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すまいから始めるまちづくり 
 
 

あの阪神・淡路大震災により、神戸市民は、多くのかけがえのない生命や財産

などを失い、深い傷を負うこととなりました。しかし、多大な犠牲と幾多の悲

しみを乗り越えて、あの瓦礫と粉塵の中から、ひとりひとりの懸命の努力と地

域での支え合い、内外からの心温まる支援のもと、震災を大きな教訓として、

再び立ち上がろうとしています。こうした震災復興に立ち向かう神戸市民の「自

律と連携」の姿は、多くの人々に深い感銘を与えると同時に、これからのすま

いづくり、まちづくりのあり方を指し示すものとなりました。 

 

新しい世紀を迎えた今、ここに新たな住宅基本計画を策定いたしました。これ

をよりどころとして「住みたいまち、住み続けたいまち、また訪れたいまち・

神戸」をめざし、震災の教訓とその復興における市民の「自律と連携」を出発

点とした協働のまちづくりに取り組んでいきます。 

このため、住宅・住環境にかかわる住宅政策を発展させ、住宅を中心として営

まれる市民の暮らしを視野に入れた、すまいにかかわる総合的な政策を展開し

てまいります。さらに、すまいは市民の生活、都市の活動などの重要な基盤で

あるとの認識のもと、「すまいから始めるまちづくり」に取り組み、神戸市民の

住生活、住環境そして住文化を守り、創り、育んでまいります。 

 

 

 

  

 
 

                    21 世紀を迎えて 

 
 
                    神戸市長 

 
ささやま かずとし
 



はじめに 
 
神戸の住宅政策は、住宅・住環境にかかわる社会的な情勢の変化により、戦後からの住

宅の確保が優先した「量」の時代から、居住水準の確保などをめざした「質」の時代へ、

さらには住宅をとりまく環境を重視する「住環境」の時代へと変化してきました。近年で

は住宅を中心とする住まい方、暮らし方に関する「住生活」「住文化」さらには「都市居住」

が主要なテーマとなる時代を迎えつつあります。 

「住環境」の整備に本格的な取り組みを開始し、「住生活」や「住文化」に着目しはじめ

た平成 2 年、神戸市は「住宅基本計画」を策定し、総合的、長期的な視野にたった住宅政

策を展開してまいりました。 

その中で、平成 7 年 1 月 17 日に起こった阪神・淡路大震災は神戸市全域に甚大な被害を

もたらし、市民生活の基盤となる住宅も約 8 万 2 千戸が滅失するなど、大きな被害を受け

ました。このような状況に陥った神戸のすまいとまちの早急な復旧・復興と災害に強い活

力あるすまい・まちづくりに向け「神戸市震災復興住宅整備緊急３か年計画」「神戸のすま

い復興プラン」などを策定し、市民、事業者等と一丸となって、復旧・復興に全力で取り

組んでまいりました。その際の、市民の整然とした行動や助け合い、ひとりひとりの復興

への強い意思と努力、地域での支え合いといった「自律と連携」の姿は、広く内外に深い

感動を与えることとなりました。こうした多くの人々の懸命な尽力により、平成 11 年 12
月に応急仮設住宅は解消し、住宅復興は一応の成果をみることとなりました。 
震災およびその復興の過程では、多くの教訓を得ることができましたが、一方で、市民の

生活再建、都市活動の再生には、なお多くの課題が残されています。また、少子・高齢社

会の本格的な到来、環境問題など新たな課題への取り組みが急務となっております。さら

に、住宅に求められる価値も一層多様化するなど、住宅政策をとりまく状況は大きく変わ

りつつあります。このような背景のもと、神戸市では、新たな住宅政策の展開方向を探る

ため、平成 11 年 8 月に「神戸市すまい審議会」に対して「新たな神戸市住宅基本計画策定

に向けた 21 世紀初頭における住宅政策のあるべき方向性について」諮問し、熱心かつ集中

的な審議をいただき、平成 13 年 2 月に答申を受けました。 

これをふまえ、21 世紀を迎えて心を新たにし、今後の住宅政策の理念となる「新住宅政

策宣言～すまいから始めるまちづくり～」を行うとともに、その指針となる新たな「神戸

市住宅基本計画（2001－2010）」を策定いたしました。新住宅政策宣言の理念のもと、住宅

からすまいへ、すまいからまちへと視野を広げた総合的なすまい・まちづくり政策を展開

してまいります。さらに、本計画をよりどころとし、市民の「自律と連携」を出発点とし

て、市民、事業者等との「共振と共生のすまい・まちづくり」により、「安全で安心なすま

い・まちの実現」、「魅力あふれるすまい・まちの創造」に取り組み、「住みたいまち、住み

続けたいまち、また訪れたいまち・神戸」をめざしてまいります。 

最後に、この計画の策定にあたって、熱心にご審議をいただいた神戸市すまい審議会の

皆様に厚くお礼を申し上げます。 
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序章 計画の目的と役割 

 

１．住宅政策の沿革 
我が国の本格的な住宅政策は戦後にはじまりました。戦災からの復興とその無秩序な建

築を防ぐために、昭和 25 年に建築基準法、昭和 26 年には公営住宅法などが相次いで制定

されました。昭和 30 年代から 40 年代にかけて、高度経済成長にともなう都市部への人口

集中と戦後ベビーブーム世代の住宅需要を背景に、「一世帯一住宅」、「一人一室」といった

「量」に関する住宅政策目標が掲げられ、住宅の新規大量供給施策がとられました。昭和

50 年代に入ると、住宅の量的充足をふまえ、「4 人世帯で 3ＤＫ」、「ゆとりとうるおいのあ

る住宅地区の形成」などといった「居住水準」、「住環境水準」の確保をめざした、「質」や

「住環境」に関する政策目標を掲げ、さまざまな施策の展開を行い、現在に至ることとな

りました。また、近年では、住宅とその住まい方、暮らし方を主題とした「住生活」や「住

文化」、「都市居住」が新たな政策の課題として取り上げられつつあります。 

神戸の住宅政策上の課題もこのような全国的な動きとほぼ同様であり、終戦直後の「戦

災応急復旧住宅・引揚者用住宅建設」にはじまり、市営住宅建設、住宅供給公社の設立お

よびニュータウンの開発などを行い、住宅の「量」の確保に努めるとともに、「神戸市民の

環境をまもる条例」、「神戸市開発指導要綱」等の制定、「特定住宅市街地総合整備促進事

業」などにより、住宅・住環境の「質」の向上に積極的な取り組みを行ってきました。ま

た、平成 2 年 8 月、神戸市は全国に先駆け「神戸市住宅基本計画」を策定し、より一層、

総合的、長期的な視野にたった住宅政策を計画的に展開してきました。 

平成 7年 1月 17 日、阪神・淡路大震災が発生しました。失われた住宅ストックの早期復

旧・復興のため、平成 7 年 3 月に住宅復興の計画素案を発表、同年 7 月「神戸市震災復興

住宅整備緊急３か年計画」を策定しました。さらに、1年半後の平成 8年 7月には、被災者

の実態をふまえ、緊急３か年計画を見直し、公営住宅等の供給増等を図った「神戸のすま

い復興プラン」を策定し、市民、事業者および行政が共に力を合わせ住宅復興に全力をあ

げてきました。平成 10 年 3 月には、すまい復興の総仕上げと 21 世紀を見据えたすまい・

まちづくりのために「神戸市住宅３か年計画（平成 10～12 年度）」を策定し総合的、効果

的な住宅政策を展開してきました。このような中で、多くの人々の懸命な努力により平成

11 年 12 月をもって応急仮設住宅が解消され、住宅復興は一応の成果をみることとなりまし

た。 

 

２．計画の目的と概要 

これらを背景とし、21 世紀初頭における住宅政策のあるべき方向性について検討を行い、

新たな「住宅基本計画（2001－2010）」を策定しました。 

本計画の目的は、今後の住宅政策の基本的指針を示すとともに、これに基づく施策の体
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系化を図り、効果的かつ効率的な政策展開を図ることにあります。 

このため、計画全体を通じる「基本的認識」のもと、今後のすまい・まちづくりの「基

本目標」とその実現に向けた「基本方針」を掲げています。さらに具体化に向け「施策の

基本的方向性」と方向性ごとに施策を体系的に整理した「施策体系図」をまとめています。

中でも、総合的、長期的な視点で重点的に取り組む施策については「重点プロジェクト」

として紹介しています。 

 

３．計画の役割 
住宅基本計画は、2001 年度から 2010 年度までの 10 か年にわたる計画であり、「第 4次神

戸市基本計画」、「神戸市復興計画」の住宅部門計画として、住宅政策を総合的、効果的に

進めていくための新しい計画として策定しました。 

なお、この住宅基本計画の実施にあたっては、社会・経済情勢の変遷を考慮して、定期

的な見直しを行いながら、実態に即した取り組みを行うこととしています。 
 

 ≪震災復興計画≫
 1995 神戸市復興計画

【総合基本計画】 
1980 第３次神戸市基本計画

（実施計画）
 2000 神戸市復興計画推進プログラム 

【住宅部門計画】 
1990 神戸市住宅基本計画 1998 神戸市住宅３か年計画

（実施計画） 
第６期神戸市住宅５箇年計画 

1995 神戸市震災復興

住宅整備緊急３か年計画

（実施計画）
新・都市環境基準

阪 
神 
・ 
淡 
路 
大 
震 
災 

1995 2001 住宅基本計画 

（2001-2010） 

（実施計画）
第８期神戸市住宅５箇年計画 

～2004 

1996 神戸のすまい復興プラン

～2010  

  1995 第４次神戸市基本計画                                            ～2010

住宅基本計画の位置づけ 
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第 1 章 基本的認識 

 

１．市民の「自律と連携」と行政の支援を両輪とする 

 今日、我が国の社会・経済は、成長から成熟へと大きな転換期を迎えているといわれて

います。これまでの右肩上がりの経済成長が終焉を迎え、社会・経済の構造的な再編が迫

られているなかで、国、地方自治体などの行政のあり方も、大きな政府から小さな政府へ

の転換、地方分権の確立、各分野にわたる規制緩和および行財政改善などが今後の重要な

テーマとして取り上げられています。少子化・高齢化の急速な進行や女性の社会参加機会

の増大などにともない、世帯の小規模化、土地や住宅の所有と利用に対する考え方の変化、

ライフスタイルや居住ニーズの多様化など住宅政策を取り巻く状況は大きく変わりつつあ

ります。 
神戸市では、21 世紀の都市づくりを、震災復興の過程における市民の整然とした行動や

助け合い、市民一人ひとりの復興への強い意思と努力を背景とした「自律と連携」に基づ

く成熟した市民社会の構築であるとし、これに対応した政策、行財政システム等について

の見直しに取り組んでいます。住宅・住環境整備、建築行政および公共建築物整備といっ

た神戸市の住宅政策においても、市民の「自律と連携」と行政の支援を両輪とする新たな

政策を展開しなければなりません。 

 

２．すまいは市民生活と都市活動の重要な基盤である 

阪神・淡路大震災により、神戸市内では約 8 万 2 千戸の住宅が失われました。しかし、

神戸市民の懸命の努力、国内外からの温かい支援により、震災後 3 年間で、災害公営住宅

などの復興住宅の大量供給をはじめ、民間住宅と合わせて約 12 万戸の住宅が着工されまし

た。その結果、応急仮設住宅が解消するなど、住宅の復興は一定の成果が得られることと

なりました。一方、早期かつ大量に住宅が更新されたことや、公営住宅比率の急増など他

の都市とは異なる状況が見られます。また、市民の生活再建、都市活動の再生などには、

なお課題が残される状況にあります。 

これらの課題に対応するためには、震災やその復興の過程を通じて得られたさまざまな

教訓から学び、すまいが、市民の生活、コミュニティ、および産業や経済などの都市活動

の重要な基盤であるということを認識する必要があります。今後の住宅政策においては、

このような認識のもと、残された課題を今後のすまい・まちづくりにおける普遍的課題と

して捉え、継続的に取り組まなければなりません。 

すまいは市民生活と都市活動の重要な基盤である 

 
市民の「自律と連携」と行政の支援を両輪とする 

基本的認識 
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第 2 章 すまい・まちづくりの基本目標 

都市では、多くの人が集い住み、この中で人と人との繋がりが生み出されています。こ

のような都市における集住は、それ自体が貴重な社会的資源であり、さらに、ひと・もの・

情報などのさまざまな集積をもたらすこととなります。こうした多様な集積が、神戸の都

市魅力を育んでいくことになります。 

このため、すまいは、市民の生活、コミュニティ、および産業・経済活動などの都市活

動の基盤であるとともに、都市の魅力の も基本的な要素であるとの認識のもと、次の 3

つをすまい・まちづくりの基本目標とします。 

 

１．共振と共生によるすまい・まちづくりの推進 

神戸のすまい･まちは、市民、事業者、専門家、行政などそれぞれの担い手の協働により

創り出されてきました。今後も、すまい・まちづくりにおけるさまざまな場で多様な担い

手の参加と対話を図ることが重要となります。このため、共にふれあい、感じあい、響き

あうことで相互理解を深める「共振」と、自らの責任や役割を認識しながら共に協力し参

画する「共生」によりすまい・まちづくりを推進していくことを目標とします。 

 

２．安全で安心なすまい・まちの実現 

すまい・まちは、市民の重要な生活基盤であるとの認識に立ち、震災の教訓に学びながら

災害に強いすまい・まちづくりを進めます。さらに、バリアフリー化による日常生活での

事故防止や防災、防犯および健康面などでの安全性の向上を図るとともに、さまざまな分

野での市民サービスとの連携により、だれもが安心して住み、暮らすことを可能とする安

全で安心なすまい･まちを実現することを目標とします。 

 

３．魅力あふれるすまい・まちの創造 

すまい・まちは、人々が生き生きと住み・働き・学び・憩う中で、都市の活力や魅力の創

造に大きな役割を果たしています。このため、市民活動、保健福祉、産業経済、環境、都

市計画、教育、文化などの諸政策とも連携し、市民さらには市外の人々を引きつけるよう

な個性と多様性をもった、魅力あふれるすまい・まちを創造することを目標とします。 

基本目標 

魅力あふれる 
すまい・まちの 

創造 

安全で安心な 
すまい・まちの 

実現 

共振と共生による 
すまい・まちづくりの 

推進 
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第 3 章 すまい・まちづくりの基本方針 
 

基本目標の実現に向け、次の 5つをすまい・まちづくりの基本方針とします。 

 

１．「ひと」を基本としたすまい・まちづくり 

震災復興の過程において、市民ひとりひとりの再建への努力はもとより、相互の助け合い

や地域の中での活動が大きな役割を果たすなど、人の自助努力および地域コミュニティの

重要性が再認識されました。また、従来からの地縁・血縁に基づくコミュニティに加え、

自助集団、ボランティアグループ、ＮＰＯのような目的や課題などを共有する新たなかた

ちのコミュニティやネットワークの形成もみられます。 

今後、市民それぞれの豊かな暮らしを実現するためには、人の自律した暮らしを中心とし

て、人と人との繋がりや支え合いを創造していくことが重要となります。このため、「ひと」

を基本としたすまい・まちづくりを進める必要があります。 

 

２．「地域」を基本としたすまい・まちづくり 

市民の豊かな暮らしの実現は、それらが営まれる地域の住環境と深い関わりを持っていま

す。神戸では地域ごとにさまざまな住環境が創り出されており、その多様性が魅力のひと

つとなっています。 

より魅力的で個性豊かな地域住環境の創造のためには、地域に関わる人々が主体となって、

地域の特性についての共通認識を形成し、それに対応した地域独自の住環境のあり方を確

立する中で、その実現に向けたさまざまな取り組みを行っていくことが重要です。このた

め、市民にとってより身近な地域を中心に総合的な取り組みを行う「地域」を基本とした

すまい・まちづくりを進める必要があります。 

 

３．「ストック」を重視したすまい・まちづくり 

近年、我が国においては、安定・成熟した都市型社会へと移行しつつあり、また、地球環

境問題への対応の重要性が高まっています。さらに、震災の教訓により、個々の住宅の安

全性向上と維持管理の重要性が再認識されました。 

このような状況をふまえ、住宅の新規供給だけではなく、個々の住宅を都市の基本的な構

成要素として捉え、新築のみならず、増改築、建替え、修繕などを通じ、良質な住宅を蓄

積していくことが重要となります。さらに、それらが都市の中で適正に維持管理され、有

効活用されることで、環境保全に貢献し、都市全体の安全性を高めていくといった視点も

必要となります。 

神戸では、固有の建築文化や景観といった魅力を活かしながら、すまい・まちづくりに関

する先進的な取り組みを行ってきました。さらに震災とその復興を通じ、さまざまな経験・

ノウハウや、これらを支える人材を得ることができました。これらの蓄積は、今後の神戸

のすまい・まちづくりにおける貴重な財産であり、有効に活用するとともに大切に育てて

いかなければなりません。今後は、こうしたハード・ソフト両面における「ストック」を

重視したすまい・まちづくりを進める必要があります。 
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４．「市場」を重視したすまい・まちづくり 

家族形態やライフスタイルなどの多様化にともない、すまい・まちに対する価値観も多様

化・高度化しています。このような状況に効率的、効果的に応えるには、住宅の市場機能

を有効に活用することが求められます。このため、市民それぞれのニーズに応じて、適切

なすまいを選択できる仕組みづくりに向け、「市場」を重視したすまい・まちづくりを進め

る必要があります。 

このとき、住宅市場が健全に機能するための条件を整備することが重要となります。また、

住宅市場が健全に機能するなかでも、適切な住宅を確保することが困難な場合は、行政な

どがこれを補完していく必要があります。さらに、住宅市場における消費者、供給者、行

政など、さまざまな主体の役割分担と連携強化により、市場の活性化に取り組まなければ

なりません。 

 

５．多様な「社会サービス」との連携によるすまい・まちづくり 

これまでの住宅政策は、住宅供給や住環境整備などハード面での取り組みを中心としなが

ら、福祉や地域コミュニティの形成といったソフト面での取り組みとも連携してきました。 

今後、すまいに関する市民ニーズの一層の多様化・高度化に対応するためには、よりきめ

細やかに市民にサービスを提供していくことが重要となります。このため、だれもが普通

に生活できることをめざすノーマライゼーションの理念を基本に、市民活動、保健福祉、

産業経済、環境、都市計画、教育、文化など、市民の暮らしを支え、より豊かな生活を可

能とする市民へのサービスを社会サービスとして捉え、多様な「社会サービス」との連携

によるすまい・まちづくりを進める必要があります。 

その際、従来の住宅政策の領域を超え、市民生活に関連するさまざまな分野にわたる政策

の相互連携や統合化などにより、総合的な政策展開を行うことが重要となります。 

さらに、市民、事業者、専門家、ボランティアグループ、ＮＰＯなどの多様な主体の自律

と相互の連携強化を図り、活躍できる環境を整え、協働していく必要があります。 

 

基本方針 

市 場 

地 域 

社会サービス 

ストック ひ と 
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第４章 施策の基本的方向性 
 

 すまい・まちづくりの基本目標の実現に向け、基本方針をふまえた上で、次の 4 つを施

策の基本的方向性とします。 

 

1.良質な住宅ストックの形成と適正なマネジメント 

安定、成熟した都市型社会への移行にともない、住宅ストックは量的に充足するととも

に広さや設備など、質的にも一定の水準を達成しつつあります。一方、少子化・高齢化へ

の配慮や環境問題などの新たな課題への対応が必要となっています。 
また、震災の教訓として、住宅をはじめとする建築物の安全性を確保すること、そして、

適切に維持管理していくことで、その安全性を保つことが重要であることを再認識しまし

た。特に区分所有である分譲マンションの大規模修繕、建替えなどは、非常に困難を伴う

ことがわかりました。 
国においても「建築基準法」の改正や、「耐震改修促進法」、「住宅品質確保促進法」、

「マンション管理適正化法」などの制定がなされ、住宅をはじめとする建築物の安全性や

品質の確保に向けた社会的環境が整いつつあります。 
このような状況を踏まえ、今後、良質な住宅ストックの形成と適正なマネジメント（維

持管理や運営）を推進するため、次の施策に取り組んでいきます。 

すまいの適正な維持管理と建替え等の推進 
・管理意識の高揚と管理水準の向上 
・相談体制の拡充 
・マンション管理組合相互の交流促進、関係機関のネットワーク化 
・マンション等の建替え支援 

環境にやさしいすまい・まちづくり 
・建築廃棄物削減やリサイクルへの配慮 
・省資源化、省エネルギー化および緑化などの促進 

ひとにやさしいすまい・まちづくり 
・バリアフリー化の推進、ユニバーサルデザインの誘導 
・シックハウス問題への対応 

すまいの品質・性能の向上 
・市民意識の高揚 
・住宅性能評価の普及促進 

安全性・適法性を確保したすまい・まちづくり 
・建築指導行政の的確な実施 
・安全性、適法性の確保の誘導 
・住宅、建築物の耐震性向上

適
正
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

良
質
な
住
宅
ス
ト
ッ
ク
の
形
成
と 
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■安全性・適法性を確保したすまい・まちづくり 
建築指導行政を的確に実施し、市民の生命、財産を守る住宅をはじめとする建築物の安

全性・適法性を確保します。あわせて、市民、事業者、金融機関、保険機関およびそのほ

かの関係機関など、建築物づくりに関わる様々な主体の協力を得ながら違反建築の防止、

追放に取り組みます。 
建築物の耐震性への関心を高めるとともに、耐震診断や耐震改修を支援し、耐震性の向

上に努めます。 
 

■すまいの品質・性能の向上 
住宅の品質や性能への関心を高めるとともに、その評価や表示を促進することで、住宅

の品質や性能の向上に努めます。 

 
■ひとにやさしいすまい・まちづくり 

「神戸の住宅設計基準（KOHDES）」、「神戸市バリアフリー建築設計マニュアル」など

の普及に努めるとともに、バリアフリー改修に対する支援などを行い、住宅をはじめとす

る建築物のバリアフリー化、ユニバーサルデザインの普及促進に努めます。 
住戸内における化学物質の発生による健康被害といったいわゆるシックハウス問題など

に適切に対応していきます。 

 

■環境にやさしいすまい・まちづくり 
「神戸市エコロジー建築マニュアル」などの活用によるエコロジー建築の推進や環境負

荷の低減に寄与する建築物への規制緩和などを行い、建築廃棄物削減やリサイクルへの配

慮、省資源化、省エネルギー化および緑化などの促進に努めます。また、スケルトン・イ

ンフィルシステムの研究、普及促進などにより、住宅をはじめとする建築物の躯体の長寿

命化や流動性、可変性の確保に努めます。 
 

■すまいの適正な維持管理と建替え等の推進 

「神戸市すまいの安心支援センター」を拠点として、住宅に関する日頃からの維持管理

への関心を高め、マニュアルの発行などにより維持管理水準の向上に取り組みます。 

維持管理から修繕、増改築、建替えまでの相談やアドバイスの体制を拡充・強化します。 

マンション管理組合の相互の情報交換などによる交流を促進するとともに、関係機関と

のネットワーク化などから適正な維持管理のためのサポート体制を整えます。 

今後増加が見込まれる分譲マンションの大規模修繕、建替えなどの円滑化に取り組みま

す。また、住宅の建替え時などに周辺のまちづくりとの連携を誘導し、地域全体の住宅ス

トックの質の向上へとつなげます。 
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2.個性ある地域住環境の形成 

 神戸は、地形や都市構造の特性によっていくつかの地域に分けることができ、多様な住

環境あるいは生活様式が見られます。この住環境や生活様式などにおいて、さまざまな個

性をもつ一定のまとまりとして「まち」が形成されています。この中で、神戸らしいすま

いやまちの文化が育まれてきており、その多様性が神戸の魅力の重要な要素となっていま

す。 

 これまでのすまい・まちづくりの取り組みにより、市内は、概ね一定の市街地環境が確

保されつつあります。しかし、一部では課題が輻輳する地域が残っている場合も見受けら

れ、さらに、まちの個性の希薄化、中心市街地の空洞化やニュータウンのオールド化とい

った新たな課題も生じています。 

 また、震災復興の過程で生まれたまちづくり協議会、ボランティアグループ、ＮＰＯ等

の成長など、すまい・まちづくりの主体は多様化しつつあります。 

 このような状況をふまえ、住環境整備を継続的かつ総合的に展開するとともに、神戸の

魅力となる個性ある地域住環境の形成に向け、地域に関わる人々が「わがまち」としての

アイデンティティを共有し、参画の意識を持つことのできる地域のまとまりを基礎とした

すまい・まちづくりを進めます。 

すまいやまちの文化の継承と発展 
・神戸らしいすまいやまちの文化の継承・創造 
・文化的、歴史的建築物の保全・顕彰 
・神戸のすまい・まちづくり情報の発信

市民に身近なまとまりから始める住環境形成 
・敷地の有効利用とあわせたよりよい住環境づくり 
・道路狭隘市街地等における住宅更新と生活道路整備の一体的支援 
・すまいづくりとあわせた新たな魅力資源の創造 

「わがまち」のすまい・まちづくりの支援 
・地域に関わる人々主導のすまい・まちづくりの仕組みづくり 
・地域に関わる人々の主体的活動の支援 
・市民意識の高揚 
・震災の教訓をいかしたすまい・まちづくり人材の育成 
・多様なすまい・まちづくり主体等のネットワーク化と地域の個性を

いかす施策の総合的な展開

住環境整備の継続的・総合的展開 
・地域に関わる人々の主体的なルールづくりの支援 
・住環境整備とあわせた魅力的な街なみ形成への支援 
・老朽住宅の密集する市街地の整備改善 
・良質な市街地住宅の供給と公共施設の一体的整備 

個
性
あ
る
地
域
住
環
境
の
形
成 
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■すまいやまちの文化の継承と発展 

神戸らしいすまいやまちの文化は神戸の魅力の重要な要素であることを再認識し、市民、

事業者、専門家、ボランティアグループ、ＮＰＯ等との連携により、保全、継承していく

とともに、さらなる創造に取り組みます。 

神戸の魅力を形成する歴史的、文化的な住宅をはじめとする建築物、住環境、景観など

の調査、保全、継承を行うとともに、新しい良好な建築物の顕彰を行っていきます。 

神戸のすまい・まちづくり情報を広く内外に発信します。 

 

■住環境整備の継続的・総合的展開 

 すまい・まちづくりに関して、地域に関わる人々が自ら取り組むルールづくりを支援し、

良好な住宅市街地等を保全・誘導します。 
 住環境整備とともに、地域に関わる人々の合意に基づく個性的ないえなみづくりを支援

することで、魅力的な住宅市街地の形成に努めます。 
 老朽住宅の密集する地域などにおいて、居住環境の改善とあわせた市街地の防災性向上

を推進します。 
 都市機能の再編が進む地域などにおいて、良質な市街地住宅の供給とこれに関連する公

共施設等の一体的な整備を推進します。 
 
■市民に身近なまとまりから始める住環境形成 

 地域の特性に応じて、建築基準法などの各種法制度を適切かつ弾力的に運用し、共同、

協調化を支援するなど、敷地の有効利用とあわせたより良い住環境づくりに努めます。 
 道路が狭く住宅更新が困難な地域において、住宅更新と生活道路整備を一体的に支援し、

小さなまとまりからの住環境および防災性の向上を推進します。 
 地域に関わる人々が自ら取り組むすまい・まちづくりとあわせた緑化や広場づくりを支

援し、地域の新たな魅力資源を創造します。 
 
■「わがまち」のすまい・まちづくりの支援 

 わがまち感覚にあったすまい・まちづくりを進めるためのプログラムを検討し、わがま

ちのすまい・まちづくりを地域に関わる人々の主導により進めるための仕組みづくりを進

めます。 
地域に関わる人々が主体的に行うすまい・まちづくり活動を費用面、技術面などから総

合的に支援し、地域のまとまりの検証や、住環境像の創出に取り組みます。 
すまい・まちづくりの体験機会を提供し、わがまちのすまい・まちづくりの気運を高め

ます。 
これまでのノウハウや震災の体験を活かし、すまい・まちづくり人材を育成します。 
多様化するすまい・まちづくり主体等のネットワーク化に努めるとともに、地域の個性

をいかすための施策を総合的に展開します。 
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3.総合的な居住サービスの提供 
 住宅政策の重要な役割の一つとして、保健福祉施策などとの連携により、低所得者およ

び震災による被災者などの自力では適切な住宅の確保が困難な人々の居住安定化を図って

きました。 

 近年、少子化・高齢化が進行し、家族形態も多様化していくなかで、地域コミュニティ

における人間関係が希薄化しつつあります。家族や地域の繋がりが薄れ、生活単位の個人

化が進む中で、育児や介護などにおいて重要な役割を担ってきた家族や地域コミュニティ

のあり方が問われはじめています。その一方では、趣味や目的を共有する新たなかたちの

コミュニティ、ネットワークも生まれつつあります。 

 また、高齢者、障害者、外国人等に対するいわゆる入居差別の問題やホームレスの人々

の生活支援といった課題もより顕在化してきています。さらに、国では「高齢者居住安定

確保法」が制定されました。 

 このような状況から、個々の身体、生活状況などに応じた物理的な障壁や情報の障壁な

どの解消といったノーマライゼーションへ向けた取り組みはもとより、市民一人ひとりの

より豊かな生活を可能とする取り組みが必要です。今後は、暮らしを支える多様な社会サ

ービスの中でも、すまいや住まい方に関連が深いサービスを居住サービスと位置づけ、住

宅政策との連携を深め、総合的な居住サービスを提供することが求められます。このため、

サービス提供の担い手となる、事業者、専門家、ボランティアグループ、ＮＰＯなどを支

援するとともに相互の連携を図ることが重要です。あわせて、居住サービスの効果的かつ

効率的な提供が可能な新たな住まい方の提案と普及促進に努めていきます。 

被災者住宅再建等の継続的な支援 
・住宅再建支援の継続 
・阪神淡路大震災・復興基金の活用 
・災害公営住宅家賃低減化対策 

 

新しいすまいや住まい方の創造・支援 
・協同居住の普及促進 
・コミュニティ形成やソーシャルミックス等に配慮した住宅の管理運営 
・都心居住のコーディネート 
・コミュニティビジネス等との連携 
・居住サービス提供者の活動支援 
・情報通信技術の活用 

だれもが安心して暮らせるすまい・まちづくり 
・住宅困窮者の居住安定化 
・高齢者、障害者、外国人等の居住安定化に向けた多面的な取り組み 
・まちの活力を創造する世代の定着支援 
・わかりやすい情報提供 
・公営住宅の活用方策の検討 
・防犯性の高い住環境形成 

 

総
合
的
な
居
住
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
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■被災者住宅再建等の継続的な支援 

阪神・淡路大震災の被災者の居住安定を図るため、引き続き、被災者住宅再建支援事

業、民間賃貸住宅家賃負担軽減事業などの阪神・淡路大震災復興基金の被災者住宅再建

支援策を行うとともに、市営住宅の震災特例家賃などを継続します。 

 

■だれもが安心して暮らせるすまい・まちづくり 

自力では適切な住宅の確保が困難な人々の居住安定化に対して、継続的にして取り

組んでいきます。なかでも、現在も課題となっている民間賃貸住宅における入居差別

の解消に努めるなど、高齢者、障害者、外国人等の居住安定化に向け多面的な取り組

みを行います。 

住宅をはじめとする建築物のバリアフリー化やユニバーサルデザインの普及に努め

るとともに、シルバーハウジング、グループホームの活用など、高齢者や障害者の在

宅生活を可能とするすまい・まちづくりを進めます。 

まちの活力を創造する世代の定着を支援するとともに、少子化への対応として子ど

もを育てやすいすまい・まちづくり進めます。 

保健福祉施策などの他施策と連動した総合的な住情報の収集と発信を「神戸市すまい

の安心支援センター」を中心に行います。 

震災により公営住宅が急増したことなどをふまえ、今後の社会や経済の変化に対応し

た公営住宅の活用方策についても考えていきます。 

すまいや住まい方における防犯対策の普及啓発、および防犯性の高い住環境づくりを

推進します。 

 

■新しいすまいや住まい方の創造・支援 

総合的な居住サービスの効果的かつ効率的な提供が可能な新しい住まい方として、グ

ループホーム、コレクティブハウジングなどの協同居住の普及促進に努めます。 

ソーシャルミックス、コミュニティの形成などに配慮された住宅の管理運営手法の検

討、普及啓発を行います。また、集合住宅の空室などの社会的活用や転用を促進し、入

居者の生活や空間を共有するための仕組みづくりに取り組みます。 

近年空洞化が進みつつある都心は、様々な機能が集積しており、この特徴を活かした

新たな住まい方のコーディネートに取り組むなど、都心居住を促進します。 

地域コミュニティの個別化や多様化が進む中、コミュニティビジネスをはじめとした

地域密着型の事業などとの連携を視野に入れたすまい・まちづくりを進めます。 

総合的な居住サービスの提供を促進するため、住宅ストックを活用したサービス提供

者の活動支援に取り組みます。 

情報通信技術（IT）を活用し、ＳＯＨＯなどの在宅就労を可能とする情報化住宅など

の普及促進に努め、豊かで質の高い住まい方を誘導します。 

12 
 



4.健全な住宅市場の育成・活性化と市民への支援 
 震災の被害や欠陥住宅問題の顕在化などから、安全で安心なすまいづくりに対する市

民意識が高まっています。また、国では「住宅品質確保促進法」が制定されました。さら

に、人々のライフステージやライフスタイルあるいは住宅に対する所有と利用に関する考

え方なども多様化しつつあります。 

 これらのニーズに効率的に応えるためには、住宅市場が十分に機能する必要がありま

す。その中で、民間事業者、都市基盤整備公団、住宅供給公社、さらには住宅金融公庫、

民間金融機関など、住宅供給に関わる様々な主体と行政が、適切に役割分担するとともに

相互の連携を深めることで、良質かつ多様な住宅の供給が図られます。このような健全な

住宅市場を育成することで、市民がニーズに応じた住宅を容易に見つけ、円滑に選択でき

る環境づくりを推進する必要があります。 

 このため、住宅市場の健全化に向けた条件整備と活性化を促進し、市場の中で市民が

自ら適切な選択、行動がとれるよう支援していきます。 

 
健
全
な
住
宅
市
場
の
育
成
・
活
性
化
と
市
民
へ
の
支
援 

すまいに関するワンストップサービスの実施 
・すまいに関する総合拠点機能の拡充 

住宅市場の育成・活性化 
・基礎情報等の収集、把握 
・住宅の流動性確保 
・地域に密着した健全な住宅産業の形成と振興 
・住宅供給手法の多様化 

すまいに関する多様な主体との連携 
・公団､公社､公庫等との連携強化 
・市民、事業者、専門家、ボランティア、NPO 等のネットワーク構築 

住宅市場の健全化と市民への支援 
・多様な住情報の提供 
・相談やアドバイス機能の強化 
・すまい選択時の判断支援 
・紛争処理体制の充実 
・すまいに関する基礎的な知識の普及 
・多様な主体との連携
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■すまいに関するワンストップサービスの実施 

すまいに関するワンストップサービスを実施するため、すまいに関する多様な情報、相

談や手続きなどの一元化を図ります。このため、すまいに関わる多様な主体のネットワー

ク化を図り、市民にとってわかりやすい総合拠点となる「神戸市すまいの安心支援センタ

ー」の機能を強化するとともに有効に活用します。 

 

■住宅市場の健全化と市民への支援 

すまいに関する総合的な情報を受発信し、市民が自主的かつ適切に判断、選択できる環

境づくりに取り組みます。このため、市民ニーズに応じた多様な情報提供を行います。 

相談窓口を開設するとともに専門性の高い情報を評価し、判断するにあたってのコンサ

ルタント機能の強化に努めます。 

住宅や事業者を選択する時の様々なものさしづくりに取り組みます。 

民事的な紛争が生じた場合の支援体制を整えます。 

また、ワークショップ、セミナーの開催、各種マニュアルの発行などにより市民の住教

育を推進し、すまいに関する基礎的な知識の普及に努めます。 

これらの取り組みにおいて、事業者、専門家、ボランティアグループ、ＮＰＯ等との連

携を強化します。 

 

■住宅市場の育成・活性化 

住宅ストックや住宅市場に係る情報を収集、把握し、幅広く提供することに努めます。 

住み替えコストの縮減など住宅の流動性確保に向けた取り組みを検討していきます。 

技術支援、優良事業者の顕彰などにより、地域に密着した健全な住宅産業の形成と振興

に努めます。 

定期借地・借家制度、リバースモーゲージ制度等の普及促進に努めるなど、新たな住宅

供給方策の活用による住宅供給手法の多様化を図ります。 

 

■すまいに関する多様な主体との連携 

都市基盤整備公団、住宅供給公社、住宅金融公庫等の公的主体や民間金融機関などと

の連携により、すまいに関する情報の一元化を図るとともに、多様かつ良質な住宅の供

給を推進します。 

「神戸市すまいの安心支援センター」における活動などを核とした市民、事業者、専

門家、ボランティアグループ、ＮＰＯ等の各主体の連携強化、活動支援に取り組みます。 

14 
 



≪施策体系図≫

1.良質な住宅ストックの形成と適正なマネジメント （＊）は他局の施策で特に関連の深いと思われるものを挙げた

●引き続き取り組む施策
○新たに実施する施策
△早期実現に向け検討する施策

工事監理業務の適正化 ○工事監理者設置の義務化

●完了検査率の向上

○合格プレートの発行

○中間検査対象の拡大

●定期パトロールの実施

○違反追跡パトロールの実施

○違反建築110番の設置

建築情報の提供、市民啓発 ●建築確認検査履歴の公表

○公庫融資と検査済証との連携

△民間金融機関と検査済証との連携

△低利子融資、保険料の低減化の要請

法務局との連携 △検査済証と登記の連動

●マンション耐震簡易診断事業

○戸建て住宅耐震簡易診断事業

耐震改修の支援 △耐震改修助成

△住宅性能水準の設定

●市民セミナー、研究会の開催

新築住宅への対応 ●住宅性能表示制度の普及啓発

中古住宅への対応 ○神戸市型中古住宅性能表示制度の創設

△低利子融資制度

△保険料の低減化

●設計指針での配慮

●身体状況等に応じた内装設備改修

公共建築物のバリアフリー対応 ●「神戸市バリアフリー建築設計マニュアル」

●コンペ設計条件への導入（＊）

△「神戸の住宅設計基準」認定制度

相談体制の充実 ●バリアフリー改修現地相談制度

介護保険制度との連携 ●住宅改修助成事業（＊）

共同住宅への支援 ○共同住宅バリアフリー改修補助事業

●保健所、NPO等との連携

△対策マニュアル

公営住宅における取り組み ●環境共生住宅

エコロジー建築の普及促進 ●神戸市エコロジー建築マニュアル

環境に配慮した建築物への建築規制の弾力的運用 ○環境負荷軽減型総合設計制度の創設

環境に配慮した建築物の誘導 △環境共生住宅モデル事業

建築廃棄物の抑制促進 △取り組み指針の策定

リサイクルの推進 ○市営住宅におけるリサイクルスポット整備

建物の躯体の長寿命化・流動性・可変性の確保 △スケルトン・インフィルシステムの導入

●マンション管理セミナー

△賃貸住宅を含めた集合住宅管理指針等の作成

●維持管理・修繕・建替えに関する専門相談

○マンション管理専門家派遣制度

●マンション管理の知恵バンク

●マンション管理センターとの連携

○マンション管理講座・交流会

○マンション管理サポートネットワーク

●専門家派遣制度

●優良建築物等整備事業

△被災マンション再建に関するノウハウの活用

マンション管理組合相互の交流促進
関係機関のネットワーク化

マンション等の建替え支援

■ひとにやさしいすまい・まちづくり

■環境にやさしいすまい・まちづくり

■すまいの適正な維持管理や建替等の推進

相談体制の拡充

「神戸の住宅設計基準」の普及促進
バリアフリー化の推進
ユニバーサルデザインの誘導

管理意識の高揚と管理水準の向上

建築廃棄物削減やリサイクルへの配慮
省資源化、省エネルギー化および緑化
などの促進

違反の早期発見・早期是正

金融・保険機関等との連携

公営住宅のバリアフリー対応

住宅性能評価の普及促進

耐震診断の支援
住宅・建築物の耐震性向上

　施策の基本的方向性ごとに、現行施策および今後具体化に向け取り組む施策を体系的に整理しました。

施策の基本的方向性

シックハウス問題への対応

金融・保険機関等との連携強化

市民意識の高揚

■すまいの品質・性能の向上

■安全性・適法性を確保したすまい・まちづくり

建築指導行政の的確な実施

安全性・適法性の確保の誘導

各種検査の的確な実施
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（＊）は他局の施策で特に関連の深いと思われるものを挙げた

●引き続き取り組む施策
○新たに実施する施策
△早期実現に向け検討する施策

●景観形成市民協定（＊）

△市民、事業者、NPO等との連携

●建築文化賞

●歴史的・伝統的な建造物の保存（＊）

●住宅局ＨＰの開設

○すまい・まちづくりフェア

●建築協定

○まちなか型建築協定

●地区計画

●まちづくり協定（＊）

●街なみ環境整備事業

●密集住宅市街地整備促進事業

●住宅市街地整備総合支援事業

共同・協調化への支援 ●優良建築物等整備事業

地域の個性を生かした住宅供給 ○まちなかモデルハウス

●総合設計制度

●インナーシティ長屋街区改善誘導制度

●近隣住環境計画制度

●連たん建築物設計制度

●狭あい道路環境整備事業

●２項道路拡幅整備事業

●私道舗装助成事業（＊）

●市民花壇制度（＊）

●生け垣助成（＊）

●市民公園制度（＊）

●まちづくりスポット創生事業（＊）

すまい・まちづくりのプロセスの明示 ○住環境形成プログラムの策定

「わがまち」のまとまり検証・地域住環境像の創出 ○地域住環境指標の開発

費用面の支援 ●街づくり助成制度（＊）

技術面の支援 ●すまい・まちづくり専門家派遣制度

市民意識の高揚 すまい・まちづくりの体験機会の提供 ●すまい・まちづくりワークショップ

●まちづくりの鉄人講座

●いきいき下町推進協議会

●すまい・まちづくり人材センター（＊）

△地域総合マネジメント組織の確立支援

△すまい・まちづくり施策の総合化

△地域独自施策制度の創設

すまい・まちづくり主体等のネットワーク化と地域の個性をいかす施策の総合的展開

■市民に身近なまとまりから始める住環境形成

道路狭隘市街地等における住宅更新と生活道路整備の一体的支援

地域に関わる人々の主体的なルールづくりの支援

敷地の有効利用とあわせたよりよい住環
境づくり

良質な市街地住宅の供給と公共施設の一体的整備

震災の教訓を生かしたすまい・まちづくり人材の育成

神戸らしいすまいやまちの文化の継承・創造

2.個性ある地域住環境の形成

すまいづくりとあわせた新たな魅力資源
の創造

神戸のすまい・まちづくり情報の発信

広場づくり

施策の基本的方向性

■住環境整備の継続的･総合的展開

■すまいやまちの文化の継承と発展

緑化の促進

歴史的、文化的建築物の保全・顕彰

住環境整備と合わせた魅力的な街なみ形成への支援

老朽住宅の密集する市街地の整備改善

地域に関わる人々の主体的活動の支援

地域に関わる人々主導のすまい・まちづ
くりの仕組みづくり

■「わがまち」のすまい・まちづくりの支援

各種法制度の適正かつ弾力的運用
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3.総合的な居住サービスの提供 （＊）は他局の施策で特に関連の深いと思われるものを挙げた

●引き続き取り組む施策
○新たに実施する施策
△早期実現に向け検討する施策

○被災者住宅再建支援事業の延長

○利子補給等の延長

○民間賃貸住宅家賃負担軽減事業の延長

○震災特例家賃の延長

●特養退去者優先募集

●高齢者、障害者、母子・若年世帯優先募集

●シルバーハウジング

●高齢痴呆者向けグループホーム型公営住宅

○公営住宅等における見守り制度の拡充（＊）

○シルバーハウジング介護機能強化モデル事業（＊）

○高齢者居住安定確保法への対応

○次世代緊急通報システム（＊）

△介護機能付き住宅の供給促進

○高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度

△優良賃貸住宅登録制度の創設

●特定優良賃貸住宅

○子育て支援のびのび住宅制度

○住宅供給公社分譲の子育て世帯倍率優遇

△子育て世帯への家賃助成

●若年世帯向け敷金補助制度

△子育て世帯向け敷金補助制度

持家への支援 ●神戸市住宅融資制度

○住宅とあわせた福祉施策情報等の提供

○公営住宅のあり方調査

△すまいの防犯対策マニュアル策定

●グループホーム型公営住宅の活用

●コレクティブハウジング型公営住宅の活用

●コレクティブハウジングの誘導

●グループホームの誘導

●市営住宅自治会の組織化支援

●ソーシャルミックスに配慮した市営住宅募集

○市営住宅花壇コンクール

△指定法人方式公営住宅制度

△まちなか住宅の活用による都心居住の提案

△空家活用等によるコミュニティビジネスの支援

（市営住宅活用型）

○総合居住サービススペース貸与モデル事業

○IT活用支援資金融資（＊）

△情報化住宅等の普及促進
情報通信技術の活用

高齢者、障害者、外国人等の居住安定
化に向けた多面的な取り組み

高齢者・障害者の在宅生活を可能とするすまい・
まちづくり

民間賃貸住宅などの入居差別の解消

■新しいすまいや住まい方の創造・支援

公的施策住宅入居時の支援

コミュニティ形成やソーシャルミックス等に配慮した住宅の管理運営

民間賃貸住宅入居時の支援

まちの活力を創造する世代の定着支援

民間コレクティブの普及促進

施策の基本的方向性

■被災者住宅再建等の継続的な支援

■だれもが安心して暮らせるすまい・まちづくり

住宅再建支援の継続
阪神・淡路大震災復興基金の活用

災害公営住宅家賃低減化対策

住宅困窮者の居住安定化 公営住宅募集の多様化

コミュニティビジネス等との連携

居住サービス提供者の活動支援

都心居住のコーディネート

わかりやすい情報提供

公営住宅の活用方策の検討

協同居住の普及促進

公営住宅における先導的取り組み

防犯性の高い住環境形成
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（＊）は他局の施策で特に関連の深いと思われるものを挙げた

●引き続き取り組む施策
○新たに実施する施策
△早期実現に向け検討する施策

●神戸市すまいの安心支援センター

●物件情報の提供

●行政情報の提供

●すまいに関する相談窓口の開設

●専門家現地アドバイス制度

●住宅性能表示制度の普及促進

●建築士・建設事務所選定支援

●住宅性能・完成保証制度の普及促進

○中古住宅性能保証制度の普及促進

○神戸市型の中古住宅性能表示制度

●住宅紛争処理支援センターとの連携

○弁護士会との連携

●セミナー、研究会の開催

○学校副読本の作成

●神戸市すまいの安心支援センターのネットワーク

●民間賃貸住宅アンケート調査

●分譲マンション調査

○住宅市場情報の把握

●若年世帯支援敷金補助制度

●技術セミナー、研究会の開催

○住宅品質確保促進法対応マニュアルの作成

△優良事業者の顕彰

●神戸市定借バンク（＊）

●まちなか住宅

△定期借家登録制度

○公庫リバースモーゲージ制度の普及啓発

○介護保険制度等との連携

○情報提供の一元化

●神戸市住環境整備型融資

●都市居住再生融資

○住宅・建築コンサルタント・NPOバンク市民、事業者、専門家、ボランティア、NPO等のネットワーク構築

基礎情報等の収集、把握

公団､公社､公庫等との連携強化

住宅供給手法の多様化

リバースモーゲージ制度の普及促進

定期借地・借家制度の普及促進

■すまいに関する多様な主体との連携

地域に密着した健全な住宅産業の形成と振興

多様な住情報の提供

相談やアドバイス機能の強化

住宅の流動性確保

すまい選択時の判断支援

4.健全な住宅市場の育成・活性化と市民への支援

■すまいに関するワンストップサービスの実施

■住宅市場の育成・活性化

紛争処理体制の充実

多様な主体との連携

すまいに関する総合拠点機能の拡充

すまいに関する基礎的な知識の普及

■住宅市場の健全化と市民への支援

施策の基本的方向性
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第５章 重点プロジェクト 

 
 神戸には、身近に海と山に囲まれた豊かな自然があります。こうした自然環境、地形な

どの特徴により、個性的で良好な住宅地が広がっています。さらに、開港以来から育まれ

てきた先取の気風、外国との文化交流などの開かれた歴史があり、国内外から多くの人々

が集い住み、さまざまな文化や産業などが集まることにより神戸のまちが創られてきまし

た。 

 神戸市では、こうした居住地としての多様な魅力を活かしながら、タウンハウス、コー

ポラティブ住宅、シルバーハウジングなどの新しいすまい・住まい方の提案、ニュータウ

ンの創造および地域の方々が主体となった密集市街地の再整備、共同･協調建替といった良

質な住環境づくりなど先進的な取り組みも行ってきました。 

 また、震災やその復興の過程を通じて、すまいは、まさしく市民の生活、コミュニティ

および産業・経済の基盤であることを痛感しました。これからのすまい・まちづくりは、

住宅やそのまわりの住環境などのハードづくりだけでなく、市民の暮らしに関わるソフト

づくりと一体となった総合的な施策の積み重ねが必要であるということを強く認識するこ

ととなりました。 

 本章では、こうした背景をふまえ、より総合的、長期的な視点で重点的に取り組む施策

について紹介します。 

 

重 点 プ ロ ジ ェ ク ト 目  標 施策の方向 

人と環境にやさしいすまい・まちづくり 

コンパクトタウンをめざした地域住環境の創造 

より豊かな集合居住に向けて 

～マンション管理の総合支援～

ストックの計画的な再編・改善と新たな運営 

～市営住宅マネジメント計画～

市民が自ら安心なすまいを選択できる環境づくり 

日本で も安全なすまいのまち“神戸”をめざして 安全で安心な 

すまい・まちの 

実現 

良質な住宅ストッ

クの形成と適正な

マネジメント 

 

個性ある 

地域住環境の形成 
魅力あふれる 

すまい・まちの

創造  

総合的な 

居住サービスの提供 

共振と共生によ

るすまい・まち

づくりの推進 

健全な住宅市場の

育成・活性化と 

市民への支援 
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1.日本で も安全なすまいのまち”神戸”をめざして 

 

 阪神・淡路大震災により、生活の基盤である住宅をはじめとする多くの建物が滅失し、

その被害が面的に広がったことでまちとしての機能も失うこととなりました。震災により

亡くなられた人々のおよそ 7 割が建物の倒壊による窒息・圧死であり、特に老朽住宅に被

害が多く見られました。また、無計画な増改築や違法建築が被害を大きくしたことも指摘

されています。これらのことからも、すまい・まちの安全性を高めるためには、まず個々

の住宅の安全性を確保し、適正に維持管理することの重要性が再認識されました。 

 さらに、近年、欠陥住宅問題が顕在化しています。また、日常生活において、住宅内の

段差による転倒など住宅に起因する高齢者の事故の増加が見られます。 

 住宅は、健全な日常生活の基盤となり、災害時には生命を守るべきものです。しかし、

安全性への配慮を怠ると、けがの原因となるばかりか生命を奪うという事実を忘れること

はできません。このため、個々の住宅の安全性を確保し、さらに、まちの安全性向上へと

つなげていくため、市民、事業者、行政等がともに努力を続け、すまい・まちの安全の重

要性を発信することで「日本で も安全なすまいのまち」をめざします。これは被災都市

の責務でもあり、また「住みたいまち、住み続けたいまち」の実現へとつながります。 

 

 
取り組み方針 

市
民
、
各
種
機
関
・
団
体
、
事
業
者
、
専
門
家
等
お
よ
び
行
政
の
協
働

 

推
進
計
画 

建
築
物
安
全
安
心 

化

バ
リ

 向
上 

耐
震
性
の

 

 

すまいづくり 

における 

適法性の確保 

具体的施策 

日
本
で
も
っ
と
も
安
全
な
す
ま
い
の
ま
ち
「
神
戸
」
を
め
ざ
し
て 

工事監理業務の適性化 

中間・完了検査の的確な実施 

違反建築の早期発見・是正と違反防止 

市民への建築行政情報の積極的提供 等 

無料耐震簡易診断 

改修計画アドバイザー派遣 等 

専門家現地アドバイス 

 

すまいの

安全改修

の支援 
地域の 

安全向上

街区の 

安全向上

敷地の 

安全向上

 支
援 

ア
フ
リ
ー

市民に身近な 

まとまりから 

始めるまちの 

安全性の向上 
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住宅改修助成事業（保健福祉施策） 
共同住宅バリアフリー改修助成事業 等 
２項道路拡幅支援 
細街路整備事業 
近隣住環境計画制度 
建築協定制度 等 

 



■すまいづくりにおける適法性の確保 

 安全な住宅の 低条件として、建築規制が的確に遵守されていることが不可欠です。そ

の実効性を確保するシステムとして、設計時に確認検査機関に申請し建築規制に適合した

設計かどうかを確認してもらう建築確認申請、おもに建築主の定めた建築士が設計どおり

に工事が行われているかをチェックする工事監理、確認検査機関により工事の途中段階や

完成段階において住宅の安全性に深く関わる部分が法令の基準に適合しているかをチェッ

クする中間・完了検査があります。また、建築規制の違反に対しては、神戸市が必要な措

置を行うこととなっています。 

 このような住宅の適法性確保のためのシステムを的確かつ合理的に実施するとともに、

安全性に対する意識を高めるための取り組みとして、神戸市では「建築物安全安心推進計

画」を策定しています。 

 今後も行政および市民、各種機関・団体、事業者等の協働のもと、「建築物安全安心推進

計画」などに基づく多様な施策を展開し、住宅の適法性を確保することで、その安全性確

保に努めます。 

 

■すまいの安全改修の支援 

 耐震性の向上を図るため、昭和 56 年の建築基準法改正において「新耐震基準」が導入さ

れました。先の阪神・淡路大震災においても、昭和 56 年以降の建築物の被害が比較的小さ

かったことが報告されています。このため、耐震性の確保に関しては「新耐震基準」以前

の既存ストックへの対応が重要な課題となります。学校、病院、ホテルなど公共性が高く、

大規模な建築物で「新耐震基準」以前に建築されたものについては、震災後に制定された

「建築物の耐震改修の促進等に関する法律」により、行政が耐震改修に関する指導・助言

を行うことができるとされています。 

 さらに、住宅は、災害時には市民の生命・財産を守る基盤となることから、より積極的

な施策展開が求められます。このため、行政によるアドバイスはもとより、「新耐震基準」

以前の分譲マンションから順次個人住宅等へと耐震簡易診断を実施し、市民の耐震意識の

普及・啓発に取り組むなど、耐震改修の促進に向けた各種支援を行います。 

 バリアフリー化については、新築建築物で公共性の高い比較的規模の大きい建物を対象

として「ハートビル法」等により一定基準を設け、指導・助言を行っています。 

 一方、住宅では居住者の身体状況などに応じてバリアフリー化することが重要となりま

す。このため、「神戸市すまいの安心支援センター」を中心に、居住者ニーズにきめ細やか

に対応する相談・アドバイスを行うとともに融資制度等との連携を図ります。さらに、介

護保険等の対象者に対して、保健福祉施策により居住者の身体状況に応じた住戸内のバリ

アフリー改修を支援します。また、共同住宅の共用部分などは改修に多くの人の合意が必

要であり、バリアフリー化が進まないことが考えられます。このような場合は、専門家派

遣や改修費の一部補助などでバリアフリー改修を支援します。 
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■市民に身近なまとまりからはじめるまちの安全性向上 

 すまいの安全性確保と合わせ、向こう三軒両隣から、街区そして地域へと市民に身近で

まとまりやすい範囲での安全性確保を考慮し、まち全体の安全性の向上を考える必要があ

ります。 

 敷地の接道確保は、災害時等の避難、日常時の採光、通風等の衛生といった観点からも

非常に重要です。このため、住宅更新時に２項道路沿道の建物の後退や道路境界の確認を

行います。 

 密集市街地などでは、敷地が狭く、接道条件も悪いなどから、個々の住宅のみでは防災

面等の安全性確保が困難な場合が見られます。このような場合は、向こう３軒両隣など市

民に身近なまとまりにおいての安全性を確保することが重要です。さらに、地域の個性を

活かしながら、街区、地域などのまとまりに応じたより安全なすまい・まちづくりへの市

民ニーズに対応していく必要があります。このため、細街路の整備支援等に継続的に取り

組むとともに、建築協定や近隣住環境計画制度等を活用し、健全な住宅更新や住環境の保

全を誘導し、街区・地域の安全性を高めます。 

 

③細街路整備事業 
 舗装整備の実施 

②２項道路の整備促進 
・建物後退時の杭の支給、

 設置確認 
･合意に基づく中心杭の 
 設置 

①近隣住環境計画制度 
建替えルールの決定 
（壁面の位置など） 

▼ 
建築規制の緩和（建ぺい率など） 

路地・まち再生 

小さなまとまりから お隣どうしのお話し合いで計画づくり 

専門家など

建築物の健全な更新 

まとまった空間を確保し、採光

や通風などの居住環境を向上 

路路 地地・・ままちち再再生生 事事 業業 －向こう３軒両隣からのすまい・まちづくり－ 
 

【３事業の総合的な展開】 
①近隣住環境計画制度の活用  ②２項道路の整備促進  ③細街路整備事業 
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2.市民が自ら安心なすまいを選択できる環境づくり 

 

震災の教訓やすまいに関する市民意識の高まりから、安心なすまいづくりに対する要請が

高まっています。これを受け、国においても建築基準法の改正や、住宅の品質確保促進法

の制定などがなされました。また、市民の安心な暮らしの実現に向け、日常の保守･修繕は

もとより、シックハウス問題への対処や、バリアフリー改修等の高齢化への対応などを行

いながら、すまいを適正に維持管理していくことが求められています。 

このためには、すまいに関する的確な情報が適正な時期に提供される環境づくりを行い、

市民がそれぞれのニーズに応じて自ら判断･選択し、安心なすまいを得ることができるよう

にすることが重要です。 

また、市民のすまいに関する知識の修得に向けた取り組み、多様な住情報の受発信や市

民の疑問に対する相談体制の充実が求められます。同時に、安心なすまいの判断基準とな

る客観的なものさしづくりに努めなければなりません。 

あわせて、市民をはじめ、設計者、施工者、供給者およびこれらに関係する金融･保険機

関等の専門家･事業者といったすまいづくりに関わる各主体が、自らの役割を認識するとと

もにコミュニケーションを深めるためのネットワークづくりに取り組むことが必要です。 

 

■神戸市すまいの安心支援センター“すまいるネット” 

神戸市すまいの安心支援センター“すまいるネット”は、情報によるサポートと協働を

基軸としたネットワークの構築によって、すまいに関する相談、情報提供、セミナー開催

や市民・専門家・事業者間のネットワークづくり、さらに建物の確認検査、住宅性能評価

など、さまざまな機能をあわせもったワンストップの総合拠点です。市民自らが良好なす

まいを得ることのできる環境づくりに取り組み、ひいては健全な住宅市場の育成を図るこ

とを目的としており、市民の安心なすまいづくりを支援し、行政による法規制に基づいた

建築指導・誘導という役割とあわせ、安心なすまいづくりのいわば「両輪」としての役割

を果たしていきます。 

 

 すまいに関する情報のサポート  

＊相談業務 

一般相談、専門相談、専門家派遣の３段階にて対応しています。「一般相談」では、多

様な内容の相談に応えるために、建築士、消費生活相談員、融資相談員の３分野の相談

員による体制を整えており、完結型の対応に努めています。法律、不動産取引、マンシ

ョン、資金計画等に関するより専門的な相談については、「専門相談」で対応します。さ

らに、耐震簡易診断やバリアフリー改修の方法等、現地を確認した方が好ましい場合に

は、建築士等を現地に派遣してアドバイスを行います。また、すまいに関するトラブル

については、弁護士団体等との連携により解決に結び付けます。 
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＊情報提供業務 

すまいさがしの多様なニーズに応えるために、公営・公社・公団等の公的住宅をはじ

め、兵庫県宅地建物取引業協会との連携により、民間住宅に関する物件情報提供も行っ

ています。今後は、市民が安心なすまいを選択できるよう、優良な賃貸住宅の登録・閲

覧制度についても取り組んでいきます。また、すまいづくりにあたっては、一定の条件

を満たす建築士事務所・建設業者の業務実績等が記入されている名簿を作成し、この情

報を提供することにより、依頼すべき建築士事務所や建設業者の選定を支援するシステ

ムも整備しています。 

＊普及啓発業務 

 近年、市民意識が高まってきたとはいえ、衣食とともに生活の中で非常に大きな位置

を占める「すまい」についての知識不足のために、暮らしに満足を得られない、あるい

はトラブルに巻き込まれたというケースが多く生じています。このため、市民がすまい

に関する知識を得るために、すまいに関連するライブラリー、ビデオコーナーの整備を

はじめ、ホームページの開設、セミナーの開催を行っています。 

 

 安心なすまいづくりに向けた取り組み  

安心なすまいづくりのために、センターがすまいの検査・評価主体として直接関わっ

ています。建築基準法に基づく「確認検査機関」として建築確認・検査を行うほか、住

宅品質確保促進法の住宅性能表示制度に基づく「住宅性能評価機関」として、公正・中

立な立場で住宅性能の評価を行っています。特に、住宅性能表示制度は、住宅ごとにそ

の性能がランク付けされることから、市民にとって安心なすまいを選ぶための一定の判

断材料を提供するものです。さらに、新築住宅の基本的な構造部分等の瑕疵に関する 10

年間の保証を行う「住宅性能保証」や、工事途中の建設業者倒産にそなえた「完成保証」

の業務も行い、より安心なすまいづくりの支援を行っていきます。この際、事業者・専

門家に対しても、住宅品質確保促進法に対応した住宅性能についてのマニュアルを作成

するなど、すまいのつくり手の技術向上を図ります。また、平成 13 年度からは、中古住

宅を対象とした 5年間の「中古住宅保証」の業務も実施し、中古住宅流通市場の拡大や、

良質な住宅ストックの形成を促進していきます。さらに中古住宅を安心して選択できる

ように、基礎的な耐震性能などに関する評価制度についても検討していきます。 

 

 すまいに関する各主体との連携  

安心なすまいづくりのためには、市民（消費者）を中心として、建設業・不動産業とい

った事業者や、建築士・弁護士・学識経験者等の専門家、公庫・銀行等の金融機関、公

団・公社等の公的供給者、行政など、すまいづくりに関わる多くの主体との情報の共有

化や連携が不可欠です。これらの主体により構成される「すまいるネット運営委員会」

による検討・提言をもとにして施策を実施するとともに、今後はＮＰＯや任意集団等も

含め、より幅広く、実効性の高いネットワークの構築と情報の共有化に取り組みます。 
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 情報の蓄積･分析･発信  

すまいに関連する相談内容は、市民の暮らし全般に及んでいます。センターが、これら

の貴重な「市民ニーズを総合的に受ける窓口」となることから、この情報を蓄積・整理

し、そして分析し情報発信することにより、市民が求めている新たな住宅施策につなげ

ていくことが、今後、センターが果たすべき重要な役割のひとつと言えます。 
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・ﾏﾝ
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(工

 
               建設業者・建築士事務所選定支援 

               専門家派遣 

      相 談     物件情報提供 

              セミナー・住教育 

               市民間交流支援 

 

   

 

    検 査                 

    評 価                

    保 証              活動連携 

 

 

 優良事業者    策連携          施

      支援             

   事業者間交流 

支援 

   技術協力 

   

 

 

               施策実施 

       総合支援    情報分析 

               施策提言 

 

 

すまいるネット

 

 

情報の受発信 

 

各主体間の 

ﾈｯﾄﾜｰｸ構築 

安心なすまいづくりのためのネットワークのイメージ 

25 
 

専門家 

 

･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･･･
公的団体 
護士会 

ｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ、･･･
設計・監理者 

(建築士事務所) 

 

 

 

民間供給者 

務店･事業者)

 

 

  
市 民 
 

行 政
相互交流
相互交流 
相互交流 

金融機関  
(公庫･銀行･保険)
公的供給者
・公団 

・公社 
連携 
連携 
連携 
連携 



3.より豊かな集合居住に向けて ～マンション管理の総合支援～ 

 

分譲マンションは昭和 40 年代から供給が本格化し、市内におけるストック数は、戸数で

約 12 万戸、管理組合数で約 2,100 組合（住宅局推計）にのぼるなど、都市型住宅として広

く普及しています。その一方で、ひとつの建物を多数の人が区分所有するため、住まい方

や維持・管理の面で、さまざまな課題が指摘されています。阪神・淡路大震災では神戸市

内の多くの分譲マンションが被災しましたが、その建替えや大規模修繕の過程では、管理

組合が主体となり居住者間の多様な考えを調整し、合意形成を積み重ねていくことが求め

られました。現在、初期に供給された分譲マンションは築後 30 年以上を経過するものも見

られ、建物・設備の老朽化に伴う修繕や改修、建替えの必要性が生じており、被災マンシ

ョンと同様の問題に直面することが予想されます。 

分譲マンションの維持・管理は、所有者や管理組合が主体となって行うことが基本です

が、居住者間の意思決定の難しさ、法律や専門知識の不足、居住者の高齢化、住宅の賃貸

化などにより管理組合の運営が困難になっているように思われます。例えば、管理組合の

役員のなり手がいないということが管理組合の共通した悩みであり、ほとんどの管理組合

の役員は毎年 1 年交代の輪番制により選出されています。このため、管理組合の運営に必

要な知識・ノウハウの蓄積に乏しいケースが多く、自主的な管理組合の運営に支障をきた

すことが多くなっています。 

また、分譲マンションのバリアフリー化や耐震改修、大規模修繕や将来的な建替えにつ

いては、管理組合が主体となって長期的な計画を立案し、その費用を積み立てていく必要

があります。しかし、管理組合の管理に関する認識不足や当事者意識の欠如、権利者間の

合意形成が難しいことなどから十分な準備ができない場合があります。必要な修繕が行わ

れず、そのまま放置され、さらに悪化していくという悪循環に陥り、不良住宅ストックと

なる可能性もあります。 
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   管理組合数 　 2,153 組合

  　　　総戸数 　121,945戸

 

神戸市内の分譲マンション供給実績戸数（竣工ﾍﾞｰｽ）  ※神戸市住宅局調べ 
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■マンション管理に対する多面的な支援施策の実施 

このような課題に対して神戸市では、平成元年より毎年、マンション管理セミナーを実施

しており、分譲マンションガイドブックや、マンション管理の知恵集の発行と、管理組合

の自主的な運営に資するための基本的な知識の普及・啓発を行ってきました。また国にお

いても、平成 12 年に「マンション管理の適性化の推進に関する法律」（マンション管理法）

が制定されるなど、マンションの適正管理に向けた環境整備が進みつつあります。 

今後は、さらに、管理組合のマネジメント能力の向上を多面的に支援し、主体的なマンシ

ョン管理および良質なマンションストックの形成を誘導していきます。 

  施 策 の 目 的              施 策 内 容 

 

 

 

 

 

 

管理組合の主体的な 

マンション管理に向け

た支援 

○ 管理組合運営に必要な知識の習得のためのセミナーや講座の実施 

○ マンション管理の情報提供（IT 活用など） 

○ 一般相談、専門相談体制の充実 

○ マンション管理アドバイザーによる管理組合の支援 

○ 管理組合間の意見交換、情報提供を行う管理組合交流会などの実施 

○専門家団体、業界団体、NPO 等との連携による管理組合への専門知識・技術

の支援 

○入居者のコミュニィティ育成に配慮した管理運営手法などの普及・啓発 

 

 

 

                                                                                                 

良質なマンションスト

ックの形成の誘導 

○ 修繕・建替えにおける融資、助成制度 

○ 共用部分におけるバリアフリー助成の実施 

○ 耐震診断助成、耐震改修の推進 

○ 新築及び中古マンションの性能評価手法の普及・啓発 

  豊かな集合居住の実現 

管理の重要性の啓発 

管理への参画意識の向上 

セミナー・講習会 

マンション管理の知恵バンク 

マンション管理 

アドバイザー 

管
理
組
合
の
主
体
的
な
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理

重要課題 

①管理組合の立ち上げ 

②管理組合の運営 
③建替・修繕の進め方 

一般的な課題 

＊管理規約 
＊長期修繕計画 等 
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ッ
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融資制度 

助成制度 

建築物の 
適正な情報 
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シ
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マンション管理適性化法 
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会社の登録等
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4.ストックの計画的な再編・改善と新たな運営～市営住宅マネジメント計画～ 

 

阪神・淡路大震災を契機として、市営住宅の管理戸数は、約 4 万戸から 5 万 5 千戸（全

市世帯数の約 10％）へと急増し、これに伴って住宅性能面における新旧格差が拡大してい

ます。また、昭和 40 年代に郊外の大規模団地で大量供給した市営住宅ストックが一斉に修

繕時期を迎えるとともに、高齢入居者の急増や入居者ニーズの多様化などといった様々な

課題が新たに生じています。 

このため、入居者をはじめとする市民の理解と協力を基本として、市営住宅ストックを

適切に維持管理するとともに、市営住宅の計画的な再編および改善を推進し、市民に親し

まれるより良い市営住宅にしていくことを目的として、「市営住宅マネジメント計画」を策

定しました。平成 12 年度よりこの計画に基づき、住み替えあっせん、建替事業、改善事業

を実施しています。 

今後も同計画を推進し、地域を構成する社会基盤のひとつとして市営住宅を位置づける

とともに、コンパクトタウンの概念に基づいて適正立地させ、新たな運営による効率的な

維持管理を行い、良質な市営住宅ストックを次代へ繋いでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮称）西大池第四住宅 
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■ハード・マネジメント計画（市営住宅再編・改善計画） 

 市営住宅ストックのうち、昭和 55 年度以前に建設した 140 団地・約 25,600 戸の住宅を

対象とし、そのうち 46 団地・約 5,600 戸を「再編団地」、残りの 94 団地・約 20,000 戸を

「改善団地」に位置づけています。 
 

 再編団地（建替団地、廃止団地） 

再編団地は、敷地条件・立地条件・需要条件および周辺団地状況を総合的に勘案して、

必要な戸数について建替事業を行う「建替団地（24 団地・約 4,900 戸）」と、市営住宅と

しては廃止する「廃止団地（22 団地、約 700 戸）」に分類しています。 

再編団地の事業実施に際しては、十分な余裕をもって入居者にお知らせするとともに、

説明会やアンケート調査を実施して、入居者の意向を十分に把握しながら事業を推進し

ます。また、他の住宅への住み替えを希望する入居者に対しては、市営住宅の既存スト

ックを活用し、可能な限り意向に沿った住宅への住み替えあっせんを行います。 

＊建替団地 

 必要な戸数について建替を行うとともに、事業実施に伴う余剰地を活用し、福祉施策

との連携による福祉施設整備や周辺道路の基盤施設など、関連事業との一体整備を行い、

地域におけるまちづくりの一環として総合的・効果的に事業を推進します。 

 なお、整備手法としては、神戸市による直接施行に加えて、借り上げ方式や等価交換

方式等の民間活力の積極的な導入を検討し、周辺のまちづくりと連携した総合的な整備

を視野に入れながら、団地ごとに順次事業を実施していきます。 

＊廃止団地 

 廃止した団地の跡地は、他の公共施設への転換、または売却等により周辺地域のまち

づくりに活用します。 
 

 改善団地  

改善団地については、維持管理に必要な修繕を実施していくとともに、安全性・利便

性・快適性の向上のために、外壁改修や既存中層住棟へのエレベーター設置などの住宅

改善、電源改修や給水圧改善などの設備改善等を行い、住宅性能を向上させ、良好なス

トックとして引き続き活用を図ります。 
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■ソフト・マネジメント計画 

市営住宅における共同生活の住まい方ルールを確立し、入居者の意識を向上させ、適正

な自主管理が可能となる「新たな運営」体系を構築していきます。これにより、入居者相

互および入居者と周辺地域との良好なコミュニティの形成を支援するとともに、効率的な

市営住宅管理を推進します。 
 

 高齢者や障害者等への対応  

高齢者や障害者等に適切に対応するため、見守り制度を充実させるとともに、住み替

え制度を拡充させます。また、介護保険と連携したサービスの提供についても検討して

いきます。 
 

 コミュニティ形成への支援  

コミュニティづくりの基礎となる自治会等の組織づくりを支援するとともに、地域コ

ミュニティの核となる集会所の地域開放等の積極的な活用を行います。 
 

 きめ細やかな募集の実施  

既成市街地への人口の呼び戻しや世代間のバランスのとれた入居者構成となるように、

若年世帯優先枠の設定や親子の近居募集を行います。また、障害者、高齢者、母子世帯

向けの募集も行います。 
 

 総合運営体系の構築  

管理水準を向上させ効果的な管理を行うため、「市営住宅管理センター」を開設し、市

営住宅に関する窓口の一元化を図るとともに、市民サービスの向上に努めていきます。 

 

 

 

市営住宅マネジメント計画 

ソフト・マネジメント 

「新たな運営」による 

良好なコミュニティの形成 

ハード・マネジメント 

「計画的な再編・改善」による 

良質なストックの形成 

 

居住者（ひと） 

地域（まち） 

活用（つかう） 

展開方向と基本目標 
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5.人と環境にやさしいすまい・まちづくり 

 

少子・高齢社会の進行、「環境の世紀」の到来などをふまえ、だれもが安全で快適に利用

できるという視点から住宅をはじめとする建築物などを整備し、人と環境にやさしいすま

い・まちづくりを行うことがますます重要になってきます。さらに、これらの取り組みが

災害時、非常時においても有効に機能するものと考えられます。 

 

■人にやさしいすまい・まちづくり 

公共建築物、共同住宅や戸建て住宅、分譲住宅や賃貸住宅など、より多くの住宅・建築

物についてバリアフリー化を進めます。また、見守り活動の充実やコミュニティ活動など

ソフト面の支援により高齢者や障害者をはじめとするすべての人が安心して暮らせるすま

い・まちづくりをめざします。 

条例などによる建築規制だけでなく、マニュアルの策定や助成制度を創設するなどの支

援を行うとともに、情報やノウハウなどの蓄積や発信に努めます。 

 

 神戸市バリアフリー建築設計マニュアル  

神戸市では昭和 51 年に全国に先駆けて「身体障害者の利用を考慮した建築設計マニュ

アル」を作成し、バリアフリーを行った公共施設の整備を進めてきました。平成 6 年に

は「高齢者・身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の促進に関する法律（通称：

ハートビル法）」が制定されたことを受け、新たに「神戸市バリアフリー建築設計マニュ

アル～だれにでもやさしい公共建築をめざして～」を作成しました。 

高齢者、障害者だけでなく、乳幼児や女性（妊産婦）・外国人などその対象を広げ、だ

れもが自然に利用できる、人にやさしい公共建築物づくりをめざし、実際の設計・建設

に活用しています。今後、こうした取り組みを公共建築物だけではなく、一般の建築物

にも広げていきます。 

 

 神戸の住宅設計基準（KOHDES） 

高齢者・身体障害者だけでなくすべての人を対象に、日常生活の安全性と快適性を確

保するために、国の「長寿社会対応住宅設計指針（平成７年６月）」をふまえるとともに

より一層の配慮を行った「神戸の住宅設計基準（コーデス）」を平成８年６月に策定し、

住宅内外の段差解消や手すり設置など、公的住宅に限らず民間住宅も含めたすべての人

にやさしいすまいづくりを進めています。 

 

 市営住宅での取り組み  

近の市営住宅については、「長寿社会対応住宅設計指針」および「神戸の住宅設計基

準（コーデス）」などをふまえて、高齢者対応が進んでいます。 

 市営住宅の共用廊下・階段部については、スロープや手すりの設置および車イスの利
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用などにも配慮した福祉仕様のエレベーターの設置に努めています。住戸内部について

も、広い廊下や手すりの設置、段差のない設計を行うほか、ドアや水栓のレバーハンド

ル化、非常用押しボタン、緊急自動通報装置の設置なども行っています。今後は、既設

の市営住宅についても、段差の解消、手すりやエレベーターの設置に順次取り組み、高

齢化社会の進展に対応した市営住宅づくりに努めていきます。 

また、昭和 30 年度から母子・老人・心身障害者向けの特定目的住宅を供給するととも

に、痴呆性高齢者のためのグループホームや共同スペースを備えたコレクティブ住宅、

特別養護老人ホームなどの福祉施設と併存したシルバーハウジングを整備するなど、多

様な住宅を供給しています。今後ともこれらの多様な住宅供給に継続的に取り組んでい

くとともに、高齢化が急速に進行する市営住宅のコミュニティ、世代バランスなどの確

保に配慮した募集も行っていきます。 

 

 ユニバーサルデザイン  

近年、高齢者や身体障害者の利用を特に考慮し、その障壁（バリア）を除こうとする

「バリアフリー」という考え方から一歩進んで、障害の有無や年齢、性別、国籍などに

かかわらず、だれもが使いやすい環境を創り出そうという動きがあります。これは「ユ

ニバーサルデザイン」と呼ばれており、こうした考え方を公共の建築物を中心として積

極的に導入していきます。 

 

■環境にやさしいすまい・まちづくり 

地球資源の枯渇、地球温暖化防止など地球環境保全の問題は、早急に取り組むべき大き

な世界的テーマとなっています。 

神戸市では、公共の住宅・建築物が地球環境負荷低減への取り組みの先導的な役割を果

たすべく、「環境に与える負荷を低減すること Low Impact」と「環境の持つ良さを取り入

れること High Contact」の２つのテーマを掲げ、「環境にやさしく、自然と親しく」をキ

ーワードに、さらに、震災以降は「災害に強く」を加え、環境にやさしい住宅・建築物づ

くりに取り組んでいます。また、今後、これらの情報・ノウハウを蓄積・提供し、一般の

住宅・建築物にも広げることで、環境にやさしいすまい・まちづくりを進めていきます。 

 

 環境共生住宅  

公営住宅の一部について、モデル的に環境共生住宅に取り組んでいます。ここでは、廃

棄物の削減、省エネルギー、自然エネルギーの活用や資源の有効利用等や周辺環境との調

和、健康的で快適な居住の実現に配慮しています。 

今後はこうした取り組みをより広範なものとし、環境にやさしいすまい・まちづくりに

努めていきます。 
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 神戸市エコロジー建築  

平成 5年度から、環境にやさしい「エコロジー建築」に取り組んでいます。 

「エコロジー建築」は、環境に対する配慮を行った建築のことを指す一般的な言葉です

が、特に「環境に対する影響をより少ないものとし、建物の利用者が健康で快適に暮ら

せるように、自然環境の持つ潜在的な力（自然エネルギー、自然美等）を活かすよう工

夫された建築」としています。 

①「環境にやさしく」（環境に対する負荷の低減） 

○エネルギーを大切に（化石エネルギー使用量の削減） 

・エネルギー消費の抑制、自然エネルギー、未利用エネルギーの利用 

○ものを大切に（資源の有効利用） 

・省資源、リサイクル 

○いきものを大切に（自然環境の保護・保全） 

・環境汚染等の防止、生物生息空間の確保 

②「自然と親しく」（自然環境との親和） 

○自然を感じる（光・風・水・緑の心地よさを感じる） 

○自然とふれあう（生き物や木・土・石などの自然地物に触れ、自然の大切さを想う） 

③「災害に強く」 

阪神・淡路大震災は都市基盤や建造物に壊滅的な被害をもたらし、特に、水道、ガスと

いったライフラインが遮断され、市民生活や復旧活動に大きな影響を及ぼしましたが、

そのような状況でも、自然との共生をめざしたエコロジー建築の各種手法が大変有効で

あることが実証されました。その例として、神戸市役所における井戸水の利用や自然換

気用小窓の設置があげられます。また、雨水利用や緑による延焼防止などの効果も、震

災を契機として十分認識されるようになりました。 

震災の貴重な経験をふまえ、エコロジー建築の第３のテーマとして防災の観点をくわ

え、公共の住宅・建築物の防災機能強化のため、雨水・井戸水利用、太陽エネルギー利

用、自然換気、自然採光など、自然の持つ力を活かした、ライフラインに頼りきらない

建築物づくりを行っています。 
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6.コンパクトタウンをめざした地域住環境の創造 

 

 神戸市は「コンパクトタウンづくり」を打ち出しています。これは、日常生活を送るう

えで必要なサービスの大半を手に入れることが可能な身近な生活圏で、住民自らが自分た

ちの地域に関わる問題を考え、活動を進めていく自律性を有して、豊かな生活環境を創り

出すことができるまちづくりの取り組みです。この自律した生活圏をコンパクトタウンと

呼び、それらが互いに緩やかなネットワークを持つことで市全体を「コンパクトシティ」

として構成します。 

 神戸では、身近に豊かな自然環境があり、その地形的特性から特徴ある良好な住環境が

形成されています。さらに古くからの港町としての歴史や進取の気風、外国との文化交流

等の素地があり、多様な人々が集い住む中で都市として発展してきました。このため、地

理的条件や市街化歴、歴史や生活文化、土地利用などの環境条件、住まい手の意識や暮ら

し方の違いなどから、市内には多様な住環境特性をもった地域のまとまりとしての「まち」

が形成されています。このような住環境特性をいかしながら、地域に関わる人々が、すま

い・まちづくりに主体的に取り組むことのできる仕組みづくりを進め、これを総合的に支

援することで、コンパクトタウンをめざした地域住環境を創造していきます。 

 

■地域に関わる人々が主体的に進めるすまい・まちづくりの流れ 

 地域のまとまりとしての「まち」の検証  

 コンパクトタウンをめざした地域住環境像の創造にあたっては、まず、地域に関わる

人々が「わがまち」と感じられる共通の住環境特性やその中で生まれるすまい意識を持

つ地域のまとまりを、自ら検証していく必要があります。 

 地域のまとまりとしての「まち」は、地理的条件や土地利用状況など都市構造として

の大きなまとまりから、街区や向こう三軒両隣など共通する生活環境を持つ小さなまと

まりまでさまざまです。 

 このような地域のまとまりとしての「まち」をとらえるにあたっては、住民や事業者

などそこで日常的な生活を営む人々のみならず、不在地権者なども含めた「まち」に関

係の深い人々が情報を共有し、互いの共通認識のもとに進めていくことが大切です。 

「まち」の魅力や課題の抽出  

 神戸のなかにある多様な「まち」はそれぞれに、住環境の特性があり、その魅力や抱

えている課題も異なります。 

 例えば、神戸らしさを代表する地域のひとつである山麓の住宅地は、海への眺望と豊

かな緑が魅力ですが、一方では地形上の制約から、道が狭い、宅地が利用しにくいとい

った課題もあります。また、いわゆる下町地域は職住が近接する利便性や多様性が魅力

ですが、同時に、住環境の問題も抱えています。他にも、郊外の団地開発地域では、計

画的に形成されたゆとりある良好な住環境が魅力ですが、開発時期が古い住宅団地（い
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わゆるオールドニュータウン）では、住民の高齢化が進むなどの課題が見られます。さ

らに、震災により市街地の更新が一気に進んだのも神戸の特徴であり、マンション化の

進行や住民の入れ替わりなど、住環境の急激な変化が見られる地域もあります。 

 このように、「まち」の魅力や課題の抽出にあたっては、地域固有の特性をふまえてい

くことが重要です。 

 地域住環境指標・水準の設定  

 「まち」の特性をふまえ課題を解決したり、魅力をより際だたせたりするためには、

さまざまな視点から「まち」を評価するための地域住環境指標や水準を設定する必要が

あります。この指標や水準は、だれにでもわかりやすく、共有化できることが重要です。 

 具体的な指標や水準はそれぞれの「まち」の特性により異なりますが、検討する内容

としては、数値で表される客観的なデータのみならず、快適性などの主観的な価値も積

極的に位置づける必要があります。また、物的な環境のみならず、地域コミュニティの

状況といった人的環境からの視点も欠かせません。 

 この指標や水準により、地域独自の魅力や課題を、地域に関わる人々が自ら認知し共

有することで、主体的に自分たちの「まち」を考え、活動を進めていく自律性を持つき

っかけとなることが期待されます。 

 このようなプロセスにより、地域のまとまりとしての「まち」においてめざすべき地

域住環境像を創出していきます。 

 

■地域に関わる人々が主体的に進めるすまい・まちづくりの総合的な支援 

「まち」の総合マネジメント組織の確立を支援する  

 「まち」ごとのめざすべき地域住環境を創造していくにあたって、 も重要なことが、

地域に関わる人々の自律的なすまい・まちづくりの取り組みと責任ある地域主体の確立

です。このため、「まち」の検証、魅力や課題の抽出、地域住環境指標や水準の設定など

の各段階に応じて、地域に関わる人々のすまい・まちづくり活動や合意形成を積極的に

支援していきます。あわせて、住民、事業者、専門家、ボランティアグループ、NPO など

のすまい・まちづくりの担い手の育成とネットワーク化を図り、これらを通じて、地域

に関わる人々の意思で実現できる地域住環境形成のシステムを創りだしていきます。 

 具体的には、行政の持つ情報を積極的に提供しながら、地域に関わる人々が独自に持

つ情報との共有化を図ります。あわせて、すまい・まちづくりに関するアドバイスを行

う専門家を派遣し、また、必要に応じて活動費用の一部を支援します。さらに、すまい・

まちづくりの担い手を育成するため、ワークショップやセミナーなどの開催により、子

どもから大人まで、すまい・まちづくりの基礎的な知識を修得し、あるいは、体験する

機会を設けていきます。 
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「まち」の特性をいかす施策を展開する  

 魅力と活力ある個性的な「まち」の創造という観点から、全市一律の問題解決に向け

た施策だけでなく、地域住環境指標や水準に照らして、敷地、街区、地区等さまざまな

段階に応じた「まち」の特性をいかす施策を展開します。 

 具体的には、路地・まち再生事業や街区共同再建事業等の小さな単位から進めること

が可能なさまざまな事業制度を組み合わせ、有効に活用するとともに、さまざまなタイ

プの近隣住環境計画制度や建築協定なども有機的に結びつけていきます。この場合、た

とえ同様の手法であっても、郊外住宅地と既成市街地では活用方策が異なることが考え

られます。さらに、合意形成の状況に応じて、市民活動、保健福祉、産業経済、環境、

都市計画、教育文化などの諸施策とも連携し、「まち」ごとに独自の施策展開を検討して

いきます。 

地域に関係する人々 

住民、事業者 

   不在地権者 など 

 

 

 

 

 

「まち」の総合マネジメント組織の確立支援 

「まち」の特性をいかす施策の展開 
＊ひとづくり（体験型ワークショップなど） 

＊ルールづくり（近隣住環境計画制度など） 

＊ものづくり（路地・まち再生事業など） 

＊「まち」独自の施策

地域住環境 

指標・水準の設定 

行  政 
神戸市 

 

■活動支援 

＊情報提供、共有化 

＊専門家の派遣 

＊活動費の一部支援 

■すまい・まちづくりの 

 担い手育成支援 

 

 

中間支援組織 
すまいるネット 

いきいき下町協 

まちづくり NPO など
 

＊すまい・まちづくりの

 ノウハウの提供 

＊技術的支援 

 
地域住環境像の

創造 

「まち」の 

まとまりの検証

「まち」の魅力や

課題の抽出 

 

コンパク

 

個性ある地域住環境の創造
トタウンをめざした地域住環境の創造のイメージ 
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