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自分たちのまちにあった「建築協定」への更新
～ベルーデュ・神戸学園都市建築協定地区～ 所在：西区学園西町4丁目

面積：1.7ha 区画数：約90

まちづくりアドバイザーを活用して
みんなでルールを見直しました

「建築協定」は建築物について地域の特性に基づく

一定の制限を、地域のみなさん自らが設けることので

きる制度です。その歴史は古く、昭和25年の建築基

準法制定時に遡ります。

神戸市では昭和48年の北区松の宮南地区（今は廃

止）が第1号で、今や横浜市に告ぐ全国第２位の協定

締結数（139地区）となっており、実はとても身近な

まちづくりルールなのです。

１．建築協定の特徴とは？

◆市の認可を受けた紳士協定です

土地所有者等の合意形成ができたら市に申請し、認

可を受けます。認可を受けることで公のルールとなり

ます。申請から認可まで長くて３ヶ月です。法令では

なくあくまで紳士協定ですが、一度認可を受けると、

土地所有者等が変わっても有効期間内は協定が継続

されることになります。

◆土地所有者等が自らルールを運営します

他のルールと同様に、区域内で新築等を行う場合は

確認申請の前に協議が必要です。この場合、市ではな

く土地所有者等で組織する「運営委員会」が事前協議

を行います。協定違反があった場合は、運営委員会が

民事的解決を図ることになります。

◆区域内の全員が締結しているとは限りません

建築協定は多数の人たちの合意で決めるルールで

すが、合意しない少数の人まで拘束するものではあり

ません。区域内の一部が効力の及ばない穴抜け区画と

なっている場合もあります。

２．締結されている地区の傾向は？

神戸市における建築協定のうち、約３割が住環境を

維持保全したいという住民の発意によるものです。区

域内で業者による敷地分割という話が出たことがき

っかけで、再び同じような問題が起こらないようにす

るために締結した例などがあります。

残り７割は戸建開発団地での分譲事業者による一

人協定（分譲前の締結）です。この協定はいずれ住民

に引き継がれることになります。

３．他のルールと比べると？

他のまちづくりルールに比べ、発意から締結まで比

較的早く進められるケースが多く、また地域に運用が

任されているので、ルールを柔軟に判断、運用するこ

とが可能です。

しかし、建築の知識や経験が十分でない住民が自ら

運営をしなければならない負担や、穴抜けで効力が及

んでいない区画が存在することによるトラブルなど

もあります。

そこで、各地区の建築協定の円滑な運営をサポート

するため、平成２年に連絡協議会が設立されました。

地区間の情報交換・発信、研修・交流会の開催等、さ

まざまな活動が行われています。

「建築協定のまちづくり」にぜひご注目ください！

（都市計画総局建築指導部建築安全課）

建建建築築築協協協定定定のののススススススメメメ ～～～実実実はははとととてててももも身身身近近近なななまままちちちづづづくくくりりりルルルーーールルル～～～

緑豊かな戸建住宅の立ち並ぶ良好な住宅地。H14に事業者が一人協
定で締結した建築協定があり、H24.9 に更新時期を迎えます。

更新準備を進める中、現実的に守りにくいルールが含まれている
等、地域の皆さんが現行のルールに問題意識を持っていたことから、
この機会にアドバイザーを派遣し、見直しを行うこととなりました。

毎月の会合では「このまちの何を守りたいのか？」を問いながら既
存ルールをひとつひとつ検討し、改正案を策定していきました。あわ
せてニュース発行や全体アンケート・説明会等を行い、地域の皆さん
を巻き込んで約 1年にわたる熱い議論を行ってきました。

改正案はほとんどの方の合意を得られ、9月末には更新予定です。
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塩屋まちづくり推進会（以下「推進会」）は、地域の長年の課題である都市計画道路・塩屋多井畑線整備に
対して、2012年6月第7回定期総会で｢地域からの再提案書｣を決議しました。地域住民の意見を集めて、早期の
事業化に向けた取り組みが進められています。

全住民に呼びかけて

塩屋地区では2008年「まちづくり構想」決定、2009

年神戸市から｢見直しの基本的な考え方｣提案、2010

年「地域住民による整備の考え方」決定、2011 年神

戸市から「塩屋多井畑線計画変更素案」提案という手

順で、｢推進会｣を通じた地域住民と神戸市のやりとり
．．．．

が積み上げられてきました。そして今回、地域住民と

しての「最終的な提案｣とする文書がまとめられまし

た。

この提案にあたって、｢推進会｣では幅員 12m を基

本とする神戸市の｢計画変更素案｣に対する意見を求

める集会を開催してきました。地域の全自治会に協力

を依頼し、日程を土曜日、日曜日に設定し、小学校等

を会場に利用するなど、住民のみなさんの幅広い参加

を呼びかけました。

再提案書

そして｢塩屋の雰囲気を守ってほしい｣、「災害時に

役に立つ道路として整備してほしい」等、さまざまな

意見が出される中で、ぎりぎりのところでお互いに折

り合って｢歩行者が安全に通れる道｣という地域の意

見をまとめる大変な努力がありました。

塩屋多井畑線を 4 つの区間に分割して、それぞれ

に住民の思いが詳細に書き込まれています。またこの

議論の中で「時間がかかりすぎ」、｢早期に事業化して

ほしい｣といった意見が多くありました。｢推進会｣は

｢この再提案書に対する神戸市の回答に対して、住民

全体のアンケートを実施し、神戸市案で道路整備を進

めるか否かを決める｣という、今後の進め方も明らか

にしています。

住民主体のモデル

2006 年 4月に｢推進会｣が設立されて 7年目に入り

ました。地域の合意でまちづくりを進めるには時間が

かかります。神戸市では全市的に｢住民主体のまちづ

くり｣を前面に出して、まちづくりのルール化や公共

施設の整備など、多くの地域で取り組みを進めていま

す。塩屋は、都市計画道路整備にかかわる、最先端の

モデル地区の一つです。

｢推進会｣役員のみなさんは地域の意見を集め、まと

めるために大変な苦労をされています。｢再提案書｣

に込められた思いを汲んで、これから｢推進会｣と神戸

市が道路計画をさらに詰めていきます。

まちづくりは簡単には進みませんが、地域住民の皆

さんに進み方が見えるように、取り組んでいきます。

(都市計画総局まち再生推進課)

一一日日もも早早いい事事業業化化をを願願っってて ～～塩塩屋屋ままちちづづくくりり推推進進会会～～

神戸市では、新たな夜間景観資源や視点場の発掘を行い、魅力的な夜

間景観を広くＰＲして情報発信するため、「都心・ウォーターフロントエ

リア」の魅力的な夜間景観を広く募集します。そして、「都心夜景 10選」

として選定し、まち歩きマップやホームページで普及啓発を行います。

素敵な通りや建物、街灯、印象的なイベントなど、思わず夜のまちに出

かけてみたくなるあなたのおすすめの夜景や夜景を眺める視点場をぜひ

ご応募ください。
◆募集期間：平成 24年 8月 1日から 9月 30 日（必着）

◆応募方法：応募用紙に必要事項を記入し、郵送、電子

メール又は持参。資料（写真・地図など）があれば添付。

◆応募の受付及び問い合わせ先◆

都市計画総局まちのデザイン室
TEL 078-322-5629 FAX 078-322-6096 E-mail keikan@office.city.kobe.lg.jp
応募用紙はＨＰからもダウンロードできます。
http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/urban/scene/night/yakei10.html

「都心夜景10選」を募集します！
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１．桜が丘地域協定委員会

桜が丘地区は、神戸市

西区、神戸電鉄栄駅の南

約１km に位置し、昭和

４６年から民間開発事

業者により開発が始め

られた大規模住宅団地

で、住みよい住宅地が形

成されてきました。

開発時から地区独自のまちづくりルール「地域協

定」があり、開発業者が建築時遵守事項として運営し

てきましたが、平成 17年度末に開発業者が撤退した

ため、地元住民が桜が丘地域協定委員会を立ち上げ

「緑ゆたかでゆったりと落ち着いたまち」を基本理念

に、快適で住みよい住環境と美しい街並みを保全する

とともに、安全で安心できる利便性の高い市街地形成

を図るため「桜が丘地区計画」を決定、さらに、快適

に住み続けられるまちの実現を目指し、「桜が丘地区

まちづくり協定」を平成 21 年 6月に締結しました。

２．まちづくりルールの枠組みと概要

桜が丘地区には、戸建住宅と公共施設、商業施設が

ほぼ区域を分けながら立地しているため、地区を 7

つに分けてそれぞれにルールを定めています。また、

「地区計画」や「まちづくり協定」と併せて、「まち

の申し合わせ」を定めることで、安全で安心できる環

境を維持・保全し良好な市街地形成を図っています。

３．まちづくり協定の運用

住宅建築などまちづくり協定の対象となる行為は、

23 年度で 1３0 件を越える届出があり、地域協定委

員会メンバーが隔月で２班に分かれて必要に応じ現

地確認にも行かれています。また、定例的に地域協定

委員会を開催し、まちづくりルール運用の問題点や適

用対応等について熱心に議論をされています。さらに、

地域協定ニュースを適宜発行し、住民への周知にも取

り組んでおられます。

４．まちづくり協定審査マニュアルの策定

まちづくり協定が締結されて、3年が過ぎようとし

ております。今後の桜が丘のまちなみを維持・継続し

ていくため、２４年度には、これまでの具体例をもと

に、まちづくり協定の審査の適正化、定着化を図る審

査マニュアル・事例集の作成に取り掛かっています。

５．おわりに

桜が丘地区は、地元発意の地区計画としては市内で

も最大規模となる 3,600 を超える世帯を対象として

います。このような大規模地区でルールの運用を行う

には、地元組織（地域協定委員会）の皆様の熱心な活

動なくしては運用出来ません。

今後とも地域協定委員会の皆様と協力しながら、快

適に住み続けられるまち「桜が丘」の実現に向け、取

り組んでいきたいと思います。

地地域域ままちちづづくくりり情情報報⑤⑤ 桜桜がが丘丘地地域域協協定定委委員員会会のの活活動動
西区まちづくり課 地域支援担当係長 三裏 浩記

桜が丘地区まちづくりの経緯

昭和 46 年 民間事業により開発（地区独自のルールを事業者で運営）

平成 18 年 事業者の撤退を契機に、まちづくりの勉強会を開始

平成18年８月 桜が丘地域協定委員会 発足

平成20年４月 「新まちづくりルール(案)」の承認

平成20年５月 まちづくり提案を神戸市に提出

平成 20 年 12 月 地区計画の都市計画決定告示

平成 2１年６月 まちづくり協定を締結

まちづくりルール パンフレットより

地域協定委員会の様子
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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

8/23(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／建設局

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

期 間 テーマ ・ 内 容 主 催 者

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

9/13(木) ～ 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

9/20(木) ～ 9/25(火) 2012神戸写遊会 写真展 <写真> 神戸写遊会

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(金) ～ 10/23(火) 葦の会展 〈油彩〉 葦の会

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

須磨海浜水族園

須磨海岸には、海水浴以外の魅力もたくさんあります。

にぎやかな夏が終わった海岸に、海岸で楽しめる音楽・スポー

ツ・遊び・食が集まります。今年は、須磨海岸周辺の懐かしい風景

などを紹介する写真展も開催。

ぜひ、初秋の1日を須磨海岸で楽しんでください。

開催日時：平成 24 年 9 月 16 日（日）11 時～17 時
※一部開始、終了時刻の異なるものあり

開催場所：須磨海岸東エリア一帯

主催：須磨の楽しい海を発信する会
須磨区役所


