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◆自立とサステイナブル（持続）のまちづくり 
㈱遊空間工房 野崎隆一 

 震災後、マンションの再建や住宅の共同再建のプ
ロジェクトに関わりながら学んだことが、いくつか
あります。その一つは、どのように困難な状況でも
正確で適切な情報が、信頼される第三者から与えら
れれば、人々は時間がかかっても最善の選択（妥協）
が出来るということです。複雑或いは全く不透明な
権利関係であったり、過去の出来事に由来する感情
的な対立があったりするケースもありましたが、妥
協せざるを得ないことを納得した上で最良と思える
妥協案を選ぶことが出来ました。ここで学んだこと
は、当事者判断への信頼と「妥協のマネージメント」
ということの重要性です。もう一つは、当事者達が
自分の力で及ぶ限りやってみたいと考えたケースが
ありました。個々の負担を出来る限り少なくしたい
という思いもあって、民間、公共を問わずデベロッ
パーの助けを借りないで共同再建をやり遂げたいと
考えた人々がいました。そのためには、途中段階で
の経費を自分たちで調達しなければなりません。最
終的にそれぞれの割合で負担するにしても、途中の
資金繰りは出せるひとが出そうということになりま
した。そのお金を基金として、自主事業を進めて行
くことができました。もちろん、本来であればデベ
ロッパー委せにできる問題も、みんなで知恵を出し
合って解決することができました。完成した時の達
成感は、他と比べようもないものであったし、当事
者たちにとっては大きな自信になりました。現在も
震災前以上の緊密なコミュニティが継続しています。
自力でやることが、継続的な力になるということか
と思います。 
 海外の震災被災地にも行く機会がありましたが、
トルコでは女性自立センターの建設を一人の献身的
な建築家の指導のもと「連帯女性協会」という団体
が、ブロック積みやモルタル塗りを習いながら自力
建設に挑戦していました。台湾では、社区営造（ま
ちづくり）のかけ声のもと村単位で農業や観光によ
る復興が試みられていましたが、基本は同じで古い
資材を使ってみんなで労働を提供して必要な施設を
建設していました。どちらの国も、人々は自信と誇
りに顔を輝かせていたのが印象的でした。そこに阪
神大震災の復興で見た顔がダブって見えたように思
いました。 
 震災復興からまちづくりの世界に入ったものとし

て、復興の経験をどの
ように今後のまちづく
りに活かしていけば良
いのかとても気になっ
ています。まちづくり
の概念自体が変化して
きており、人々の関心
はハードの整備より、
むしろコミュニティづ
くりに傾斜していると
いえます。ある意味では時間的視野に立った地域社
会の再編と捉えることも出来ます。「参画と協働」の
流れとも無関係とはいえない大きな潮流の中にある
のだと思います。まちづくりをそのようにサステイ
ナブル（持続的）なものと捉えるなら、支援する制
度はどのようなものであるのが望ましいのでしょ
う？果たして、多様な地域に対してアドバイザー派
遣→コンサルタント派遣→活動助成という一直線の
道だけで良いのだろうかという疑問もあります。ま
た、派遣される専門家像も必ずしも建築や都市計画
といった固定的な分野ではなく、まちづくり協議会
の立ち上げ時期などでは、地域住民の総意を汲み上
げ合意形成をマネージメントできる人材を広く求め
ることも必要だと感じています。震災後、生まれた
専門家の連携組織である「阪神・淡路まちづくり支
援機構」の精神は、必要に応じて多分野の専門家が
協働することにありました。協働型の派遣であれば、
あとはコーディネーターをだれが担うのか、どの分
野の専門家が参加するのかということになります。
また、複数派遣は、経験の浅い専門家を育てる機会
にもなるし、専門家同士の技術交換とスキルアップ
の機会にもなるのではないでしょうか。 
 これからのまちづくり支援の中に震災の経験が活
かされて、対象地域の状況に合わせたよりフレキシ
ブルな支援の方法が生まれれば良いのにと思います。
そのためには、復興の過程での経験が利用可能な形
で集積されることも必要だと思います。震災から８
年を経過して、復興まちづくりを支援してきた「ひ
ょうごまちづくりセンター」が、新たな組織に再編
されると聞き、新たな方向性についても期待をして
います。 
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◆震災復興まちづくり第二ステージ－神戸市須磨区 千歳地区連合まちづくり協議会 8 年 

㈱地域環境計画研究所 淺野 弥三一 
 
廃墟の中からまちの復興へ 

 千歳地区は、須磨区の南東端にあり、隣接する

長田のケミカルシューズ関連の事業所や飲食店を

含む住商工混在する下町であった。60 余年の歴史

を刻む千歳小学校を中心に、約 1,200 世帯の多く

が 2～3ｍの路地に建ち並ぶ長屋やアパートで暮

らし、連合自治会を中心に比較的まとまった街で

あった。 

 大震災により、木造建物の大半は倒壊し、生き

埋められた人の救出が一段落した夕刻以後に発生

した飛び火や失火によって、大半の建物が焼失し

約 40 数名が亡くなり、廃墟と化した。 

 廃墟の中から、連合自治会役員の有志が中心と

なって「人が住んでこそ まち」をスローガンに、

まちの復興へ始動した。 

 被災直後から、一人でも地区に戻れるために、

仮設住宅の建設を行政に要求し、小規模な公園敷

地に、被災者用の仮設ではなく、事業用仮設住宅

の建設に目処を立てた。 

 6 つのまちづくり協議会を土台にした連合まち

づくり協議会（連合協議会）を 1995 年 10 月に立

ち上げ、千歳地区の復興まちづくりの 3つの目標

を定めた。①低家賃の公営住宅の建設、②地区住

民の福祉施設の建設、③地域交流のための公園の

整備であった。そして、連合協議会を窓口として、

復興まちづくりを取り組むこととなった。なお、

千歳老人いこいの家が、焼失を免れ、その後の活

動拠点として活用できたことは、地区の被災者に

とってはせめてもの救いでもあった。 

まちづくり計画の提案 

 連合協議会は、当初行政から提案された土地区

画整理事業と近隣公園の整備について、住民の学

習会や役員会で意見交換を重ねた。1996年10月、

神戸市に対して、近隣公園の計画変更と防災コミ

ュニティ緑道の整備、受け皿住宅の建設と入居資

格の拡大、公園敷地に隣接して福祉・文化施設の

整備等を柱とする、まちづくり計画を提案した。 

 連合協議会としては、復興土地区画整理事業だ

けでまちが復興できるものではなく、小規模地主

が多い状況から考えて、必ずしも事業に賛成する

ものではないが、一日でも早くまちを復興させる

ためには、やむを得ないという立場であった。 

 公営住宅の建設について行政と対立する一方、

連合協議会も自力で公営住宅建設用地の提供を地

権者に要請するなど、自らが取り組める活動を積

極的に展開した。連合協議会は、あくまでも住ま

いの再建を最優先に、特に借家世帯が一日も早く

地区に戻れることを行政に求めつづけた。この要

求は、罹災世帯の最も多かった長田区をはじめ全

市的要求にもなっていた。 

 受け皿住宅が具体化されることとなったが、必

要戸数と入居資格をめぐって対立はピークに達し

た。受け皿住宅は、都市計画事業において土地が

買収されることにより住宅を失う世帯が対象とさ

れ、協議会の主張する借家世帯は対象にはならな

かった。 

 近隣公園の計画変更は、庁内及び国との調整を

理由に長引いたが、千歳小学校の移設・統合を契

機に、地区住民のまとまりと地区の防災性の向上

を図るために、千歳公園の位置を変更し、それを

中心に地区内縦横に配置したコミュニティ道路

（緊急時でも人の通行と避難のための防災緑道）

を整備することとなった。こうした経緯を経て、

ようやく地元提案に基づく事業計画が承認され、

以後事業が進められることとなった。 

 その後事業が進むにつれて、権利者の中で、自

分がどのように動かされるのか、暮らしの再建へ

の目処はどうなるのか、リストラや定年などによ

り暮らしの条件が変わり、今後の暮らし・住いへ

の不安や不満が渦巻いた。連合協議会は、個々の

換地や建物の移転にかかわる補償には関与できな

いという立場にたちながら、個々の事情にもでき

るだけ対応しようと努めた。 

防災コミュニティ再生をめざして 

 千歳地区（12 ｹ町丁、約 12.3ha）は、鷹取東第

二地区（17 ｹ町丁、約 19.7ha）の過半を占めてい
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る。 

現在では、仮換地指定もほぼ目処が立ち、生活道

路の整備が進められるに伴って、権利者による住

まいや店舗・事業所の再建が進んでいる。まちの

姿は様変わりし、住まいや暮らしも大きく変容し

てきている。 

 従来からの居住者も徐々に戻りつつあり、新た

な分譲戸建住宅やマンションが建設されてはいる

が、現在までに約 400 世帯と事業者が戻って暮ら

すまちにはなってきてはいるものの、人がいない、

戻らない、コミュニティ活動がない、という状況

であった。 

 こうした状況の打開について検討した結果、

2002 年 3 月、「防災コミュニティ再生」をめざし

て、新たなまちの骨格となる千歳公園（1ha の近

隣公園）・コミュニティ道路・（仮）千歳地区セン

ターの一体的整備と早期実現のための第二次まち

づくり計画をまとめ、神戸市に提案した。 

 2002 年夏～秋にかけて千歳小学校は解体、整地

され、提案に沿って小学校の記念樹や被災樹が移

植され、公園整備の事業が進められようとしてい

る。 

 一方協議会役員が中心となり、それぞれの町丁

で 7つの自治会（全町丁を網羅）が再建・再開さ

れ、2 つの老人会も活動を再開するなど、地区住

民のコミュニティづくりへの機運が醸成されつつ

ある。 

 こうした状況を踏まえて、連合協議会は、地元

住民のコミュニティ再生に弾みをつけるべく、11

月 3 日、神戸市都市計画局・須磨区役所・須磨消

防署・地元消防分団の支援を得て、地区内の自治

会、老人会等と共に、11 月 3 日、千歳公園予定地

で「千歳防災大運動会」を開催し、転居した方々

も加えて約 500 名が参加した。敷地内に遺された

樹高約 20m のメタセコイアと楠、被災樹のケヤ

キ・楠なども雰囲気を醸し出した。 

 防災意識の啓発を意図したプログラム、参加者

全員に炊出しサービスと称して女性の手によるお

にぎりとおでんのセットがふるまわれた。また統

合した“だいち小学校”や須磨区役所の備品を借

りるなど、地元の根を活かした活動として盛り上

がった。協議会としては初めてに近い取り組みで

はあったが、大きな事業に挑戦し、成功させたこ

とは、準備に携わった多くの役員や住民だけでな

く、参加者にも、新たな息吹を感じる機会となっ

たことは、千歳地区の真の復興への兆しとして大

いに意義のあるイベントであった。 

「千歳防災大運動会」のようす（2002.11） 

復興まちづくり 10 年を目標に 

 千歳地区の復興まちづくりも既に 9年目を迎え

て、生活道路や千歳公園等の生活基盤整備、個々

の宅地での建物再建が進められ、ようやく戻って

きた住民の暮らしにも落ち着いてきた雰囲気が感

じられる。  

 千歳公園やコミュニティ道路も近く事業が進め

られる段階になっており、現在は、連合協議会が

当初から目標としている（仮）千歳地区センター

の実現にむけて取り組んでいる。 

 それは、新たに再建した千歳地区のシンボルと

して、現千歳老人いこいの家を移設、拡充して、

地区住民の自治活動や文化・福祉活動の拠点とし

て整備を実現すべく、連合協議会と自治会が一体

となって、さらに活動を発展させようととしてい

る。 

 地区には、またまだ更地が広がり、低迷する地

域経済の中で、定住する住民の高齢化が進行して

いる。千歳地区のコミュニティ再生は、住民一人

一人が住んでよかったと思えることが目標であり、

そのためにも連合自治会の再建と、公園やセンタ

ーなどの自主的な運営・管理のための組織づくり

の準備に取りかかろうとしている。 
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◆安心と潤いの都心部居住     ― 弓木町４丁目地区第一種市街地再開発事業 ― 

㈱アール･アイ･エー 齋藤 彰良 
 

その発端 

 高度成長期に市民の台所として繁栄したもの

の、経営者の高齢化と後継者難、大型店進出と

消費者の志向変化等により、その役割を終え衰

退しつつあった「地蔵市場」を中心に、神戸市

の「コンサルタント派遣制度」を利用して「ま

ちづくり研究会」が発足し、平成 4 年に市街地

再開発事業によるまちづくりを目指す準備組合

が発足しました。その活動の最中に阪神・淡路

大震災が発生し、50 棟中 47 棟が全壊する壊滅

的被害に遭いました。まちづくりは、一時的中

断の事態に直面しましたが、公費解体後の更地

に連帯して応急仮設を建設し、震災復興を目指

す事となりました。 

事業の目的と計画・設計方針 

 神戸市内初の住居系用途地域における第一種

市街地再開発事業（組合施行）であり、役割を

終えた市場から、立地条件に相応しい土地利用

への転換を図り、周辺地区の防災拠点として必

要な各種防災設備を整備し、「安心と潤いのまち

づくり」を目指して、以下の計画・設計基本方

針としました。 

①既成市街地に広範に存在するインナーシティ

ー問題を抱える地区の再生と、関係者の震災

復興と生活再建を実現する。 

②神戸の既成市街地を構造づける山手幹線と六

甲山への玄関口との交差する枢要な立地条件

にあり、地区のランドマーク性・周辺環境へ

の馴染み等の視点から、ボリューム配分に配

慮して超高層を含む３棟構成を採用する。 

③環境共生型高機能共同住宅として、採光・通

風・見晴らし等を確保するために附設駐車場

を地下に埋設し、権利者用店舗を山手幹線沿

道に別棟外向形式で配置する。 

④山手幹線と一体になったオープンスペースの

創出と緑豊かな市街地環境を形成するために

隣棟間に開放されたセンタープラザを設け、

敷地周辺部には、「まちに森をつくる」という

緑化基本コンセプトの下に有馬五郎太石積み

の植栽スペースを配し 2770 本（株）に及ぶ植

栽を施し「時の移ろいと共に成長・成熟する

まち」…サスティナブルな市街地環境整備を

目指す。 

⑤外装デザインは、住棟バルコニーの繰り返し

のリズムをパンチングメタルの緩やかなアー

ルで表現し、有馬花崗岩を色分解して抽出し

た磁器質タイル（表面汚濁防止処理）によっ

て、街並みに柔らかさと華やかさを醸し出す

と共に、敷地外周部には PC マリオンを設け、

「雪洞（ぼんぼり）」調の照明により空間領域

の一体性を表現する。 

⑥震災後の都市計画事業として、その教訓を生

かし、太陽光発電システムにより平常時の共

用部電源の低減を図ると共に、井水を利用し

た非常用給水確保・平常時のカスケード・耐

震性貯水槽・散水用水源、軽油の自家発電設

備・救急救命設備等を備え、「非日常性」と「日

常性」の融合した「災害に強いまちづくり」

に必要な各種防災設備を整備する。 

事業計画等の概要 

事業計画等を巡る特徴は、以下の通りです。 

①倒壊建物分だけ従前建物補償費が少なく、生

活再建に困難性を増していること。 

②市場内には、多くの囲繞地が存在し、土地評

価のバランス調整が問題となったこと。 

③住宅保留床は、一括して参加組合員（洋信興

産㈱）が取得、店舗床については、保留床処

分が困難な状況と立地条件にあることから、

営業希望権利者床のみ計画する。 

④資産デフレに伴うマンションの市況低下見通

しのもと、権変後の事業費削減目標を協議し、

その事業費削減目標達成状況並びに販売時の

価格水準等に基づき保留床価額の確定ルール

を前もって取決め、事業リスクの共有と分散

を図ったこと。 
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権利変換の考え方 

 権利変換計画は、法第 111 条型（地上権非設

定型）で、従前権利者内訳は、土地所有者…53

名、借地権者…4 名、借家権者…10 名（賃貸ア

パートの借家人）、合計 67 名でした。うち権利

変換を希望した者は、土地所有者…46 名、借地

権者…3 名、借家権者…0 名、合計 49 名で、賃

貸アパートの借家人は、いち早く新しい借家を

見出し避難したため、結果的に全員が転出して

います。他の権利者は、残留率 86％と大部分が

権利変換を希望しています。これは、市場の零

細で多くの囲繞地を瑕疵の無い資産として権変

後処分し（言わば従後転出者：3 名）、開発メリ

ットを吸収した事を示しています。 

 建物は、ほぼ全壊したため、従後の床価額を

内装・住設機器等のスペックの差別化及び構造

方式の最適化等により 2 割ほど差を設け、ほぼ

従前建物評価額相当する定額特別割引を更に実

施するといった生活再建支援措置を講じていま

す。 

ビル全体の管理運営 

 2 用途・3 棟・163 区画で構成される再開発ビ

ルの管理運営方式については、円滑で高品質な

管理運営を実現するために、「管理組合方式」が

持つ「団体自治的権能」と「管理者方式」が持

つ「専任専門的権能」と協働させるために、分

解・折衷し、それぞれの当事者責任の範囲と両

者の関係を整理した「二管理者方式」というあ

たらしい管理運営システムとしました。この原

始規約の検討には、再開発コーディネーター・

弁護士・組合理事等による「管理検討委員会」

で、延べ100時間にわたる研究を重ねて法第133

条に基づき制定されています。 

計画決定時の問題点とその解決経緯 

 震災発生時点には、任意の準備組合活動段階

であったため、応急復旧の仮設店舗・住宅を、

公費解体後の現地に再開発事業の一環として建

設出来ませんでした。復興協議を開催し易くす

るために、役員・入居希望者等が連帯債務保証

し、準備組合として仮設建設資金を借入れ・建

設し入居希望者を収容しました。そして恒久復

興を目指す事業計画案の基本的方針を取りまと

め、以下の同意収集にあたりました。 

①権利変換条件・概算補償金額等の参画条件を

提示し、事業推進の基本的な了解を得る権利

変換条件の仮同意書。 

②事業計画の前提条件となる高度利用地区指定

等の都市計画決定を神戸市に依頼する同意書。 

③事業後の生活再建計画を担保する事業計画案

について、県知事に認可申請する事業計画案

及び定款案に関する同意書。 

④仮設建物の入居希望者は、上記①～③の同

意・押印を前提に加えて、建設資金の借入に

対する連帯債務保証と、その使用貸借期間を

原則として 2 年間とし、事業実現上必要な場

合に限り一回の期間延長を認める契約の締結。 

⑤なお、事業実現が困難となった場合には、即

時無条件明渡し、更地化して土地所有者に返

還、建設資金の残債償還について入居者が第

一義的な返済義務を追うことの確認する契約

書。 

 これらの一連の同意書・契約書（権利変換の

同意書については、事業認可後に改めて同意収

集）を、一体のものとして収集し事業推進に当

たりました。 

再開発地区のその後 

 再開発ビル「ラ・トゥール六甲」の完成によ

って、神戸市の市街地を緑豊かに構造付ける山

手幹線沿道の当地区周辺の市街地景観は、一新

されました。緑ゆたかで必要最小限の各種防災

設備を備えた再開発事業は、民間活力による都

心型住居及び市街地環境整備の在り方として、

山の手神戸における「安心と潤いのまちづくり」

のモデルケースとも言えます。 

 震災直後の混乱の中で、関係権利者が避難

所・身寄りの親類・知人等そこかしこに遠隔分

散避難状態になったことから、その安否の確

認・避難先リスト・連絡網の作成等、相互連絡

の確保に困難を極めました。混乱状況の下で、

民間主導型の復興まちづくりの基本方針を提起

することは、様々なリスクを伴います。こうし

たリスクを最小限にするためには、平常時にお

けるまちづくり活動の蓄積とそれをバックアッ

プする行政施策が不可欠と言えます。 
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六甲道駅北地区について 
六甲道駅北地区は神戸市灘区の中央部、ＪＲ六甲

道駅の北側に位置します。ＪＲ六甲道駅を中心とす

る六甲は神戸の東の副都心に位置づけられる地区で

す。阪神淡路大震災で西の副都心である新長田とと

もに、壊滅的な被害を受けました。復興土地区画整

理事業の都市計画決定に対して大きな反対の声が挙

がり一時混乱が生まれましたが、一日も早くみんな

が安心した暮らしが取り戻せるようにとの想いから、

まちづくり協議会が順次結成され、復興まちづくり

の歩みが現在まで続いています。 
 
震災からの住宅再建をめぐる動き 
震災からの住宅再建を進めていく上で、震災前の

住宅規模を確保したいという想いと建ペイ率制限と

の両立が課題となっていました。 
狭小宅地の再建方法として３階建てが脚光を浴

び、住宅メーカー等が競って３階立て住宅の開発・

供給のＰＲを行いました。震災前から密集市街地の

改善方策の一つとして検討整備されてきた「インナ

ー長屋制度」の活用が考えられました。 
土地区画整理事業地区においては、区画道路の面

的整備により安全な住環境の基盤が整備されること

から、環境条件を守る「地区計画」が定められた地

区では、地区内の全宅地に「角地規定」を適用して

建ペイ率を１０％緩和できるよう、神戸市条例の変

更が行われました。 
 
復興まちづくりの段階 
こうした動きは、土地区画整理事業を活用した復

興まちづくりの方向について住民から行政への第１

次のまちづくり提案を提出した時期にあたり、その

後、審議会が設立され、換地設計といった事業の具

体的な動きがはじまった時期でした。また、協議会

活動として、個々の住宅再建計画を考えるための説

明会・勉強会を進めている時期でもありました。 
「減歩、換地を正当化し、事業を促進するための

アメだ」との声も聞かれましたが、「震災の大きな犠

牲を無駄にせずよりよい復興まちづくりのためには、

住宅再建のルールづくりが必要だ」との大きな声が

ありました。震災から１年半経ったこの時期、安全・

安心なまちとしての復興という「大義名分」が大き

な力をもっていました。 
震災復興のまちづくり協議会が互いの活動を眺

め合い、良いものを取り入れようとしていました。

復興まちづくりを支援するまちづくりコンサルタン

トも相互に情報交換を行い、よりよい復興まちづく

りの方向を協議し、実行していこうとしていました。 
制限内容の検討 
具体的に、地区計画の検討を進めようと云う声が

大きくなりました。どういうことをルール化しよう

かと云うことになりました。神戸市から、「建ペイ率

緩和のためには、少なくとも、用途規制、最低敷地

規模制限など３項目以上のルールが必要」といった

情報提供が有りました。具体的検討課題として上が

ったのが、まず、「自分の宅地の隣に高いマンション

が建つのはいやだ。」「六甲は低層住宅のまちだ」と

いう声と「六甲は神戸市の東の副都心だ、相応の建

築物を」という声でした。建物の高さや用途の制限

がテーマになりました。 

 
地区計画の細区分図  

◆六甲道駅北地区の地区計画をふりかえって 
(有)プランまちさと 岩崎俊延
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街区単位のゾーニング 
六甲道駅北地区は区域面積１６．１haと大きく、

「まちの中の場所によって復興の条件が異なる」と

の認識が合意され、ゾーンに分けて条件を考えるこ

とになりました。その際、従来の用途地域指定や地

区計画で採用されてきた「基準位置からの距離指定」

でなく、まちづくり提案で想定した街区ごとの復興

イメージに沿って、街区単位でゾーン分けを行うこ

ととなりました。 
 
受皿住宅、共同再建計画等をにらんだ高さ規制の設

定 
こうした検討と同時進行で、住宅再建・生活再建

に向けて、受皿住宅の建設や共同再建が課題となっ

ていました。こうした住宅の建設を円滑に進めるこ

とと地区計画の制限検討が両睨みで進められました。 

 
受皿住宅の実現が事業の進捗を助けた 

 
大規模地主と敷地細分の制限 
地区の土地所有と市街化の歴史的経緯から、地区

内に大規模宅地がたくさんありました。こうした宅

地の細分化による狭小密集宅地の発生を防止するこ

とが課題になるといった議論が大きくなりました。

建ペイ率の緩和を受けるためにも、狭小宅地の発生

抑止が課題でした。震災時、全市的に見れば、密集

していると云われた市街地の中では、比較的宅地規

模が大きく、狭小宅地の規模に対する住民の認識基

準が大きく、最低敷地面積規模を８０㎡として設定

できました。 
 

背割りの壁面位置の制限 
建ペイ率を緩和する一方で、最低敷地規模の制限

を設ける必要性についての協議を進めるなかで、環

境への意識が高まり、最終的に、安全な市街地をさ

けるための隣棟間の空地の確保、とりわけ、背割り

線での空地の確保が、防災上も日常生活環境上も重

要であるとの認識につながりました。背割り線の空

間確保のため、壁面線の位置指定を行うことが熱い

テーマになりました。いろいろな条文の表現の工夫

を重ねましたが、「窓口で指導できない」という“役

人的反論”の前で、「一日も早い復興」「一日も早い

条例化」のために、制限の具体化を断念しました。 

 
 六甲道駅北地区での共同再建第１号  

復興が終盤を迎える今 
受皿住宅の建設、マンション建設による共同再建

を円滑に実現する上で、地区計画の立案を通して、

住民が地域の環境について「大義に立って議論」で

きた経験と蓄積が大きな役割を果たしたと思います。 
幸い、用途制限については問題となるようなこと

は起こらずにいます。３階建てによる再建について

は、「そんな広い道路？」が役割を果たし、ゆったり

とした空間形成を実現しています。 

 
３階建てをゆとりで受け入れるゆったりした区画道路 
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(財)兵庫県都市整備協会 

 

4 月 1 日から 

 

財団法人 

兵庫県まちづくり技術センター 

 

〒650-0023 

神戸市中央区栄町通６丁目 

１－２１ 神明ビル 

 

ひょうごまちづくりセンターは 2 階 

TEL   078-367-1263 

Fax   078-367-1264 

e-mail：machicen@hyogo-ctc.or.jp 

ホームページ：  

http://www.hyogo-ctc.or.jp/machicen/ 

当面は現行のアドレスでもアクセスできます。 

http://www.hyogo-toshiseibi.or.jp/machicen/ 

 

4 月 1 日、組織統廃合により(財)兵庫県都市整備協会は(財)兵庫県建設技術センターに統合され、 

(財)兵庫県まちづくり技術センターとなり事務所も移転します。「ひょうごまちづくりセンター」に 

ついては、新組織に変わっても、これまでと同様にまちづくり支援業務を行います。 

 

●平成15年度まちづくりセンターの事業予定 

 

■住民主体のまちづくり        まちづくり支援事業 

復興まちづくり支援事業 

被災地空地の緑化推進助成事業 

 

■良好な景観形成の推進        景観形成支援事業 

 

■人材育成と普及啓発         まちづくりコンサルタント会議 

まちづくり現地視察セミナー 

復興まちづくりセミナー 

■まちづくり活動団体ネットワーク   交流会他 

 

■まちづくり情報の発信        ひょうごまちづくりセンター・つうしんの発行 

まちづくりライブラリーの運営 

ホームページの運営 

《組織統廃合・事務所移転のお知らせ》 

お詫び 
ひょうごまちづくりセンター･つうしん 12 号の P10「第 15 回復興まちづくりセミナー」開催報告の中で、パネリスト

として出席いただいた、久 隆浩氏（近畿大学理工学部助教授）のお名前を間違って紹介しておりました。 
お詫びして訂正いたします。失礼いたしました。 （まちづくりセンター） 


