
シンポジウム「協働のまちづくり －これからのかたちとは－」 

日 時：平成 17 年 9 月 7 日 15 時～17 時 

会 場：SITE KOBE（アスタくにづか 4番館 3階） 

 パネラー：    東  朋治（(株)神戸ながた TMO 総括マネージャー） 

          岩崎 俊延（(有)プランまちさと代表取締役） 

          慈  憲一（(有)六甲技研代表、”naddist”発行者） 

          垂水 英司（(社)兵庫県建築士会会長、元神戸市住宅局長） 

          蓑原  敬（都市プランナー、蓑原計画事務所所長） 

コーディネーター：小浦 久子（大阪大学大学院工学研究科助教授） 

 

第 1 部 

神戸のまちづくりの系譜  垂水英司 

神戸のまちづくりは３つぐらいに分かれる。まず 1963 年に丸山地区で幹線道路要望の住民大会が起った。

これは従来から言う住民の要求を超えたような大会で、丸山のまちづくりが進められるきっかけとなった。同

じ頃苅藻地区（真野）公害追放で大きな運動がはじまった。この 2つが、神戸市における住民運動のはじまり

だった。この頃は公共事業型の都市開発をどんどんやっていこうという時代で、区画整理や再開発など公共事

業というのがまちづくり・都市計画の大きな柱になっていた流れがあった。一方、1972 年に板宿で区画整理

が大反対にあい、事業が進まなかった。そこで１から白紙に戻して、板宿地区の住民も含めて再検討しようと

いうことに踏みきる。住民に組織を作ってもらい相談するということは板宿からはじまり、市はその後再開発

や区画整理をするにあたっては、必ず住民に協議会を作ってもらって、いろいろ相談をしながら進めるという

方法を取るようになった。また真野では住民が自分達でまちの将来像をつくりたいと言い出した。我々は板宿

の経験から新しい仕方でまちづくりをする必要があると思い、実験的ではあるが真野で取り組んでいこうとし

た。そして 1980 年に国の地区計画指定を受けながら「まちづくり条例」をつくった。地域の計画を住民自ら

提案をしてもらい、行政がそれを支援していく。そして専門家にも入ってもらい実行していくという三者協働

の形が出来上がった。また 1990 年頃から「ふれあいのまちづくり協議会」が神戸市内の各小学校区で設立さ

れた。これはまちづくりの中で高齢者のケアなどを行なっていくということで地域が受け皿になって活動を行

い、神戸市がそれを支援するという流れによるものである。それまでのまちづくりはどちらかといえばハード

型のまちづくりであったが、地域にいろんな団体を作って、それらが自主的な活動しながら行政が支援してい

く。このようなやり方が、必ずしもハードな整備だけでなく様々な分野に拡大していった。従来からのハード

なまちづくりも、震災復興に伴って紆余曲折があったが、多くのまちづくり協議会ができ、それらが自分たち

のまちのためにいろんな活動をしていった。震災復興は地域に目を向ける大きなキッカケになった。従来のま

ちづくりと違い、防災、福祉、コミュニティ活動、環境、ゴミ問題など多様なテーマがあり、やり方も拡大し

ていった。しかし今、いろいろな協議会をどういう役割分担をするのかということが新たに問題としてでてき

た。もう１つ大震災により、ボランティア、NPO など今までに考えられなかった担い手がでてきた。震災 10

年を迎え、裾野が広がり、活動の幅も広がり、規模も広がりと言った中で、今日来られている人の幅広い活動

の母体がこれからどのような形で活きていくのかが、これからの大きな課題だと思う。 

 

六甲道駅北地区の「みんなで方式」  岩崎俊延 



六甲道駅北地区では、震災で非常に大きな被害を受けたところに 3 月 17 日、土地区画整理事業が都市計画

決定された。これは二段階都市計画決定で、大きな枠組みだけ決定させて、中身については協議会をつくって

みんなで話し合おうというもの。16ha に 8 つの協議会ができ、全体の方向についてのまちづくり提案ができ

たのち、8つの協議会で連合組織をつくることになった。みんなで一緒に考えるためにいろいろな工夫をした。

定例の勉強会は合計すると 2300 回。毎月・毎週、同じ曜日、同じ時間、同じ場所で、模型を作ったり絵を書

いたりした。公園の計画では大人も子供も一緒に、いくつかの協議会で検討してきたことを全体で話し合った。

せせらぎをつくるときは、町のいろんなプロが登場して、コンパネで水路をつくって、勾配はどれぐらいが良

いのか実験するなど、とにかくみんなで考えようということを行いまとめあげてきた。第２次のまちづくり提

案ではどういう提案をするのかということを、みんなでパネルにして検討・確認をして、それぞれの専門家や

協議会の座長さんが紙ももたずに自分の言葉で話した。聞いていた神戸市の担当者はだんだんと緊張の面持ち

に変わってきて、これを機に市と六甲道との協議会の関係がかなり大きな転換をしたように思う。関わってい

るのは一部の人間だけじゃないか、ということを避けるために、２つのニュースを出していった。当初は各協

議会で出していたが、連合協議会が出来てからはさらに毎月１回詳しい情報を発信し、今年 100 号を迎えた。

情報発信を熱心に続けてきたので、協議会も信頼を得るきっかけになった。こういうニュース発信により、み

んなで考えて行くということが維持できた。みんなでということの象徴になっているのが、公園などが出来た

ときには役員だけでなく、みんなでテープカットをしよう、公園をみんなで掃除しよう、みんなで遊ぼうなど、

みんなで、みんなでということを続けてきた。今つくっている大きな公園が完成すれば、概ねモノをつくると

いう、ハードをつくるということは終わりになるのですが、その公園の中央に集会所、去年の秋に「風の家」

というのができた。まちづくり復興のシンボルになる。ここで、いろいろなことをしていこう、運営組織も新

たに作り、次への展開の拠点にしようとしている。六甲での協働のまちづくりは「みんなで方式」ということ

で象徴できるのではないだろうか。 

 

株式会社のまちづくり  東 朋治 

95 年 3 月に震災復興第二種市街地再開発という事業が都市計画決定された。住宅と商業棟を含めて、約 30

棟のビルを１つ１つ管理するのではなく、郡単位で管理するためにできたのが「新長田まちづくり株式会社」。

さらに従来の管理会社ではなく、さまざまなイベントを通じて地域の人、住民、商業者と一緒になって地域振

興・まちづくりをやっていこうということで「神戸ながたＴＭＯ」という株式会社を設立した。ＴＭＯ（town 

management organization）というのは、まちづくり会社、まちづくり機関である。イギリスが発祥となって

いる。日本では 1998 年に中心市街地活性化基本法というのができ、ＴＭＯは今全国で 400 くらい出来ている。

イギリスは自治組織があり税金を組織の人達から集めることができ、それを財源にまちづくりを行なうが、日

本の場合は、株式会社もしくは商工会議所がまちづくりの担い手となって、地元の商店街から賦課金を集めて、

それを財源にしている。ながたＴＭＯは地元の商店街が半分、残りは地元の企業や神戸市が出資した第 3セク

ターであるが、社長も専務も役員もほぼ地元の商店街の人がやっている。一番の悩みは、株式会社がまちづく

りを担えるのか？ということ。新長田という地区はもともと職住混在の商店街。「商業の活性＝住んでいる住

民が住みやすいまち」になるというのが、地域の特性である。株式会社は会社の利益・利潤を追求して株主に

配当するのが普通だが、まちづくりは本来儲からない。だから我々は行政の人から税金を頂いて「まちづくり」

を担っているのだが、なかなか難しい問題である。今は TMO の利益を地域のイベントに還元するのが、株主に

配当しているということになるのではと考えている。さらに電動スクーターの貸し出しサービスや介護ショッ



プと提携したタウンモビリティを実施し、人に優しい商店街づくりも進めている。どんな地域にも地域資源が

必ずあるが、住んでいる住民は気付いていない。１番思い知らされたのが、そばめし。大手のメーカーさんが

全国販売して、この 10 年間で新しい冷凍食品のカテゴリーでのナンバー１になった。しかし長田が発祥なの

に「神戸そばめし」になり悔しかった。そこで当たり前すぎて気づいてないこととして、震災体験学習の修学

旅行生の受け入れを始めた。修学旅行生からおいしいお好み焼き屋やおみやげ屋はないのかと言われ、土産物

がないと気づかされている。こういう意見・情報を元に、今、ぼっかけに代表される「食のまちづくり」を進

めてきている。年間 70 回のイベントなどの活動が地域の商店街の活性化につながればと思っている。 

 

まちは自分たちの表現の場  慈 憲一 

僕は「まちづくり」というのがよく分からない人間。実はまちで遊んでいるだけ。メールマガジンで、灘区

の活動を発信し始めたのがキッカケ。神戸市灘区で生まれ、大学は東京でそのまま就職して、灘には帰らない

つもりで働いていたのですが、震災をきっかけに仕事やめて帰ってきた。仕事がないので、実家の再建手伝い

や地元の味泥地区下町活性化委員会の手伝い、そしてまち協の事務局・会長をやった。まち協の活動を通し、

まちへの愛着は出来たけど、しんどいからずっとは出来ないと思った。自分ができるなんか違う形で、町に対

して出来ないかと思って作ったのがフリーペーパー「ナディズム（灘主義）」。これは自分の灘区への思いや、

震災で変化したところを記録に残していこうという自己表現の場所で、みんなに見てもらうより自分なりにど

う灘区が変ったのか見てもらおうということだった。これが好評で、7，8 年前にちょうどメールマガジンを

はじめた。知らなくても困らないし、知っていたらお得ぐらいの情報を載せ始めたところ、これも好評で読者

の輪が広がり 1200 人ぐらい読んでくれている。読者コミュニティも出来てきて、2,30 人ぐらいでイベントを

したり、まち探検ツアーをしたりして、自分たちで勝手に活動を行ってきた。僕は「まちづくり」とは地域課

題を解決するという感覚が大きいが、僕たちは地域課題を解決するというより、自分たちの表現・楽しみの場

であるだけ。草野球と一緒。日曜日に大変ですね？とは言わない。まちがフィールドなだけで自分たちが楽し

んでいるだけ。まちの活性化をしようなんて、少しも思っていない。じゃないと、長続きしない。やっている

ことを端から見られると、まちづくり的に見えているだけ。楽しめる範囲で、お金も使わず、出来る限り自分

たちで長くやっていくというのをしていきたい。 

 

神戸・まちづくり条例・地区計画  蓑原 敬 

 まずは私と神戸の関係から。1960 年に旧建設省に入り、都市計画への興味から丸山・苅藻などに随分早い

時期から注目していた。当時から２つの大きな問題意識があり、そこで横浜市と神戸市にお願いして大きな調

査を行った。１つは、「線引き制度」が 1968 年に出来て、建築基準法が 70 年に改正されまして、これを境に

して市街地と農地の入り組みの問題をどの様に整備していくのかということを考えた。線引きという制度は開

発途上であった日本には必要不可欠な制度だったと思うが、非常に無理のある制度だったとも思う。なんとか

農業の保全と市街化を、風景を壊さず良くしながら進める方法はないかと考えて、当時としては莫大な調査費

を当時の経済企画庁からもらって、神戸は神戸西農協、横浜は横浜北農協にお願いした。いまだにそれが神戸

では、里作りのベースになっていると聞かされ非常に嬉しい限りである。要するに市街化の拡大が行なわれて

いる時に、縁辺部の問題をどの様に解くのかということであった。もう１つは、建築基準法に関わりながら、

なんとか構造躯体を公共化、社会化しなければいけないと思っていたことで、青木や深江で調査を行い、神戸

に足しげく通っていた。そしてその後、神戸からまちづくり条例の話が出てきた。その中に地区計画条例を入



れるというもので、国では都市計画の方が上位なのにまちづくり条例にいれるのはけしからんと言われていた

が、徹底的に議論してひっくり返したことがあった。さきほどの垂水さんの話の流れで、神戸として都市計画

のお金を使いながら事業をやっていくということ、「協議型」「まちづくり型」「みんなで型」でやっていくと

言う形が日本の中でも広がって行った。それが阪神・淡路大震災を経てこの 10 年間に凝縮した形で現れたの

でないかと思っている。パネラーの話からソフトウェアの面がとても動いてきたことを感じる。ただハードウ

ェアの仕事が終わった時にどう繋がっていくのかなとも思う。 

 

第 2 部 ディスカッション 

小浦 震災の経過を踏まえて、神戸市はソフトとハードを一緒にやってきたが、この新たな融合、次へのつな

ぎ方はどうなっていくか？ 

東  ハードとソフトの連携はもう、絶対で切り離せないと思う。仮に、きれいなビルをつくっても、だれも

知らない、お店が良くなければ行かない、イベントも同じ。お好み焼き屋を長田のシンボルにと店の数を数え

たら、半径 700m の中にお好み焼き屋さんが 70 件あって、日本一だとはじめて知った。これを使ってどうやっ

てまちづくりをすればよいのか考えたときに、ハードなことだけ考えてしまうと、ビルを作ってその中にお好

み焼き屋さんを入れるという考えが一般的。しかしフードテーマパークなどは来たときにそこしか見ないで帰

ることになる。まちがメインだから、地域に点在すべきで、地域の中でも下町ゾーン、カントリーゾーンがあ

るというように、様々な場所が見えたほうが面白いと思った。今のまま点在させて地域を歩いてみたほうが、

魅力を出せる。きれいなものだけでなく、下町のおばあちゃんのお店もあったほうがよい。 

小浦 まちはいろんな集合体だとおもうのですが、どうやって連携などをとっているのか？ 

慈  自分たちは目的があってやっているわけではないので、まちづくりではないと思っている。 

小浦 だからまちづくりになっているのでは？ マネージメント型につながるのでは？ 

慈  まちづくりの公共性という問題になってきたとき、そこまで面倒みられませんというのが、正直な気持。

公共性なく、なんとなくやっているので、積極的なマネージメントは考えていない。 

小浦 いろんな人が、いろんな利害の中で、みんなで考えるというのは、みんなで決めるプロセスを話し合う

のか、みんなで合意形成するということなのか，いろんな試行錯誤をされていると思うが。 

岩崎 例えば集会所が欲しいという要望は一般的によくあるが、六甲ではこんなことしたい、やりたいという

ことを先にみんなで考えて、それは公園でできるか、建物でできるか、というふうに中身を先に話しあってい

た。集会所ができてから使い方について話し合っていたのでは反転している。また専門部会をつくっているの

で、みんなで１つのことをするより、それぞれが勝手に好きなことを話すのではなく、参加の機会をたくさん

つくって自分の興味あるところで話をしていこうというのが、まちへのとっかかり方、参加の仕方になってい

った。慈さんの「今を楽しもう」というのとかなり共通していた。まちへ関わるきっかけを自由に遊び心でや

っていくということは、復興のまちづくりが、変化をしていく中で１つ育ってきたのではないか。 

小浦 最初の活動は、公害反対や住環境をどうするかみたいな目的が見えていたのが、震災の時には生活を立

て直さないとなどの共有化できるものがあった。これからはいろんな広がりをもってくると思うが。 

蓑原 岩崎さんに質問。久保さんが書いた本は神戸のプロセスが部外者にもよく見えるのですが、パブリック

で大きなオーダーを決める時、みんなで考えた結果、一番最初がまずいと気付いた時にはどうするのか。 

岩崎 理屈上今もおかしいと思うことがある。ただ、震災の時だから、早く復興を進めたい。まちに取って都

合の悪いことでも、良いように取り替えていこうとした。さきほど紹介したせせらぎは幅員１７メートルの都



市計画道路にあるが、交通計画上何の意味もない。防災区画帯という意味で説明したが、まちの方では桜並木

をつくり、年に１回花祭りをしてうるおいのある道にしようとした。せせらぎの辺りは全壊・全焼・半壊が大

半だった地域。このせせらぎの水で火災などを防げる量ではないが、シンボルにするために象徴的に水を残そ

う、と捉え直した。六甲だけでなくどの地区でも、前に向けて取り組んでいくという風に神戸では行なわれて

いった。 

垂水 丸山が 20 年くらいしか活動が継続しなかったのには理由をよく考えると、あれは「機関車型」だった。

参加型というより、「電車型」にするようにすべきだと思った。みんなで方式は「電車型」。野田北ふるさとネ

ットは地域にいろいろな団体があるが、「電車型」で進んでいる。まちづくりと聞くと蕁麻疹出るという話で

すが、映画つくっているとか、そういう人は電車型でもなく、例えるなら「自動車型」かな。どこでも走って

いける。場合によって移動できる。 

蓑原 岩崎さんに質問したのは、少し関わっているところで下北沢というまちがある。銀座、渋谷、新宿、原

宿などに比べるとマイナーなまちだが、音楽事業がさかんでライブハウスなどがたくさんあり、とてもおもし

ろい街。全国的にみても、若者が注目するまち。そこでは国道 14 号線の計画線が入っており、小田急が通り、

大きな 26m 道路をつくる話が持ち上がった。 

下北沢は戦災を受けていないので、神戸で言えば、野田北型でにぎわっていた。その中で新陳代謝が行なわ

れていて、活性化されてきた。しかしまちとしては高齢化が進み安全ではない。そこで地区計画を決めること

になり、神戸と同じまちづくり協議会型で進めた。地元としては銀座道路と同じ 26m 道路をつくろうとなって

いた。沿道は 60m のビルが建つ区域に決め、そこに引っかかっている地主さんは高く売れるぞと思い喜んでい

た。しかし周りの下北沢ファンが猛烈に反対。下北沢のアイデンティティーはどこいったのとか、そんなのお

かしいと。まちづくりは地区計画を問題にした時に、道路の計画、小田急のことなど文句を言おうと思っても、

もう言えない状況になっていった。これをどうするかが問題となった。何でこれを問題にするかというと、神

戸がやってきたまちづくり協議会的な手続きを経ずしては、維持管理、運営ができない。つくることはできて

も、維持はもうできなくなってきている現状がありながら、なぜ未だ、都市計画というふうに呼ばれているの

か。どうしてトップダウンが生き残ってしまったのか。下北沢のアイデンティティーはなんだ？とか、そんな

ことは抜きにして続くのかと思っている。 

私は昔から日本には都市計画、近代都市計画はないと思っている。なぜないかというと、今のように道路・

鉄道が先決され、用途地域や基準法に触れなければ勝手に家が建ってよい、これでは都市計画はあるはずがな

い。外国人がきて都市計画はあるのと聞く。神戸や横浜はまだあるほうだが、基礎構造がこうなっている。地

方自治法の改正により、中央官庁の都市計画担当者は自治体に指示ができなくなってきた。地元で、神戸で考

えるというと、結局お金の流れてくる機関のほうに誘導、流されていく。結果として望んでいるものができて

いるのかどうか、非常に問題にしたい。リアルにまちが生きていくためにはどう考えるのか、都市が資産とし

て流通しているかどうか、既存のプロセスが震災復興まちづくりでは機能したのかどうかを問いたい。 

岩崎 さきほどの六甲での２段階都市計画ですが、今回は震災復興であり、一定の期間内に決めなくてはいけ

ないということがあったので、２段階だったと思う。実際に関わったものでは、昔に都市計画決定されてずっ

とほったらかしになっていたものを、行政も親身になって地域で考えていこうという時に、決めた時からまち

は変わってきているので、柔軟にまちのなかで考えようということになった。この場合どのスケールなら地域

で、民主的な協議で考えるのか、どのスケールなら地域では難しいとするのかを判断しなければならない。協

働のまちづくりを維持していく上で難しい問題である。 



蓑原 関係あるのが銀座の例。江戸時代からの区画割りを大事にしながら、繁栄してきた。現在何が起ってい

るかというと、松坂屋が撤退して森ビルと一緒になった。銀座の人は銀座らしさ、どちらかというとヨーロッ

パ型の街並みが良いのではないかと思っていて、猛烈なセットバックをしないと決めて、高さも 56ｍまでと

決めて地区計画をやってきた。それに対し、特に若い人は、お祭りなどは一生懸命するがまちづくりは自分達

に関係ないと思っていた。それがある日突然、実際に近くに 187ｍのビルが建つとなれば、そうは問題にしな

いわけにはいかなくなった。誰が 187ｍをよいといった？誰が 56ｍと決めた？という話になった。 

銀座にはまちづくり会議が設立され、人の意識も変わった。中央区との間には協議会ができ、協議会とまち

づくり会議で決まったこと以外はしないとなった。大規模開発の際は１件１件話し合うことになった。大変だ

が、今までまちづくりなんて嫌だと言っていた若い人がどういうふうに考えていくのかが大きな分岐点である。 

慈  私が「まちづくり」というのが嫌いなのは、まちは作られるものでないと思うからである。今ある状態

がまちであり、古いものの残って欲しいとも思うが、固執することでもないと思う。ＪＲ灘駅の都市計画決定

で灘駅が建替えになるのがさみしいので、模型をつくったり、駅弁をつくって灘駅がうまくフェードアウトし

ていくように考えた。活動はネガティブではなく、守るというのでもないつもりで動いた。 

蓑原 あなたの税金で灘駅が思いもよらない方に、変わっていこうとしているのを、それにあなたは遠慮がち

に阻止しようとしている。あなたが払っている税金なのにまずいのでは？ 

岩崎 みんなが一生懸命になる必要もないと思う。慈さんのように役割をもって、いろんな人がいろんな形で

携わっていくので良い。全員がまちづくリストになる必要はないと思う。まちづくりは復興だと言っている時

に、それは違うと思っていた人もいた。それも大事だったと思う。神戸では同時にいろんなことがおこってい

て、土壌がたくさんあって良い。 

東  中心市街地という観点で言うと、誰にとってのまちなのかは、誰にも決められないこと。ＴＭＯとして

はこれ以上地域に大型店・スーパーができると小売業が衰退するので困ると言っているが、住民にしてみれば、

スーパーが山ほどあった方が良い、小売業は辞めて欲しいと思うかもしれない。行政も決めかね、住民も決め

られない。我々は「震災の街から復興のまちへ」というのをキャッチフレーズにしている。ある商店街でアー

ケードを保存するか、外すかどうかということになり、結局外すことになった。長田区に住んでなかった人が

とくに撤去を要求していた。雨漏りするし危険ということだったが、まちのシンボルになるのではという意見

もでた。例えば、広島の原爆ドームは戦後６０年経って認められた。このアーケードも５０年後にはシンボル

として認められるかもしれない。しかし今商売している人にとっては死活問題になる。そこで外すが、違う形

のイメージシンボルを作ろうと思った。また女子高がなくなり、その周辺のお店やファーストフードが潰れた。

ハードでなくソフトの強さをもつ必要があると思った。 

垂水 小さなまちづくりと、大きなまちづくりがあると思う。今話しているのは、小さなまちづくりは小学校

区とか、コミュニティなどのサイズで、大きなまちづくりは、神戸市全体はどうしていくのかということにな

るのだろうが、この小さなまちづくりと大きなまちづくりは、繋がりが感じられないといつも思っている。大

きなまちづくりをどうするかは、まだその参加の仕方が未整備な気がする。まちづくりは農村部からはじまっ

たと思う。農村部は、地域のまちづくりと大きなまちづくりが一致する。自分達が顔の見える範囲で参加する

ということが、このまちの産業などをどうするのかと一致するが、都市部では一致しない。都市部で小さなま

ちづくりが、大きなまちづくりにどれくらい影響・リンクしていくかが、大きな課題になっていく。 

小浦 経済原理だけでまちづくり、都市計画が議論されにくくなっている。これまでは良かったかも知れない

が、震災のあと、そうでないと言うことを知ったと思う。いろんな人のいろんな見方がある中で、まちの中で



の位置づけを両方から問われている。協働のまちづくりの課題だと思う。 

蓑原 さきほど、まちは作られるものではないとおっしゃったが、理想的には下北沢は誰も作らなかったから

幸せなユートピアだと思うのだが、実は住む人が出て行った。神戸はまだ停滞状態であるが、グローバリゼー

ションの経済の中で、もう一度大規模な公共投資が起こるかも知れないと思うし、その影響は大きい。まちは

つくられるのではないというのでは解決できない。 

小浦 つくられるのではないけれど、一人一人の作り手をどうやってつないでいくのか、調整、協議していく

のか。神戸はまがりなりにも苦労しながら経験をしたプロセスを、もうちょっとわかりやすい形で表現する必

要がある。会場から質問などはどうか。 

会場 大学でまちづくりの勉強をしているので興味深く聞かせていただいた。協働のまちづくりは今まで公的

な形で支えてられてきたが、制度だけでは語れなくなってきている。インフォーマルなセクターをどう生かし

ていくのかが重要だと思う。行政がフォーマルな形で、いろいろな政策な面で、どうやってインフォーマルな

活動をしていくのか。 

東  うまく答えられるか分からないが、人のマネージメント。私たちがどのように行政と接しているのかを

お話したい。私たちの会議では基本的にオブザーバーはつくらない、誰でも来てくださいとしている。こちら

は住民側、あちらは行政側という垣根をつくるとなかなかうまく行かないので、１つのテーマを一緒になって

考える。我々も行政の人だからという扱いをしないし、何かしろとは絶対言わないようにしている。現場は地

元がしなければいけないし、お互いが声を出せる雰囲気づくりをして、垣根を取っ払うようにするしかない。 

蓑原 インフォーマルということは、実はリアルなニーズ。インフォーマルな要求をしっかり出してそれを実

現するような仕組みや制度を作るということを考えないといけない。今の地方自治体はそれをつくるというこ

とができるようになった。 

小浦 震災を通して、まちづくりや都市計画という言葉が難しいということが理解できたのではないか。地域

という概念、都市という概念をだれが、つくるのか、担うのか、だれが守るのか。まちが生きていくために繋

いでいくのか、そこにどんな制度や仕組みがいるのか、試みてきたのがこの 10 年だと思う。最後に一言ずつ、

この 10 年と、次に対する経験を踏まえた、こういうところを見ていきたいというところをお願いしたい。 

蓑原 神戸は幸せ、公共側がやっていることが前向きで、まちづくりがやりやすい土壌が出来てきている。神

戸で次の段階の都市計画をして欲しい。 

垂水 これからの行政の役割というのは、１つは、住民の自主的な活動を手出しはしないが、見守るという次

に繋がるようにする役割。もう１つは、行政の縦割りが悪いと言われますが、それぞれの専門の道具を磨く。

道具を使うのではなくバックアップとして用意し、時代に合わせておく必要がある。 

岩崎 行政の方から、よく「終わったのでは？」と言われますが、まちづくりは何をもって終わりかと思う。

震災のあとコミュニティが大切だと思った。コミュニティ＝自治会ではない。まちに目を向けた人がどれだけ

いるか。まちの人が日常からゆっくりまちのことを考えることが大切。 

東  既存店舗の売り上げをあげることにつきる。住民にとっては、清潔に、きれいに、安全にということ。

昭和 40 年代のにぎわっていたところになると思う。 

小浦 コミュニティは持続的に感じるが、いろいろ入れ替わりながらも繋がっていくことが大切。1人１人が

まちに関わって、新たな協働をつくって支える。現実的に次に繋げていくためにも、神戸は今までの経験をわ

かりやすく伝えていく必要があると思う。 


