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■ 平成25年度 こうべまちづくり学校 基礎講座募集！（P.1）
■ 神戸らしい眺望景観のための誘導基準（須磨海浜公園）の策定 （P.２）
■ 地域まちづくり情報⑪ 「近隣住環境計画制度」編（P.3）
■ すまいまちづくり公社をよろしく！ ほか（P.4）
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共同と参画のまちづくりを目指したまちづくりの基礎を学ぶ講座です。
日 程 テ－マ 内 容 講 師

１
５月３１日

（金）
神戸のまちの

歴史
神戸の歴史を通して、神戸のまちの成り
立ちを学びます。

田辺 眞人 氏
園田学園女子大学名誉教授

２
６月７日
（金）

これからの
神戸の地域活動

人と人とのつながりを豊かにし、住みよい

まちにするためには？市内調査データを

基に学びます。

立木 茂雄 氏
同志社大学社会学部教授

３
６月１１日
（火）

安全安心まちづくり
～人と人との

つながりを考える～

私たちを取り巻く自然災害・犯罪などに
対し、どのように対処していくか、人と
人、人と地域とのつながりから「安全で
安心なまちづくり」を考えます。

渥美 公秀 氏
大阪大学大学院

人間科学研究科教授

４
６月１８日
（火）

地域におけるよりよい
話し合いの方法とは？
～ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ体験を通じて～

まちづくりの基本は話し合い…今話題
のワークショップを体験し、よりよい話
し合いについて考えます。

神戸まちづくり
ワークショップ

研究会

５
６月２９日
（土）

住民主体の
まちづくり

住民主体のまちづくりに取り組む「真野
地区(長田区)」について現地で、実際の
取り組みや工夫を学びます。

真野地区
まちづくり
推進会ほか

※内容・講師等は変更することがあります。

◆会場・時間：こうべまちづくり会館 午後６時３０分～８時３０分

６月２９日(土)のみ 真野地域福祉センター（長田区） 午後１時３０分～４時３０分

◆定 員：８０名 （応募者多数の時は抽選となります。）

◆受講料：￥１,０００ （４月上旬に案内と納付書をお送りします。）

◆申込方法

受講希望の方は、①講座名「こうべまちづくり学校基礎講座」、②氏名（フリガナ）、③住所（郵便番号）

④年齢、⑤性別、⑥電話番号、⑦職業、⑧これまでの受講の有無、⑨まちづくり協議会・自治会などの

地域団体の役職（該当の方）をご記入の上、ＦＡＸ、はがき、E - mailで下記まで送付ください。

こうべまちづくり会館 〒650-0022 神戸市中央区元町通４－２－１４

FAX：０７８-３６１-４５４６ E-mail：mati2@kobe-toshi-seibi.or.jp

ＨＰの申込用紙を使っていただいてもかまいません。http://www.kobe-toshi-seibi.or.jp/matisen/3jinzai/gakkou/gakkou.htm

◆申込締切日 平成２５年３月３０日（土）必着

※ご記入いただいた個人情報は、こうべまちづくり学校に関する事務、まちづくりに関る情報の案内（希望者のみ）以外に利用いたしません

●秋からは、各分野（コミュニケーション・防災・防犯・景観・まちづくり・まち歩き・土木施設探訪）

に分かれてまちづくりについてより深く学ぶ「分野別講座」を開講する予定です。

平成24年度の分野別講座は、9月1日から12月15日まで、全６コースに延べ226人のご参加をいただき、

延べ129人の方が修了されました。平成25年度の募集は7月、講義開始は9月の予定です。詳しくは、あ

ーばんとーく特別号（夏頃発行）、あじさい市民大学夏号等でお知らせします。

平成２５年度 こうべまちづくり学校基礎講座募集！
申込締切：平成２５年３月３０日（土）
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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「デザイン都市・

神戸」を推進しており、この一環として、神戸らしい眺望景観を次世代へ引き継いでいくため、新たな施策に

取り組んでいます。

六甲山系の山並み、海や港と市街地が一体となった景観や、西北神地域の豊かな自然と田園集落の景観など、

変化に富んだすばらしい眺望をまもり、そだて、次世代へ継承するため、平成 22 年 7 月から、都心部の 2 地

区で新築する建物などについて、高さや幅の規制誘導を開始しています。

都心部に続き、「神戸らしい眺望景観 50 選.10 選」の中でも、阪神間に唯一残る自然海岸として、松林を背

景に広大な砂浜が続き、水族園から鉢伏山までを見渡すことができる、「須磨海浜公園」からの眺望景観を保全

するため、建築物等の高さや形態意匠の誘導を行います。

そこで、このたび、「神戸らしい眺望景観の形成のための誘導基準（須磨海浜公園）」を策定しました（平成

24年 12月 25日告示、平成 25年 4月 1日施行）。

引き続き、市民のみなさんがより一層の誇りと愛着をもてる神戸らしい都市景観の形成をめざし、「デザイン

都市・神戸」のさらなる推進に取り組んでいきます。

●眺望景観形成誘導基準の概要

須磨海浜公園から松林、山並みを眺める「見晴らし型眺望景観」

～ 神 戸 ら し い 眺 望 景 観 の 形 成 に 向 け て ～

新 しい眺 望 景 観 形 成 誘 導 基 準 を策 定 しました

【適用除外】

（1）誘導基準の施行日に既

に存在している建築物

等

（2）区域①-a における建築

物等の高さ基準につい

ては、都市計画に位置づ

けている、特定街区、高

度利用地区、都市再生特

別地区、高さの最高限度

を定めている地区計

画・景観計画区域の建築

物等

（3）神戸市が都市景観審議

会の意見を受けて、良好

な景観形成を図ること

ができると認める建築

物等

※これらの誘導基準は、既

に指定している「景観計

画区域」（景観法）、「景観

形成指定建築物等届出地

域（神戸市都市景観条例）

の各区域の誘導基準に追

加して運用します。

誘導基準の詳細について

は、パンフレットをご覧

ください。

１．鉢伏山から鉄拐山の山並み（下図の区域①-a、①-b）

鉢伏山から鉄拐山にかけての山並み景観を保全

するため、建築物等の高さや形態意匠、屋外広告物

に関する誘導基準を設けます。

２．松林越しの見晴らし（下図の区域②）

松林の景観が乱されないよう、国道 2号沿いの建

築物等の形態意匠や屋外広告物に関する誘導基準

を設けます。
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2.7m

0.65m

■近隣住環境計画制度ってなに？

下町、都心、ニュータウン等、地域ごとの特性を踏

まえ、向こう３軒両隣など、市民にとって身近な単位

からできるまちづくり手法です。

地区計画・まちづくり協定・建築協定などが規制上

乗せ型とすると、「近隣住環境計画制度」は緩和型の

ツールといえます。

小規模なものから街区単位など大規模なものまで、

地域の実情に応じてまちづくりのルールを定めるこ

とができ、地域の課題や計画内容に応じた決め細やか

な運用をすることができます。

〈他のまちづくりルールと違う点〉

・小さな範囲でつくることができる

・一定の条件を設けることで規制の緩和を行うこと

ができる

〈建築するときの手続き〉

・建築行為を行うときには市への届出が必要

・規制の緩和を計画で定めている場合であっても建

築時に許可等の申請が必要

■どうつかうの？

一定条件のもと、道路幅員が 4m未満の道路とする、

用途地域で禁止されているコンビニ等を建築する、無

接道敷地に建築する、など地域特性に合わせた使い方

が考えられます。

■事例紹介

１．須磨北町 3丁目西地区近隣住環境計画

（住み続けられる細街路のまちタイプ）

戦前からの不整形な細街路が残る密集住宅市街地

であるため、

主要生活道路

の整備やその

道路沿い敷地

における建築

物の整備に関

する制限等を

設け、法令の

適用（壁面線

指定、建ぺい率緩和許可等）を行うことによって、生

活道路空間の確保、建替え困難地の解消を図り、将来

とも穏やかに安心して住み続けられる住環境を実現

します。

２．新開地・聚楽横丁地区近隣住環境計画

（うるおいのある路地づくりタイプ）

劇場街として繁栄した新開地本通りの後背地に形

成された、看

板や提灯、植

栽といった景

観があいまっ

た独特の風情

が残る区域で

あり、路地の

美装化にあわ

せて、２項道路（※）内において、中央部 2.7mの範

囲は路面として美装化し、道路境界までの 0.65ｍ部

分に花壇等の設置を認めることで、横丁の個性を活か

した環境の向上を図り、商いや事業の場、暮らしの場

として魅力と安心ある快適なまちを目指します。

（※２項道路とは幅員を４ｍに拡幅しなければなら

ない道路です。）

■最後に

現在、長田区駒ヶ林町１丁目南部地区において、近

隣住環境計画の手続きを進めています。

今後まだまだ発展する可能性を秘めている制度で

すので、地域のまちづくりについてお考えの際は近隣

住環境計画制度もぜひ一度ご検討ください。

地域まちづくり情報⑩ 「近隣住環境計画制度」をご存知ですか？
都市計画総局建築指導部建築安全課指導係長 鷲尾 真弓

2項道路

壁面線指定

地域のみなさんでまちの将来像を考

え、必要なまちのルールをつくる

市長が、健全で快適な住環境等の保全

及び育成を目的とした建築物や道路

整備に関するルールを、近隣住環境計

画として定める

市が、計画に配慮して法令等による規

制や緩和を弾力的に運用する
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◆神戸すまいまちづくり公社は、神戸市の指定管理者として、「こうべまちづくり会館」の

管理運営を行うなど、様々なまちづくり支援事業を展開しています。◆この神戸すまいま

ちづくり公社は、昨年まで神戸市都市整備公社という名称でした。神戸市都市整備公社は

昭和 38年に設立され、土地区画整理事業並びに公共公益施設の整備・管理運営事業を行な

う「多機能・多目的公社」として発展してきましたが、今春に解散を予定している神戸市住宅供給公社から賃

貸住宅等の事業を継承することを機に、名称を 1月 1日付で変更しました。◆神戸すまいまちづくり公社とい

う名称には、文字通り「すまい」から「まちづくり」まで幅広く一貫した事業に取り組み、都市の安全・安心・

快適な生活の実現を目指す、という意味がこめられており、行政や民間では実施困難な先駆的事業など準公

共的な社会ニーズに対して、効率的かつ機動力をもった事業展開を図ります。◆来年はこうべまちづくり会

館の開館 20 周年の年です。まちづくり会館は、住民主体のまちづくりを支援するため、平成５年 11 月 15 日

にオープンして以来、阪神・淡路大震災からの復興期をはじめ、様々なまちづくりをお手伝いしてきました。

新たなまちづくりの局面を迎え、今後とも、市民のみなさんの主体的なまちづくりを応援していくとともに、

こうべまちづくり会館をさらに多くの方に知り、親しみ、活用していただく工夫をこらしていきたいと考えて

います。 （Ｋ）

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

1/24(木) ～ 2/12(火) 摩耶山など灘百選の紹介 神戸市灘区
2/14(木) ～ 3/5(火) 橋梁模型コンテスト受賞作品 神戸市建設局

3/7(木) ～ 3/26(火) 神戸市都市デザイン賞パネル展 神戸市都市計画総局

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

1/31(木) ～ 2/5(火) ＫＳＣ １１・１２期絵画同好会 合同作品展 〈油彩・水彩〉 ＫＳＣ １１・１２期絵画同好会
2/8(金) ～ 2/12(火) 第47回 ぐるーぷ ひらの展 〈油彩〉 ぐるーぷひらの

2/14(木) ～ 2/19(火) 一期一絵の会(KSC15期) 第4回絵画展 〈油彩・水彩〉 一期一絵の会（KSC15期）

2/21(木) ～ 2/26(火) 第10回 須磨火曜スケッチの会 作品展 〈油彩・水彩〉 須磨火曜スケッチの会

2/28(木) ～ 3/5(火) 第16回 游遊会 水彩画展 〈水彩〉 游遊会

3/7(木) ～ 3/12(火) ソフィア展 〈油彩・水彩等〉 ソフィア

3/14(木) ～ 3/19(火) 第25回 遥洋会 油絵展 〈油彩〉 遥洋会

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(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

すすままいいままちちづづくくりり公公社社ををよよろろししくく！！

～～ すすままいい かからら ままちちづづくくりりままでで トトーータタルルササポポーートト ～～


