
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

20１3年１１月号（第１９５号）
■ こうべまちづくり会館が開館20年を迎えます！（P.1）
■ 緊急避難サポート事業実施中！東垂水地区城が山北で避難扉が完成しました！

まちなみ緑花コンクールの表彰作品が決まりました！（P.２）

■ 祝＊10年 まちセン研究ネット Ｋ－ＴＥＣ②（P.3）

■「三宮中央通りまちかど壁画プロジェクト」壁画デザイン募集中 ほか（P.4）

発行：神戸市立

バックナンバーはこちら http://www. kobe-sumai-machi.or.jp/matisen/
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こうべまちづくり会館は、住民主体のまちづくりを支援するために、平成 5年 11月 15 日の開設以来、阪神

淡路大震災からの復興まちづくりをはじめ、様々なまちづくり活動の場として多くの市民やまちづくり関係者

の方に利用されてきました。開設から 20年を迎えるにあたり、これまでの会館の取り組みや役割を振り返り、

これまで以上に広く発信することで、今後のまちづくりに繋げていきたいと考えています。

11月～12月にかけては、会館の役割を表現した「つなぐ（繋ぐ）」「つたえる（伝える）」「つどう（集う）」
をテーマに、まちづくり関係者の繋がりを深め、まちづくりの意義や魅力を広く発信し、さらに多くの皆様に
会館を活用していただくため、20周年記念イベントを開催します。詳細については、まちづくり会館のホーム
ページでもお知らせしていますのでご覧下さい。
◆20周年記念イベント参考ホームページ：http://www.kobe-sumai-machi.or.jp/matisen/7special/event.htm

イベント

テーマ

①「つなぐ（繋ぐ）」 ：まちづくりに携わる地域住民や専門家等のネットワークづくりやコーディネートなど

②「つたえる(伝える)」：まちづくり情報の発信、次世代への伝承、人材育成 など

③「つどう（集う）」 ：まちづくり活動や交流の場 など

場所 1階ロビー（※一部会館前で実施） 2 階 ホール 3階 多目的室

11

月

・
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月
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ト

概

要

＜地域まちづくり展＞9：30～18：00 観覧自由

＜すまい・まちづくり学習フェスタ＞

＜東日本大震災関係展＞

まちづくり会館が開館２０年を迎えます！
～11 月・12 月 20 周年記念イベント実施のお知らせ～

＜第１弾：元町＋大沢＋北播磨＞
11/14（木）～11/19（火）パネル展
11/16（土） トークセッション
「モトマチで、コウベを、ヒョウゴを食す。」

13：30～14：45 観覧無料

＜第２弾：西神ＮＴ＋塩屋＋真野＞
11/21（木）～11/26（火）パネル展

11/23（土）「しおやまち縁カフェ出張版」
10：00～12：00 入場無料

＜第３弾：新開地＞
11/28（木）～12/3（火）パネル展

12/1（日）「神戸新開地音楽祭ＰＲライブ」
13：00～15：30 観覧無料

風車手作り体験ワークショップ
11/10（日）11：00～18：00 参加無料

まちづくり事例報告会
まちづくりに関わる地域の取組み事例
の報告会を実施します！
◆日時：11/23（土）13：30～16：00
◆定員：70 名（無料。要申込）
◆締切：11/12（火）
＜プログラム＞
①密集市街地改善の取り組み
②景観まちづくりの担い手の育成

三都市巡回展（京都・大阪・神戸）
12/5（木）～12/10（火）パネル展
9：30～18：00 観覧自由

すまい・まちづくり教室（模擬授業）

◆日時：12/8（日）13：30～16：30
◆定員：50 名（無料。要申込）
◆締切：11/30（土）
＜テーマ＞
「安全・安心で快適な住まい方」

帆船模型教室
◆日時：11/16（土）17（日）

10：00～16：00 観覧自由
（※製作過程を見学できます）

アーバンデザイン甲子園
①１次選考作品展
◆日時：12/1（日）～7（土）

9：30～18：00 観覧自由
②公開審査
◆日時：12/8（日）

13：00～19：00 観覧自由

東日本支援報告会「東日本の今！」
中高生から大人まで、東北支援等
の取り組みをご紹介します！
◆日時：12/15（日）

第 1 部：中高生の部 10：00～
第 2 部：大人の部 13：30～

◆定員：70 名（無料。申込不要）

中高生による「東日本」写真展
12/12（木）～12/17（火）
9：30～18：00 観覧自由

＜企画展示＞
9：30～18：00 観覧自由
第１弾：神戸まちなみ展
11/14（木）～11/19（火）

第２弾：まちづくり展
11/21（木）～11/26（火）

第３弾：研究ネット展
11/28（木）～11/30（土）

第４弾：中高生による
「東日本」活動紹介パネル展

12/12（木）～12/17（火）

まちセン研究ネット発表会
防災カードゲーム『クロスロード』
体験「あなたならどうする？
～震災経験と災害への備え～」

◆日時：11/30（土）13：30～15：30

◆定員：40 名（無料。要申込）

12/15（日） 販売募金
防災ソングＣＤ・日めくりカレンダー・
キャンドル等の被災地支援グッズの販売

主催イベント

共催イベント
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（都市計画総局まち再生推進課）

(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15回を迎える今

年は、住宅緑花部門(個人邸宅)129点、まちなみ緑花部門(店舗・団体)54点の計183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、「神戸すまいまちづくり公社理事長賞（住宅緑花部門/ま

ちなみ緑花部門）」などの入賞作品計56点が選ばれ、10月12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！

まちなみ緑花コンクールの表彰作品が決まりました！

★ 緊急避難サポート事業実施中 ★
東垂水地区城が山北エリアで避難扉が完成しました！

緊急避難サポート事業とは、古い木造住宅等

が密集し、狭い私道が多くあり、防災面や住環

境などに様々な課題を抱える密集市街地にお

いて、火災などの緊急時に安全な避難経路や２

方向避難を可能とする緊急避難施設（扉・階段

など）を設置する事業です。具体的には、土地

所有者や周辺住民の協力によって、私有地を通

ることを認め合い避難路に関する協定を結び、

行き止まり道路の解消を行うものです。

密集市街地の１つである東垂水地区では、東

垂水地区まちづくり推進会が安全・安心なまち

づくりの実現に向け、自治会と連携した取り組

みを行っています。今年３月には、泉が丘北エ

リアで行き止まり通路の塀に避難扉の設置と

段差解消のための階段を設置しています。

▲「避難扉」設置
（泉が丘５丁目）

城が山北エリアでは、９月 20日秋晴れの中、

行き止まり道路の先にあるブロック塀に設置

された避難扉の「城が山北エリア第１号開通

式」が実施されました。これは、地震や火事な

どの緊急時に２方向避難できる、緊急避難サポ

ート事業により設置された扉です。

開通式当日は周辺の住民など約 20名が参加

し、“避難扉のお披露目会”を行い、皆で避難

路や避難扉の使い方を確認しました。

避難扉の設置には、設置する塀などの所有者

の協力が欠かせません。２方向避難が確保で

き、喜んでおられる沿道の住民の方々と所有者

の温かい交流が感じられる開通式でした。

▲「行き止まり解消階段」設置
（泉が丘３丁目）

▲城が山北エリア第１号開通式

扉がついて安心！
うれしい(＾＾)

整備前

整備後

神戸まちなみ緑花大賞 神戸すまいまちづくり公社理事長賞（２点）

垂水区 髙橋邸 垂水区 田村邸 中央区 異人館クラブパートⅡ
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１．「復興まちづくりセミナーin神戸」の開催

東日本大震災で被災した自治体の職員に阪神・

淡路大震災の経験を語り伝えようと「神戸防災技

術者の会（略称：Ｋ－ＴＥＣ）」は「復興まちづく

りセミナーin神戸」を開催しました。

そのきっかけは、昨年９月にＫ－ＴＥＣのメン

バーで東日本大震災の被災地を回り、自治体職員

や住民代表者と意見交換をする中で、阪神・淡路

大震災の体験や教訓が十分伝わっていないことを

感じたからです。

セミナーは、(公財)ＪＲ西日本あんしん社会財団

の助成と神戸市の後援を得て、今年9月7日～11日

の5日間、岩手県宮古市、山田町、大槌町、釜石市、

宮城県気仙沼市、南三陸町、石巻市、東松島市、

仙台市、山元町の10自治体の復興担当職員13人を

神戸に招き開催しました。

２．参加者の要望を反映した盛り沢山の内容

カリキュラムは神戸の体験を伝えるのみでなく、

事前に提出された参加自治体が抱える課題や要望

を中心とする手作りのセミナーを目指しました。

その内容は、Ｋ－ＴＥＣから、神戸の復興の過

程やその間の問題点についての説明と１８年目の

現在も残る課題を説明し、意見交換しました。参

加者からは、各自治体の被災状況と復興の課題の

報告を受け、参加者間でお互いの自治体での対応

内容が披露されるとともに、Ｋ－ＴＥＣのメンバ

ーとも意見交換しました。

また、野田北部地区や六甲道駅北地区のまちづ

くり協議会の役員やコンサルタントとの意見交換

と現地視察、さらに産業の復興状況、災害公営住

宅では高齢化が進む入居者の見守りの状況、高台

造成地や高盛土の実績など今後被災地で展開する

事業の視察も実施し、連日盛り沢山のタイトなス

ケジュールになりました。

３．セミナーの手ごたえは

最終日、参加者にセミナーで最も印象に残った

ことを聞いたところ、「まちづくり協議会の役員さ

んの『やり残したことはない』という言葉」を挙

げた人があり、その言葉を大事にしてほしいと思

うとともに、セミナーを開催した意義があったと

感じました。

神戸と東日本の被災地は、被害の内容や復興の

ための事業手法、住民と自治体との関係、行政実

績など状況は大きく異なりますが、今後被災地で

進んでいく復興の過程と想定される課題などを解

きほぐすヒントを示唆するセミナーとなり、また、

参加者間でお互いに情報交換し合うネットワーク

が形成されるなど、自治体職員のスキルアップに

寄与できたのではないかと思っています。

Ｋ－ＴＥＣでは、来年度もその時点での復興の

課題を共有する内容のセミナーを開催したいと考

えています。

災害公営住宅で高齢者の見守りの状況を聞く

野田北部を視察する(共同建替えの事例)

語り継ぐ 阪神・淡路大震災
Ｋ－ＴＥＣ
倉橋 正己

祝＊10 年
まちセン研究ネット ～神戸防災技術者の会・最近の活動から(２)～

六甲北で地元の役員、専門家の話を聞く

各自治体の被災状況を報告する参加者
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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。

期 間 テーマ・内 容 主 催 者

10/24(木) ～ 11/12(火) 緑のカーテン写真展／11月1日は計量記念日 神戸市環境局／市民参画推進局

11/14(木) ～ 12/3(火) 地域まちづくり展 パネル展 ほか まちづくり会館

12/5(木) ～ 12/10(火) 三都市巡回展「すまい・まちづくり学習フェスタ」 神戸すまいまちづくり公社すまいるネット

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

10/31(木) ～ 11/5(火) チェリーの会展 〈油彩・水彩> チェリーの会

11/7(木) ～ 11/12(火) 神戸写遊会 写真展 〈写真〉 神戸写遊会

11/14(木) ～ 11/19(火) 第31回 木製帆船模型作品展 〈帆船模型〉 神戸帆船模型の会

11/21(木) ～ 11/26(火) 第10回 水彩画2人展 〈水彩・写真〉 東山良彦

11/29(金) ～ 12/3(火) フランス額装飾 坂本宣子&生徒作品展 〈額装〉 坂本宣子

三宮中央通りでは、落書きが頻繁に行われる壁面等を中心に、デザイン性に優

れた壁画を設置する「まちかど壁画プロジェクト」を展開し、落書きの抑止効果

を高めるとともに、「デザイン都市・神戸」にふさわしいまちなみを目指します。
１．募集内容：沿道概ね 5箇所の壁面に設置する「壁画」のデザインを募集します。

入選作品は、いずれかの壁面に「壁画」として設置します。
２．募集テーマ：にぎわい・楽しさ・まち・神戸
３．表現方法：絵画、版画、イラスト、ＣＧ、文字など、表現方法は自由。
４．応募方法：Ａ３用紙横長サイズ。紙、又は電子データを持参、郵送、電子メールで提出。
５．応募締切：平成 25 年 11 月 30 日(土)（郵送の場合は、当日消印有効）
＜応募・問合せ＞〒651-8570 神戸市中央区雲井通 5-1-1

中央区役所まちづくり推進課内 「三宮中央通り まちかど壁画プロジェクト」の係
TEL：078-242-0033(直通) FAX：078-242-3599
E-mail：hekiga_project@office.city.kobe.lg.jp

◆詳細は中央区ホームページをご参照下さい。http://www.city.kobe.lg.jp/ward/kuyakusho/chuou/

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
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知
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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。

東垂水地区まちづくり推進会が、毎年春と秋に行う「わがまちウォーク」

今回は「東垂水の原点を探る～平尾～」をテーマにウォーキングします。

◆日時:平成 25 年 11 月 9日(土)10 時～12 時（受付 9時 30 分～）

◆集合場所：センターかけはし（垂水区王居殿 3丁目 6－1東垂水小学校西）

◆アクセス：山陽滝の茶屋駅から北に徒歩 10 分

◆問合せ：垂水区役所まちづくり課 ＴＥＬ７０８－５１５１(内)３９８

「三宮中央通りまちかど壁画プロジェクト」壁画デザイン募集中！

第 29 回東垂水わがまちウォークを実施します！


