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あーばんとーく
こうべまちづくり会館ニュース Kobe UrbanTalk

20１3年8月号（第１9２号）
■ いきいき下町推進協議会総会フォーラムを開催しました!（P.1）

■ 平成25年度 まちづくり学校 基礎講座 を終えて
都市デザイン賞を募集しています！（P.2）

■ 祝＊10年 まちセン研究ネット 空間像研究会②（P.3）

■ まちづくりライブラリーからのお知らせほか（P.4）
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さる７月２日（火）に、こうべまちづくり会館にて、いきいき下町推

進協議会フォーラム「景観まちづくりの『担い手』」（主催：いきいき下

町推進協議会 共催：神戸すまいまちづくり公社）が開催されました。

いきいき下町推進協議会（いき下協）は、神戸の下町の活性化とその

ためのまちづくりを支援するための組織で、建築関係団体、地域住民団

体、行政関係団体等を構成員として、「すまい・まちづくり」に関する

情報交換、啓発、調査・研究、提案を行っており、毎年、通常総会の後

にフォーラムを開催しています。

今回は「景観まちづくりの『担い手』」と題して、第１部で有馬地区・岡本地区での実施報告、第２部で講座

修了生によるパネルディスカッションを行いました。

■ 報告
第１部では、いきいき下町推進協議会運営委員長の

上山卓氏より、有馬地区（第１期）及び岡本地区（第

２期）で実施した景観まちづくり推進員養成講座の実

施状況と、その成果の報告が行われました。養成講座

については、今後も継続して行う予定で、第３期とな

る今年度は新開地地区で行う予定です。

次に、日本建築士会連合会まちづくり委員会の森崎

輝行氏より、景観まちづくり人材育成プログラムに関

する全国の動きについての説明がありました。

現在、実施しているのは兵庫県のみですが、東京の

玉川や岐阜、大阪でも検討されているようです。

■ パネルディスカッション
第２部のパネルディスカッションでは、有馬地区と

岡本地区の景観まちづくり推進員養成講座修了生４

名（地元まちづくり実践者の方２名・建築士の方２名）

の方々に、この講座で学んだこと、課題と感じたこと

等を活発にディスカッションいただきました。

[進行]

三輪 康一氏（神戸大学教授）

＜主な発言内容＞

・景観に関する理論的な根拠、視点を学べて良かった。

・座学は専門用語も多く、難しかったが、実際に現地に

行く「実践ゼミ」では、地元の人たちの考えを知るこ

とができ、大変有益だった。「実践ゼミ」はさらに増

やして欲しい。

・地元で商売をしている人としていない人とでは、見解

が違うため、意見をまとめるのは大変だが、講座で学

んだことを生かして、その橋渡しになりたい。

・建築に関する「賞」を作れば関心が高まるのでは？

・その「まち」らしい「建物」とはどういうものか？と

いうことを地元の人たちと話をするにはバランス感

覚が必要である。

・まちづくりは長期的なスパンで考えなければいけない

ので、継続性が重要だと感じた。そのためにも、講座

終了後も、何らかのフォローアップが必要だ。

最後に、藤田忍氏（大阪市立大学教授）からは、「日

常会話の中でまちなみを語ることが大事」、三輪康一

氏からは「講座を修了した推進員の活躍の場がないの

は課題」などの講評をいただきました。

いいききいいきき下下町町推推進進協協議議会会 総総会会フフォォーーララムム

景景観観ままちちづづくくりりのの「「担担いい手手」」

フォーラム風景

をを開開催催ししままししたた！！

景観まちづくり推進員養成講座報告風景

パネルディスカッション風景

（いきいき下町推進協議会）
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平成14年に創設し、今年で1２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29

日まで開催しました。今年は座学、ワークショップ、現地見学を通して、より実践への興味を引き出せる

ような企画で、60名の方に受講いただきました。9月以降の分野別講座にも繋がる基礎講座レポートをご覧

下さい！

神戸のまちの歴史
安全安心まちづくり

～人と人とのつながりを考える～

これからの
神戸の地域活動

地域におけるよりよい
話し合いの方法とは？

～ワークショップ体験を通じて～

住民主体の
まちづくり

～真野地区見学～

田辺 眞人 氏
園田学園女子大学名誉教授

渥美 公秀 氏
大阪大学大学院

人間科学研究科教授

立木 茂雄 氏
同志社大学社会学部教授

浅見 雅之 氏
神戸まちづくり

ワークショップ研究会

真野地区まちづくり
推進会の皆さま

「西国街道をたどる」

をテーマに、神戸のま

ちの歴史や文化を幅広

く取り上げていただき

ました。時間内に収ま

りきらない盛り沢山の

講義内容に「ぜひ続編

を！」と望む参加者の

声が多数ありました。

長年ボランティア活動

を実践されている渥美

先生の語りは、やわら

かく、そのボランティ

ア活動もやさしさにあ

ふれていました。

東日本での活動紹介と

「防災と言わない防

災」を学びました。

身近な地域課題への取

組み(二宮地区「美しい

まち大作戦」)を紹介い

ただき、「ソーシャルキ

ャピタル(人と人との

繋がりの豊かさ)」を高

めることが、地域の安

全・安心に繋がるため

重要だと学びました。

最初は戸惑いつつも、

旗上げワークショップ

などを通して、「場」づ

くりの重要性を実感し

ました。また、その場

で模造紙に記録するレ

コーディングの技術に

は参加者から感嘆の声

が上がりました。

真野地区は、震災前か

ら公害問題などで、住

民運動が活発であり、

継続してまちづくりに

取り組んでいます。

ここでは、どの地域で

も起こりえる課題に対

するヒントを学ぶこと

が出来ました。

神戸市では、神戸らしい魅力ある空間・環境を形成している建築物や市民活動等を表彰するため、平成23

年に、「建築文化賞」「景観・ポイント賞」を発展させた「神戸市都市デザイン賞」を創設しました。

神戸らしい景観やまちなみを形成している建築物などを表彰する「まちのデザイン部門」と、環境に配慮

された優れた取り組みを行っている建築物などを表彰する「ＣＡＳＢＥＥ建築部門」の２部門で、7月1日～

8月30日まで募集を行っていますのでぜひご応募ください！

■ 表彰対象
(1)まちのデザイン部門
◇神戸市内の建築物、工作物、土木構造物、屋外広告物等

◇神戸らしいまちなみ、オープンスペース、植栽等

◇既存建築物を転活用・改修した建築物

◇美しいまちなみを形成または保全する取り組みを行っている団体

■ 応募・推薦の受付
◇応募・推薦用紙（下記ＨＰにてダウンロードできます）に必要事項を記入のうえ

平成 25 年 7月 1 日（月）～平成 25 年 8月 30 日（金）(必着)の間に、写真を添えて

郵送・窓口への持参・E メール（keikan@office.city.kobe.lg.jp）で下記応募受付先まで。

■ 応募受付先（参考ＨＰ：http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/urban/scene/award-application.html）

（まちのデザイン部門）神戸市都市計画総局計画部まちのデザイン室 TEL：078-322-5490

（ＣＡＳＢＥＥ 部門）神戸市都市計画総局建築指導部建築安全課 TEL：078-322-5619

都市デザイン賞を募集しています！

平成25年度 まちづくり学校 基礎講座 を終えて

７月１日～
８月30日必着

３ ５２ ４１ 5/31(金)18:30-20:30 6/4(火)18:30-20:30 6/7(金)18:30-20:30 6/18(火)18:30-20:30 6/29(土)13:30-16:30

(2)ＣＡＳＢＥＥ建築部門

◇おおむね３年以内に完成した神戸市内の建築物で

環境配慮等の取り組みを行っているもの
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１．神戸らしいとは

“神戸らしい”という言葉は、古くて新しいキー

ワードです。1978年に制定された「神戸市都市景

観条例」の前文に、すでに「わたしたち市民は、

この神戸らしいまちの景観をまもり、そだて、さ

らに新しい神戸らしさをつくりだし、自らが住み、

働き、憩うわたしたちのまちを、個性豊かで快適

なものにしたいと願ってやまない。」と書かれてい

ます。また、近年の眺望景観への取り組みでも「神

戸らしい眺望景観50選・10選（2008.2）」と銘打

たれ、昨年神戸市から出された指針も「神戸らし

い景観づくりの指針」となっています。

景観関連以外でも、神戸市の「デザイン都市・

神戸（2008～）」の基本理念に「“神戸らしさ”を

見つめなおして、磨きをかける」ことが揚げられ

たり、観光キャンペーンの標語として「Feel KOBE

（神戸を体感）」とうたわれたり、“神戸らしさ”

を希求する活動が広がりをみせています。

２．空間像研究会での検討

しかしながら、“神戸らしさ”とはどういうもの

か、誰もが共通のイメージを持っているかと問わ

れれば、その姿は明瞭なものとは言えません。い

ろいろな場面で使われていながら、分るようで分

らない、明らかなようで明らかでない“神戸らし

さ”について、空間像研究会では、次の①～④の

ような進め方で、その基本イメージを明らかにし

ていこうと考えました。

３．神戸らしさのキーワード

六甲山系南麓市街地を、まずは地形および土地

利用条件により分類してみると、海際地帯と中央

市街地と山麓住宅地との三層構造にわかれます。

このうち海際はさらに、港に面する工業系地域と

海に近い住宅系地域とに二分されます。これらを

それぞれ「港の景」「海の景」「街の景」「麓の景」

と呼んでみました。これに神戸独特の坂道や川筋

などの「坂の景」が加わり、“神戸らしさ”は５

つの地域イメージで構成されることがわかりま

した。

次に、こういう地形的な条件からみたキーワー

ドとは別に、神戸の歴史や生活文化などを背景と

した情景的なキーワードを考えてみました。研究

会のメンバーから挙げられたのは、「洋風（異）

文化」「（いろいろな要素の）混在」「ファッショ

ン（モダニズム）性」などです。ここで言う「フ

ァッション」は文字どおり「流行」のことで、「モ

ダニズム」は「同時代的」という意味、つまり新

しいものをいち早く取り入れる明治以来の神戸

の気風とでも言いましょうか…。

地形的なキーワードの方はまだしも、情景的な

キーワードは、言葉選びひとつひとつが難しく、

イメージを明瞭に示すことに困難を感じました。

そこで、例えば下に示したような写真を使いなが

ら直接的にイメージを伝えることで、共通理解が

得られるような工夫をしていくことがさらに必

要になると思われます。

この作業はまだ途上で、デザインマニュアルと

してまとめられてはいませんが、これからも機会

を捉えて検討を進めたいと考えています。
①

広大な神戸市域の中で、「海と山に挟まれた街」

という一般的な神戸のイメージに合致する地

域として、六甲山系南麓市街地を対象とする。

②

これまでに作られた「景観ガイドライン」など

の様々な資料や研究成果から、“神戸らしさ”

を表しているようなキーワードを抜き出して

みる。

③

研究会の参加者各自が“神戸らしい”と感じる

写真を撮り集めて、その理由（キーワード）も

併せて分類してみる。

④

整理されたキーワードや写真をもとに、情景的

要素も加えて、視覚的にわかりやすい「建築・

空間デザインマニュアル」にまとめてみる。

神戸らしい建築・空間デザインの研究
空間像研究会 浜田 有司

祝＊10 年
まちセン研究ネット ～空間像研究会の最近の活動から（2）～

神戸らしい街角の情景
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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）では、古本市で発掘した昔の神戸の

まちを映す絵葉書約50種を「絵葉書でたどる昔の神戸」と題してファイルにまとめてご紹介しています。絵葉

書を眺めながら昔の神戸のまちなみに思いを馳せてはいかがでしょうか。

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

8/1(木) ～ 8/20(火) 神戸建築物語／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／保健福祉局

8/22(木) ～ 9/10(火) 兵庫運河へでかけよう！！／住み慣れた地域で介護予防 神戸市兵庫区／保健福祉局

9/12(木) ～ 10/1(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

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

8/1(木) ～ 8/20(火) 神戸市立博物館所蔵ー絵画セレクションー〈油彩〉 神戸市立博物館／まちづくり会館

8/22(木) ～ 8/27(火) 吉岡 充 水彩画展（播磨と神戸） 〈水彩・仏像等〉 吉岡 充

8/29(木) ～ 9/3(火) 第14回 麓和会展 〈油彩・水彩等〉 麓和会

9/6(金) ～ 9/10(火) 劉 素真と神戸墨酔会 水墨画展 〈水墨画〉 神戸墨酔会

9/12(木) ～ 9/17(火) 第49回 兵庫倶楽部 写友会 写真展 〈写真〉 兵庫倶楽部写友会

9/19(木) ～ 9/24(火) 第11回 スケッチクラブ「サンツリー」展 〈水彩〉 スケッチクラブ 「サンツリー」

図

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-sumai-machi.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
ち
づ
く
り
会
館
展
示
の
お
知
ら
せ

まちセンメールマガジン
『せん太ちゃん通信』配信中！

お申込は、mati3@kobe-sumai-machi.or.jp 宛に
「メルマガ配信希望」の件名で空メールを送信
または右の QRコードをご利用ください。

絵葉書でたどる昔の神戸

海岸通と十合附近・神戸 神戸湊川新開地

（神戸)華やかなる商店軒を並ぶる元町通り（神戸)松青く、波静かなる須磨の浦

（神戸）商業と金融の中心街、栄町通


