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◆  景観まちづくりがもたらしたもの 

 

国立 明石工業高等専門学校助教授 八木 雅夫 

 
すまいの内側は居住者の領域であるが、まち

なみや景観はみんなのもの、そこに公共性を見

いだし、住民が視覚環境の美しさや快適性を求

めること、それをまちづくりと位置づけるのな

ら、景観まちづくりが意味するところはわかり

やすい。 
1985 年 3 月、兵庫県は「都市景観の形成等

に関する条例」を定めた。都道府県が条例を定

めて、景観まちづくりに取り組み始めたのは、

滋賀県の風景条例とともに兵庫県が全国で最

初であった。同年６月には全国町並みゼミが龍

野市で開催されるなど、住民の動きを含めて、

1985 年は景観まちづくり元年であった。 
当時、兵庫県内で働き始めたばかりの私には、

その後の 17 年間で県内の景観形成地区（市指

定分と県指定風景形成地域含む）が 35 地区も

指定されるまでになろうとは、到底予想できな

かった。また、私は景観条例ベルト地帯と呼ん

でいるが、東は尼崎から西は赤穂まで、阪神間

はすべて、播磨の瀬戸内沿岸も高砂市と相生市

を除くすべての市が、すでに景観条例を定めて

いる。さらに、これらの市が、相互に刺激しあ

いながら具体的に事業展開してきた事実も、全

国的に見て特筆すべきことと考えている。 
もちろんこの間、兵庫県南部地震の被害を受

けて、数多くの景観資源が失われたのは事実で

ある。その結果、私たちは、まちなみや景観が

日常生活における安心と大きく関わっている

ことを再認識し、表面的な視覚環境の快適性確

保にとどまらない景観まちづくりの多様な目

標を新たに見いだしつつあると思う。 
県内の景観まちづくりを支えてきたのは景

観支援事業で、兵庫県都市整備協会に 10 億円

の景観基金が設けられ、基金運用による修景助

成が継続されてきた。景観形成地区を線引きし、

戸別の外観工事に対する助成をおこなう景観

支援方策は、文化庁が進める伝統的建造物群保

存地区制度に比較す

ると、確かに補助率、

助成上限額ともに手

薄いかもしれないが

着実な拡がりを見せ

てきた。 
平成 13 年度に入

って、この屋台骨と

もいえる景観支援事

業のあり方も大きく

衣替えし、ひょうご方式ともいえる景観まちづ

くりも新たな段階を迎えた。具体的には、①修

景の助成対象は、より実状に見合った効果を導

くため、助成額と修景指針に差をつけて「景観

重要建築物」と「一般建築物」とに区分された。

②これまで景観形成地区指定範囲内に限定さ

れていた助成対象を地区外の歴史的建造物単

体にも適用可能とし、市町が指定する景観指定

建造物や国の登録文化財も対象に含まれるよ

うになった。また、③以前は助成の対象がハー

ド面に限定されていたが、景観アドバイザー派

遣や景観計画策定のためのコンサル派遣など

にも助成されることとなった。 
 特に②の国登録文化財の修理に対する助成

は、地元市町の随伴補助を条件としているが、

登録主体である国でさえ実施していない全国

初の支援措置であり、登録文化財の役割を景観

まちづくりの中に位置づけた意味は大きい。 
 21世紀、美しい都市やまちで生活する

権利を主張すべき時代が来たと考えている。

慣れ親しんだ風景、景観、まちなみ、歴史

的建造物は、地域を特徴づける資源、資産

として、まちづくりの拠り所である。そし

て、これらが健全に活用継承されることは、

人々にとって平和や安心の証になりうると

信じている。 
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◆兵庫県景観施策紹介 
兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課 

 
〇城崎町城崎温泉地区について ◇広告景観モデル地区の指定について 
 本地区は中心を流れる大渓川や、その川沿いの並

木や歴史を感じさせる橋、石積みの護岸、周囲の

山々の緑等があいまって、「和」のデザインによる

温泉街を形成しており、これらにふさわしい広告景

観の形成を推進します。 

 本県では、快適な生活空間の創造に対する県民の

意識の高まりに応え、より良い広告景観の形成を先

導的に推進するため、屋外広告物条例に基づく「広

告景観モデル地区」を指定し、地域の特性に応じた

良好な広告景観の形成に取り組んでいます。 
 今回は、本年 3 月29 日に指定した「芦屋市南芦

屋浜地区」及び「城崎町城崎温泉地区」について紹

介します。 

 

〇芦屋市南芦屋浜地区について 
 本地区はマリーナを核にウォーターフロントを

活かした住宅、商業、文化、海洋性レクリエーショ

ン等の複合機能を持ち、防災、福祉、環境にも配慮

した、質の高い都市空間の創造を目指しており、こ

れらにふさわしい、快適な住空間を創造していくた

めの広告景観の形成を推進します。 

 

城崎温泉地区広告景観モデル地区区域図 

１ 基本構想 
 ・温泉観光地を演出する広告景観 
 ・周囲の山々の緑に配慮した広告景観 
 ・「和」のまちなみと調和した広告景観 
 ・夜間の「和の明かり」を演出する広告景観 
 ・通りごとに特色ある広告景観 
２ 基本的事項 
 ・建物と調和した広告デザイン 南芦屋浜地区広告景観モデル地区区域図 

 ・新たな「和」を演出する広告デザイン １ 基本構想 
 ・イメージを損なう広告物の排除  ・親水性ゆたかな広告景観 
 ・細やかな維持管理  ・芦屋らしい広告景観 
 ・通りごとの特色のある広告景観  ・多様性と調和のある広告景観 
〇指定後の取り組み等について ２ 基本的事項 
 この「広告景観モデル地区」は平成５年度より指

定し、計 12 地区の指定となりましたが、地区内に

おいて広告景観形成基準に適合した広告物の新設

や改善に対し、一定の助成率、限度額の範囲で景観

基金による助成を行い、その取り組みを支援してい

ます。 今後も、この制度が広く県内各地域に根ざ

していくことを願っております。 

 ・芦屋らしい個性と風格のある都市景観に配慮し

た広告景観の形成 
 ・マリーナや人工海浜など海に開かれた海洋性の

イメージにふさわしい広告景観 
 ・地区景観に調和した広告景観の形成 
 ・海洋レクリエーションゾーンにおける交流や国

際性に配慮した広告景観の形成 
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◇「加美町岩座神
い さ り が み

棚田の里づくり協定」の景観形

成等住民協定認定について 

兵庫県では、美しいまちなみや自然と調和した良

好な景観の保全と創造を図るため、「景観の形成等

に関する条例」を施行しています。この条例に基づ

き、岩座神
い さ り が み

地区において、平成11年12月の景観形

成地区指定に続き、平成14年3月12日に「岩座神

棚田の里づくり協定」を景観形成地区等住民協定と

して認定しました。 

 
岩座神地区中心部を見おろす 

〇景観形成等住民協定認定制度の内容 

美しい農山漁村集落の景観や風景の形成におい

ては、建築物以外の水路、鎮守の森、田畑、山村な

どが重要な景観形成の要素となります。これらの景

観形成について、住民主体の合意形成を基本とした

住民協定を締結し、知事に認定申請を行います。知

事は、一定の要件に適合しておれば景観形成等住民

協定として認定し、公告します。 

 
加美町岩座神地区位置図 

 

〇加美町岩座神棚田の里づくり協定の内容 

協定の名称 

加美町岩座神棚田の里づくり協定 
協定の対象区域 

加美町岩座神地区の区域（区域面積約338.9ha）  
景観の形成等の基準 

景観の形成等の考え方 

魅力ある棚田の里風景を継承し、心と美し

い景観がふれあう、豊かな“わがむら”を形

成するために、景観形成に資する事項を地元

関係者間の合意形成を基本に取り決め、地区

の総合的な環境の向上を図ります。 
景観形成基準の項目等  

・魅力ある棚田の里風景を形成していくため、

景観形成・棚田活用・棚田維持存続の3つの

基本ルール、7つの原則、14の心構えを定め

ます。 
・地区内の建築物、工作物については、加美町

岩座神地区景観形成基準を遵守します。 
・棚田の里景観の形成に影響を及ぼす建築・工

作物の材料、萱葺き屋根、棚田・土地の形質

の変更、棚田・畦道・石垣の管理、四季の緑

化、水源・水質の保全について配慮します。 
 

景観形
成基本 
ルール 

1 ラルゴな棚田の里の風景に磨きをかけていきます。 
(1)人や自然への負荷を最小限にとどめた営みを構築します。 
(2)棚田の里の四季をつくります。 
(3)自然のもので覆っていきます。 

2 むらの体力に相応し、無理のない着実な風景づくりを行いま
す。 

(4)急がない。時間をかけてゆっくりと進めます。 
(5)小粒な風景づくりを行います。 

3 岩座神の棚田は一筆もなくさないという気持ちで臨みます。 
(6)先達の協働の精神（岩座神スピリット）を継承します。 
(7)こだわりの里の風景を育てます。 

棚田活
用基本
ルール 

4 温かいもてなしをします。 
(8)手づくりの風景・モノ・味でもてなします。 

5 岩座神ならではのモノ（棚田オリジナル）にこだわります。 
(9)岩座神ブランドをつくり、育てていきます。 
(10)岩座神ブランドを広めるピーアール活動を進めます。 

6 高齢者の発想等住民の知恵を結集します。 
(11)だれでも参加でき、知恵を出しやすい自由談議の場を設けま
す。 
(12)井戸端会議を育てます。 

棚田維
持存続
基本ル
ール 

7 先達の協働の精神（岩座神スピリット）を守り、受け継いで行
きます。 

(13)岩座神スピリットを継承する後継者を育てます。 
(14)棚田経営のノウハウと関連する農の技術、石工技巧等を伝

承して行きます。 

棚田コミュニティづくり基本ルール 
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◆なんたんまちなみたんてい団活動報告 
建築工房 ヴェネックス 中尾 康彦

 
◇なんたんまちなみたんてい団・・・ ◇「町なみ保存や村おこし」とたんてい団・・・ 
  
昭和６３年、活動が始まってもう 1５年、「ふ

るさと創生事業」を始めとして、全国的なリゾ

ート開発・村おこしブームのまっただ中、兵庫

県建築士会南但支部青年部の活動として『なん

たんまちなみたんてい団』（以後たんてい団）

は生まれた。 たんてい団は、町なみ保存団体

でもなく、地域振興計画に相乗った行政支援型

の団体でもない。また、誰にでも受け入れられ

やすい町を創ろうと意気込んでできた団体で

もない。 逆に、当時、全国的な村おこしブー

ムに相乗りし、安易に町づくりを考えている町

に対して、「自分たちが育ってきた町が、これ

からどうなるのか？」という危機感から生まれ

たものである。 自分たちの先輩である建築の

技術者たちが作ってきた建物が、時代の流れと

共に無くなろうとしている。無くならないうち

に、せめて記録だけでも残さなければいけない。

また、目先の物事の便利さで、この地を離れよ

うとする若者達に、「この地の良さ知ってもら

いたい。育ってきた町は誇りある町なんだと思

っていただきたい。」と思い、それを実践する

活動として、誰でも参加できる町なみウォッチ

ングを取り入れた。 

 その当時は、建物や町なみを語れば「町なみ

保存」や「建物の保存」の言葉がすぐ飛び交う

時期のころである。私たちも「町なみ保存団体」

と云われた時があった。全国的な村おこしブー

ムの多くは、商業振興につながる事を目的にし

ていることが多かったし、その成功例ばかりが

私たちの耳に入ってきた。しかし、私たちは、

そのような成功例には、むしろ否定的であった。

全国どこに行っても同じような画一的な町づ

くりには反対していた。なぜかというと、メン

バーの関心は、“あくまでも文化としての町な

みであり、その町なみをつくってきた地域独特

の歴史の意義をみつめること”を、目的にして

きたからである。 地域の住民と「この町をど

んな町にしたいか」という議論も必要だが、建

物本来が持つ美しさや特色を皆さんに知って

いただきたかった。議論より先に、「とにかく、

一緒にこの地を見てみましょう。歩いてみまし

ょう。」と唱え、「自分たちが育ってきた町とそ

の歴史を見つめなおす事がたんてい団ができ

ること」といってきた。町なみウォッチングの、

活動範囲は、私たちが加入している南但支部の

地域だけに狭め、そこで、建物や町の隠された

要素を見つめなおす活動を行った。（今、狭め

と書いたが、結果的には、むしろ広すぎたくら

いである。ただ、私たち以外の人は近隣にある、

出石・城崎のような、知名度もあり風景の整っ

た町での活動を期待していた。） 活動する中

で南但地区の町なみの特色が少なからず見え

てきた。そして、その特色や建物の良さを多く

の人に訴えてきた。地道に活動を続けることで

地域の方々に、建物の良さを少なからずわかっ

ていただいてきた。  
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 ◇「南但馬の街並み」とたんてい団の活動の

成果 
 
生野町口銀谷地区、和田山町竹田地区、大屋町大

杉地区の景観形成地区指定へのきっかけづくり。

八鹿町の町づくり協議会や中心市街地の活性化検

討会などで「うだつの町並み」や「大正ロマンた

だよう町」の活性化など、たんてい団の活動が生

かされてきている。生野町の口銀谷地区では私た

ちが活動始めた直後に地域の方による町づくりの

活動が生まれてきた。八鹿町でも 10 数年たった

ここ１～２年で町づくりの動きが活発になってき

た。現在八鹿町では、町内４地区にまちづくりセ

ンターのアドバイザーが派遣され地区の方と活動

している。活動し始めて１４年後に育ってきた成

果である。今は各地区単位の活動であるが各地区

の活動を包含するような組織が今後は必要である

と思う。たんてい団も微力ながらサポートして行

きたい。また、歩いてきてわかったことだが、建

築に携わる人と、そうでない人との見方や考え方

の違いも学んだ。体全体で町や建物を見る大切さ、

子供たちや高齢者の方の視線で町や建物を見る大

切さを学んだ。何度も繰りかえして見ることによ

り、今まで気が付かなかった建物や町の良さを見

つけることができ、それを多くの方に知っていた

だく機会が持てた。また、団員の建物の見方や取

り組み方が変わってきた。古民家再生に取り組む

者、意識して地域にある建物を特色を取り入れた

建物を作る者、町づくりに地域の人と同じように

一生懸命に動いている者など、たんてい団の活動

を通して変わってきた成果である。 
 
◇たんてい団のこれから・・・・ 
 
 私たちは、たんてい団を通して、歴史的な建

物や町なみに対し、興味を抱く団体であるもの

の、私たちの考えや意見を、世間に押しつける

気はもうとうない。たんてい団は、建物の価値

や意味を所有者に知らせることが出来ても、そ

の存廃は、所有者の判断に任せるほかない、と

いう姿勢を発足当時から持っている。この姿勢

は、ある意味では“建物の所有者個人の意志を

尊重している”ものの、同時に“歴史的な建物

は私有財産であると同時に公共性を持つ”、と

いう事を多くの人に教えていないことにもな

る。今後は、さらに活動を通して、地域に住む

人にいかに町なみを考えてもらい、私たちの提

言や精神をどのように取り入れてもらえるよ

うにするのか。また、どう発展につなげるのか

が、これからの課題だとも思う。そのためには、

建築に携わる者としてその職能を生かし、提案

をさしのべることも、残っている民家の評価の

向上を唱えることも必要だと思う。今、私たち

は、発足より１５年目を向かえようとしている。

かつて３０代のメンバーも４０代になり活動

が低迷してきた。しかし顔を合わせれば「こん

どいつ行こうか？」と気軽に声を掛け合う。時

代と共に私たちの考え方も変わってくる。が、

建物や町なみに関する考え方は今でも変わら

ない。今まで残してきた貴重な資料は、先人た

ちが、そっと忍ばせて私たちに送ってくれたメ

ッセージでもある。いつの日かそれらの資料を

多くの方に知っていただける機会を持ちたい。        
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◆地域づくりに欠かせない色とまちなみの役割とは･･･ 
色彩と景観まちづくりの会社/日本カラーテクノロジー研究所代表 澤 一寛

 
昨年、ある自治体の職員を対象にした実践講座を

担当した。「われこそは色男、色女と自負している

かた、そうです、あなたです。そんなあなたに朗報

です。」という募集のコピーではじまるこの講座は、

色彩をテーマとしたもので、「色がものをいう公共

施設の仕上げ」と銘打った色彩設計の進め方とプレ

ゼンテーションに関するものであった。ある街を担

当する行政マンにとっては、色を提案すること即ち

地域づくりのフィニッシュの作業を担当している

ことになる。色は好みだけでは済まされない。その

土地の気候風土が育んだ調和したものがあるはず

だ。調和色を見つけだし実際の現場に対応させるノ

ウハウと地域住民に対するアカウンタビリティ（説

明責任）能力が行政担当者の側にも必要となってき

たことを受けて実施したものだ。講座は好評で予定

人員をはるかに越えてしまった。 
 では、景観や風景の中でその地域や土地柄を感じ

るのは何だろう。現実の生活の場ではまちなみや建

物で、そこで使われる色や形が大切だ。 
【色】 色気の話はさて置き日本の風土が奏でた

色の意味を調べて見よう。「いろ」の語源は「うる

は(麗)し」とか、「うるほ(潤)ふ」の「うる」にもと

づくもので、葦原の国、湿度の多い日本の自然風土

の美麗な光景をいいあてている。また、「イラウ」

という（光沢）を表す語、「イロ」という（鏡に写

すこと）を意味する言と関係があるとされ、これは

多雨多湿の風土の中で一瞬の太陽光線の煌めきや

美麗な光輝く光景をいいあてている。ところで「色

とは有形の万物をいい、これらの万物はすべて因縁

の所生で、その本性は実有のものではないから、空

である」とする「色即是空」を逆説的に解説すると、

「有形の万物にはすべて色がある、これら色はすべ

て因縁の所生を物語っている、実有のものとするた

めには、色を見なければならない、さもなければ空

となってしまう」となり、色を見れば地域が読めて

くる。 
【共通色】 色は見る側にとっては感覚に属する

もので、場所場所でみんなが思う共通のものがある

ものだ。伊予の松山から西に行ったところに内子町

がある。伝統的な町家の「まち並み保存」をいち早

く打ち出して、まちづくりとして成功した有名なと

ころだ。ここのまちなみの土壁には鳥の子のきれい

な黄土色が使われている。 
ベンガラの里、岡山県の吹屋は文字通り弁柄格子

と弁柄壁の赤がまちの顔になっている。県内でも出

石のまちなみは、赤土色の土壁色からできている。 
以前に景観調査を行った一宮町江井地区は現在

震災でほとんど倒壊してしまったが当時印象的だ

ったのが青みがかった漆喰壁であった。この色は瀬

戸内の明るい陽光と紺青の海と良く調和していた。 
それぞれの地域で自然風土が育んだ豊かな色合

いが存在するものだ。そしてそう言った地域に出か

けると殆どの人がこれらの色を意識するしないに

関わらず、そこから共通の地域らしさが生まれてく

るように思う。 
【地域】 地域の意味は旗を立ててその見えるエ

リアを地域としたことに始まる（下図参照）。旗は

シンボルとして、その色はその地域に共通の言語と

して重要な意味を持つ。その代表が国旗、団体の旗

だ。 
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現実の生活環境では旗振りをしている個や地域

性を語っているのが“まちなみ”なのだ。 
【まちなみ】 “まちなみ”とは、家並、路並と、

その背景となる、水並、山並とが対となって私たち

の面前に出現する。それは、地域の顔の部分でもあ

る。人の顔は一人一人個性をもって異なっている。

同様にまちなみには個性があって当たり前なのだ。

地域でのまちなみは先ほどの旗に相当する部分だ。 
まとまりのある地域は人心を集め、統一された社

会を構成し、その社会はきまりや約束の中で成り立

っている（まちづくりの規約など）。そこで顔にな

る旗やまちなみは、人心のドミナント性を高め、同

様にそこで用いられる色は地域に共通の顔＝ロー

カルカラーとして重要な働きを示すことになる。 
地域の顔をつくる作業は難しいようだ。行政の担

当もそうだが色を決めたがらない。どうしても色か

ら逃げようとする。以前に巨大な某施設の色彩設計

を担当したことがある。そこでは3案提案した。す

ると3案のどれにするかだれも決められない。結局

決定は上に上っていき社長までいってしまった。地

域の顔であるまちなみも同じで、まちなみイメージ

をだれも決めたがらない。そうしているうちに曖昧

でいい加減なまちなみになってしまったのが今の

現状だ。 
兵庫県は幸運にもまちなみが確りと残っている

ところが多い。また多くのまちなみにはコンサルタ

ントと地元住民それから行政とのパートナーシッ

プの体制が整えられつつある。ここではその中から

今後に期待される地区を紹介しよう。 
【箸荷】 むらを訪れる人は皆、この山間の美しい

自然と集落の風景に心が癒される。加美町箸荷地区

は、昨年景観協定を結び、その精神規定を現実のも

のとし、確りと生きる証となるシンボル公園を自ら

の手づくりで製作した。“むらなみ”が連続する風

景は村人にとっては見慣れた“なーんにもない風

景”だが、シンボル公園を起点としてなにもない村

人のプライドの美しさを感じ取ることができる。 
【岩座神】 同じ加美町の岩座神の場合は異なる。

村人のプライドに当たるものが岩座神スピリット

と村人が自負する“農のピラミッド”棚田である。

ここは棚田しかない。協働作品の棚田を中心とする

“むらなみ”の風景を如何に育て活用していくか、

先ごろ景観協定が結ばれた。詳しくは本紙「兵庫県

景観施策紹介」を参照されたい。 
【加西市】 枯野に花を咲かせた震災直後のボラ

ンティア活動は神戸の町を元気付けてくれた。今神

戸から西の丘陵地域は松枯れの被害が著しい状態

だ。昨年秋に加西市の山に登った。一面の枯野の姿

は見るに忍びない。景観美からすれば震災に相当す

る由々しき問題だ。山上からの眺めは誰もが同じよ

うに嘆き悲しむものだ。しかし日本人は打たれ強い

というか曖昧というか、植物は放っておけば自然と

また育ってくるものと現状に手をかすそぶりすら

見せない。確りと始めと終わりのある西洋に対して、

季節も時間もめくるめく中で戻ってくるとする結

論のでない循環性。日本の自然そのものが移ろうも

のであり、無常感というものが日本人の生活観のベ

ースとなっている。しかし、ここは自分たちのまち

であり、生まれ育った里である。何とかしよう、と

加西市古坂地区では“里山づくり”を進めることと

なった。まち並みの背景を整備することは、引いて

は町そのものを、甦がえらせるもととなるものだ。

デザイン的には「図と地」の関係で、図形色の見え

は背景色によって大きく変わってくる。加西市は北

条のまちなみと取り囲む集落と周囲の山々がつく

る盆地景観を呈している。古坂の里山が孫子の代の

美しい姿を完成像として地域づくりのエネルギー

を見せることにより、古坂の集落だけでなく、北条

のまちなみを見る目が変わり、新しくまちづくりの

目が加西市に育つことを期待したい。 
先年までの地域づくりの多くは、公共施設や限定

された地区だけを対象とした所謂モノづくりに終

始してきた。しかし、モノからはなかなか稔りある

ネットワークは生まれてこない。生活者である住民

は生き甲斐として、また地域に対するプライドとし

て地域の良さやうりを武器に、確りとした歩みを得

ることこそ、将来に向けての“まちづくり”への希

望が見えてくるのではないだろうか。
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  報報  告告                                                            
【報 告】 

◆六甲グリーンベルト森づく

りフェア開催報告 

 平成 14 年 3 月 17 日(日)
に六甲グリーンベルト森づ

くりフェアが行われました。 
 午前中は神戸市東灘区渦

森展望公園で快晴の中、親

子植樹体験教室が行われ、

約 270 名の家族連れが参加

しました。 
 柳生博さんは「子供達は、

スコップの使い方を知らな

かったが、教えるとすぐ使

えるようになった。」とおっ

しゃってました。 
 午後からは、神戸市中央

区のシーガルホールで六甲

山フォレストークを開催し、

柳生博さんの講演のあと、

これからの六甲山と防災に

ついてパネルディスカッシ

ョンが行われました。 
参加者 283 名 

◇親子植樹体験教室 

時間：9：30～11：30 

植樹体験 

柳生博さんのお話 

手作り工作教室 

楽しいクイズ大会 

◇六甲山フォレストーク 

・時間：13：30～16：00 

・柳生博さんによる基調講演 

・パネルディスカッション 

テーマ：『これからの六甲山

と防災を考える』(グリーン

ベルト整備事業の可能性) 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ:中瀬勲(姫路工業

大学教授･県立人と自然の博

物館副館長) 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ (順不同)：沖村孝 

(神戸大学都市安全研究セン

ター教授) 

門上幸子(ひょうご森の倶楽

部運営委員) 

清水晃(㈱神戸製鋼所環境エ

ネルギー部門部長) 

山下勝(国土交通省近畿地方

整備局六甲砂防工事事務所

長) 

 
 
◆第 14 回復興まちづくりセ

ミナー『街の復興そして文化』

開催報告 

 第14回復興まちづくりセ

ミナーをこうべまちづくり

センターと共同で開催しま

した。今回は、震災後の街

の定点観測写真とスライド

を見ながら、東京経済大学

森反助教授と撮影者のひと

りである毎日新聞のカメラ

マンが復興へ思いを語りま

した。会場はこうべまちづ

くり会館で行い、たくさん

の方に自由に参加しともら

おうと、会場をカフェ風に

仕立て、震災の街の風景を

描いた絵画も展示しました。 
日時：平成 14 年 3 月 17 日

(日)11:00～18:00 

場所：こうべまちづくり会館 

対談：14:00～15:00 

東京経済大学森反助教授 

毎日新聞カメラマン高橋氏 

野田北部まちづくり協議会 

河合事務局長 

◆第 9 回まちづくりコンサル

タント会議『市街化調整区域

でのまちづくり』開催報告 

 第 9 回まちづくりコンサ

ルタント会議を平成 14 年 3
月 18 日(月)ラッセホール

（旧兵庫県教育会館）で開

催しました。 
 今回のまちコン会議は、

都計法・建基法の改正によ

り、市街化調整区域での開

発許可が大きく変わったこ

とを受けて具体的に研究し

ました。 
テーマ：市街化調整区域でのま

ちづくり 

日時：平成 14 年 3 月 18 日

（月）13:30～16:30 

場所：ラッセホール５F 

《報告Ⅰ》「市街化調整区域で

のまちづくり機運と支援の必

要性」 

－まちづくりｾﾝﾀｰ 中山雅生 

《報告Ⅱ》「都市計画法施行条

例による市街化調整区域の開

発許可の弾力的運用」 

－建築指導課開発指導室  

山根修一 氏 

－住宅土地対策課土地対策室 

古高利彦 氏 

《報告Ⅲ》「市街化調整区域に

おける地区計画の運用等」 

－都市計画課地域計画室 

難波 健 氏 

《ﾌﾘｰﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ》 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：建築指導課開発指

導室 上原正弘 氏 

課題提起：小野市まちづくり課 

岩崎係長 
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