口和雄編・平成 24 年)

都市づくり・まちづくりに係る法制度を Q

＆A 形式でわかりやすく解説。都市計画、

建築行政から中心市街地活性化まで幅広

くフォローしています。

「商業・まちづくり 口辞苑
こうじえん

」
(石原武政・平成 24 年)

商業まちづくりに関する一冊。“アーケー

ド”から”ワンストップ・ショッピング”まで、

商業とまちづくりに関する390項目が辞書

のように五十音順に掲載されています。

「市民のための景観まちづくりガイド」
（藤本英子･平成24年）

「日本の景観はなぜこうなのか」から「景

観まちづくりのはじめ方」まで、普通の

市民がまちづくりを「景観」というテー

マで始めるための手引きとなる本です。

まちセンメールマガジン『せん太ちゃん通信』配信中！
ご申込は、mati3@kobe-toshi-seibi.or.jp 宛に「メルマガ配信希望」という
件名の空メールをお送りいただくか、右の QRコードをご利用ください。

→ →
docomo の方 au・softbank の方


