
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６月号（第１７8号）
■ 神戸市夜間景観形成実施計画を策定しました！

～「デザイン都市・神戸」の魅力的な夜間景観形成の推進に向けて～（P.1）
■ 平成23年度 コンサルタント派遣成果報告会 開催しました!（P.２）
■ 地域まちづくり情報③長田区編 真野地区・真陽地区での災害時要援護者支援の取り組み（P.3）
■ こうべまちづくりセンターレポート「宙(そら)」 最新刊のお知らせ ほか（P.4）
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＊夜間景観形成の推進に向けて＊

「一千万ドルの夜景」として親しまれている神戸の夜間景観は、日本を代表する夜景の一つです。

その神戸らしい夜間景観に、さらにみがきをかけ、「デザイン都市・神戸」の都市ブランド力を高めるた

め、平成23年に、神戸市夜間景観形成実施計画推進委員会(学識経験者や照明専門家、地域団体、事業者、

行政等で構成)を立ち上げ、「神戸市夜間景観形成実施計画(都心・ウォーターフロントエリア)」を平成24

年3月に策定しました。今後は、この実施計画を推進していくことで商業の活性化や夜の時間を楽しむ文化

の醸成など、「滞在型観光の促進」や「産業・文化の振興」をはかりながら、市民・事業者・大学等・行政

が連携した取り組みを進めていきます。

＊神戸市夜間景観形成実施計画の概要＊

平成16年に策定した「神戸市夜間景観形成基本計画」の地

区別実施計画として、都心・ウォーターフロントエリアで今

後概ね５ヵ年で重点的に実施するハード・ソフト両面での具

体的施策をまとめています。

計画の重点テーマとしては、「光の質の向上」「引き算のデ

ザイン」「環境への配慮」を空間づくりのテーマとして、「市

民・事業者・大学等・行政の協創」を進め方のテーマとして

います。

＊重点地区（７地区）での取り組み＊

対象エリアの中で特に優先的に取り組みを進めていく地

区を重点地区に位置付け、それぞれ地域特性に応じた「光の

コンセプト」に沿って、ハード・ソフト両面での具体的な取

り組みを実施していきます。
重点地区と「光のコンセプト」

・税関線沿道地区 ：都心を貫く「シンボリックな光」

・旧居留地地区 ：落ち着いた風格のある「大人の光」の演出

・南京町地区 ：活気ある「賑やかな光」の演出
・乙仲・海岸通地区：個々の店舗が織り成す「ほのかな光」の演出

・中突堤周辺地区 ：海辺に映りこむ「きらびやかな光」の演出

・新港突堤西地区 ：みなと神戸らしい「新しい光」の演出

・ポートアイランド西地区：神戸港を一望する新名所のしかけづくり

＊実現に向けて＊

今後も夜間景観形成実施計画推進委員会を継続開催する

ことにより、実施計画を連携して進めていきます。また、ハ

ード・ソフトの取り組みだけでなく、地域での照明のルール

づくりなどのしくみづくりも行い、景観まちづくりの一環と

して地域全体での良好な夜間景観の形成に取り組んでいき

ます。 (都市計画総局まちのデザイン室)
※計画の概要等は神戸市ホームページでもご覧いただけます。 http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/urban/night/kkc.html
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まちづくり会館では、「まちづくり協議会」等に対して、専

門家を派遣し、まちづくりの技術的・専門的な支援を行ってい

ます。

この制度により、平成23年度に派遣された専門家(まちづく

りコンサルタント)が、各地区の活動状況や自身の果たした役

割などについて発表する「コンサルタント派遣成果報告会」が、

5月18日（金）にまちづくり会館で開催され、地域団体、専門

家、学生など幅広い層の約90名の方にご参加いただきました。

第１部【安全・安心なまちをつくる！！】
第１部では、市の重点施策でもある密集市街地の改善や、緊急

避難路ともなる生活道路の整備など、安全・安心なまちを目指し

た様々な取り組みをされている、新開地周辺、岡本５丁目南、駒

ヶ林町１丁目南部、稲荷市場南、兵庫区北西部、浜添通１丁目の

各地区の事例について、各派遣専門家から報告いただきました。

また、参加者から出た質問に各専門家に回答していただきまし

た。「合意形成をとる際にどのような工夫をしていますか？」と

の問いには、「“急がば回れ”だと思っている。合意形成の初期段

階にじっくりと時間をかけ、地域の皆さんが議論する時間を大切

にしている。」「地域の方々の様々な事情や課題を聞きながら、皆

さんが共通して大切に思っていることは何かを見つけ、それを軸

にお話をするようにしている。」など様々な考え、工夫が紹介さ

れました。

第２部【地域の魅力を守る、引き出す！！】
第２部では、地区計画、まちづくり協定などのルールづくり

やイベントなど、地域の魅力を守り、引き出すための様々な取

り組みをされている、青木、トアロード、御影、神陵台５丁目、

三宮中央通り、下唐櫃、北野･山本の各地区の事例について、各

派遣専門家から報告いただきました。

1部と同様に参加者から多くの質問が寄せられました。「地域

の魅力を高めることは、地域や商業の活性化につながります

か？」との問いには、「そのまちでないと手に入らないものを販

売できれば、商業活性化につながる。」「まちの独自性、独創性

を高め、地域の方が魅力を感じるまちにしなければ、まちを訪

れる人は増えない。逆に来街者が増えれば、現在あるお店が潤

うだけでなく、新たなお店を引き寄せるので、まちが活性化し、

総合的なまちの魅力アップにつながる。」など、様々な回答をい

ただきました。

また、参加者アンケートの中で、密集市街地の整備についてもっと詳しく聞いてみたいとの声が寄せら

れており、今後、まちづくり学校やイベントの中でご紹介したいと考えております。

平成23年度 コンサルタント派遣成果報告会 開催しました!
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１．取り組みの背景

阪神・淡路大震災では、「高齢者や障害者等の安

否確認に手間取った」「視覚・聴覚障害者及び外国

人は情報の入手が容易でなかった」など、要援護者

への配慮が十分でなかったといわれています。この

ような経験から一人暮らしの高齢者や、障害者等の

災害時要援護者への支援のあり方を考える必要性

が指摘されていました。

一方、災害時に自力で避難できない方すべてを、

行政機関で避難誘導することは困難なため、様々な

地域で防災福祉コミュニティ、自治会、民生委員・

児童委員等が連携し、災害時要援護者の情報を共有

して、安否確認、避難支援等を行う体制づくりを進

めています。今回、

長田区で災害時要

援護者支援等に取

り組む、真野地区と

真陽地区を紹介し

ます。

２．真野地区での取り組み

真野地区では、阪神・淡路大震災以降、地域での

防災訓練を実施していますが、要援護者に対する支

援や、要援護者の訓練参加がなかったことは、地域

の課題とされていました。

このような状況の中で、長田区での災害時要援護

者支援のモデル地区として、神戸市からの働きかけ

もあり、区で初めて実施することになりました。

取り組みの流れは、要援護者の情報把握→支援者

の選定→要援護者を誰が支援するか(マッチング)→

避難訓練の実施、となります。取り組みを進めるに

は、要援護者情報は支援者での情報共有が不可欠で

すが、個人情報を扱うため、要援護者から要援護者

登録時に、支援者への情報提供の同意を得ています。

真野地区での特徴は、災害医療でおこなわれてい

る「トリアージ『重症度ではなく治療の優先度を識

別する』」の概念を採用し、援助内容に優先順位を

設定したことです。内容は「A＝避難に介助が必要」

「B＝避難所まで同行が必要」「C＝自力避難は可能

だが安否確認・声かけが必要」の3種類で、登録者

数は22年10月時点で、A＝39人、B＝99人、C＝186

人の合計324人を数えています。

23年2月17日に、防災福祉コミュニティ役員、自

治会役員、民生委員等、約70名の参加によりマッチ

ングのワークショップが実施され、要援護者宅をプ

ロットした地図で検討をおこないマッチングが完

了しました。

23年3月20日に、防災訓練を実施し、要援護者324

人の自宅を約80人の支援者が実際に訪ね、避難誘導

などをおこないました。結果、登録者数の94％にあ

たる306人の安否が確認でき、大きな成果が得られ

ました。さらに、23年10月23日には、真野小学校

を会場にした長田区総合防災訓練において、要援護

者を対象とした避難訓練が実施され、継続した取り

組みが進められています。

３．真陽地区での取り組み

23年3月11日に発生した、東日本大震災での津波

被害を踏まえ、海岸部分に近い真陽地区では、防災

福祉コミュニティを中心に、長田区では初めての津

波被害を想定した避難訓練を23年11月27日に実施

しました。なお、要援護者の登録やマッチング、ト

リアージの取り組みは、先行した真野地区と同様と

なっています。

今回の訓練の特徴

は、4ｍ以上と想定さ

れる津波が、到着ま

で90分という時間の

なかで逃げ遅れの可

能性がある要援護者

を、安全に避難誘導することを主眼としています。

具体的には、5階建て以上の建物15棟を、防災福

祉コミュニティが所有者同意の上で、避難建物とし

て指定。要援護者A・Bの方は支援者が誘導、要援

護者Cおよび一般の方は、自力での避難を想定しま

した。訓練には全体で748人が参加し、登録要援護

者については327人中159人の参加と、訪問による

安否確認は104人と大きな成果が得られました。

４．おわりに

今回の取り組みを終えた地域の声は、成果として

「マッチングがおこなえたことで、要援護者に安心

感を得てもらえた」「日常的な見守り体制が充実で

きた」などで、課題としては「要援護者情報の随時

更新の仕組みづくり」「今回対象外であった障害者

等の登録検討」が挙げられていました。

このような経験を踏まえ、長田区では、今後も地

域とともに災害時要援護者支援の取り組みを進め

ていく予定です。

地地域域ままちちづづくくりり情情報報③③ 真真野野地地区区・・真真陽陽地地区区ででのの災災害害時時要要援援護護者者支支援援のの取取りり組組みみ
長田区まちづくり課 担当係長 吉野 厚志

真陽地区避難訓練の様子

真野地区・真陽地区区域図
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こうべまちづくりセンターレポート「宙(そら)」は、平成15年の創刊以来、神戸のま

ちやまちづくりについて、様々な切り口で取り上げてきました。

このたび発刊しました最新刊(Vol.7)では、昨年12月に条例制定から30年を迎

えたことを機に、「『まちづくり条例』を通してみる神戸のまちづくり」と題した特集

を組んでいます。これは、専門家や行政担当者による論文、事例報告、「神戸市ま

ちづくり条例制定30年シンポジウム｣(H23.12.16開催）の参加者の発言を通して、

「神戸市まちづくり条例」の生まれた経緯と神戸のまちづくりにおいて果たした役

割、そして今後求められている姿に迫ろうというものです。他にも、まちづくり協議

会の活動の歴史や、その成果である、まちづくり協定、地区計画など、神戸のまち

づくりをふりかえる資料が満載です。

宙は、まちづくり会館５階事務室で販売してい

ます。遠方の方は発送も承ります。くわしくは下記

URLまたは会館まで。

http://www.kobe-toshi-seibi.or.jp/matisen/0urban/sora/sora.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

5/31(木) ～ 6/19(火) 土砂災害防止月間パネル展 神戸市建設局

6/21(木) ～ 7/10(火) 協働と参画のまちづくりパネル展 神戸市都市計画総局

7/12(木) ～ 7/31(火) 「みち、みず、みどりの学校」「交通安全総点検」／生物多様性神戸プラン2020 神戸市建設局／神戸市環境局

期 間 テーマ ・ 内 容 主 催 者

5/31(木) ～ 6/5(火) そらいろの会 絵画展 〈油彩・水彩等〉 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

6/22(金) ～ 6/2６(火) 神戸高校2回生 作品展 〈油彩・水彩等〉 神戸高校2回生

６/28(木) ～ 7/3(火) 第18回 彩悠会展 〈油彩・水彩〉 彩悠会展

7/5(木) ～ 7/10(火) 丹水会展 〈水彩〉 丹水会

7/12(木) ～ 7/17(火) 第8回 回転ドアの仲間たち 油彩展〈油彩〉 回転ドアの仲間たち

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

宙 Vol.7 500 円

***** こうべまちづくりセンターレポート「宙」〈既刊〉*****

Vol.1 (2003.4) 神戸のまちづくり 50 年を振り返る【完売済み】

Vol.2 (2005.4) 神戸のまちづくり参加のレシピ(ワークショップの本)【完売済み】

Vol.3 (2006.5) 特集あーばんとーく 100 号記念(まちづくりア・ラ・カルト) 800 円

Vol.4 (2008.3) まちづくりの宙と波 1000 円

Vol.5 (2010.3) 神戸－そのまちの近代と市街地形成－ 1000 円

Vol.6 (2011.3) まちを読み解く 500 円

Vol.7 (2012.3) 神戸のまちづくり その歩みとこれから～まちづくり条例30年によせて 500円


